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教員免許更新制度の政策過程に関する予備的考察

- 2004年中央教育審議会諮問に至る経緯-

修士課程 1回生 三 宅 浩 子

はじめに

本稿は教員免許状更新制度 (以下､更新制)の政策過程について検討する｡ 主に2000年教

育改革国民会議から2004年の中央教育審議会 (以下､中教審)諮問 ｢今後の教員養成 ･免許

制度の在 り方｣までを対象 とする｡ 周知の通 り2006年現在､更新制は未だ政策形成の途上で

あり､確立 し､実施される段階には至っていない｡政策過程の全容を解明する事ができない

ため､更新制導入に係る政策過程の全貌を明らかにするための予備的考察の域を脱 し得ない｡

しかしながら､2002年に中教審でいったん見送られた更新制が､わずか 2年後に再び諮問

され､政策議論の風上に載った経緯を検討する事には意義があると考えられる｡ なぜ一度は

否定された制度が､現在成立 しようとしているのか｡更新制導入は誰が､何 を目的として､

政策を推進 しているのかを明らかにする事が本稿の目的である｡

本稿は以下の構成をとる｡ はじめに更新制が政策課題 として広 く認識される2000年以前の

動向を概観 し､一般的認知は低いものの､自民党や文部省の審議会では1980年代から更新制

に言及されていたことを確認する｡ 次に2000年教育改革国民会議での発議から､2002年中教

審答申で更新制の導入が見送 られるまでの経緯について､主に教育改革国民会議､中教審､

内閣法制局の 3つのステージを対象 として検討する｡2004年の再諮問に至る経緯について述

べ､政策形成に関する理論から予測されるいくつかの要因を検討 し､再諮問に至った直接的

要因は1980年代から更新制の導入を提案 していた政党を背景として有する大臣の存在にある

ことを指摘する｡さらに再諮問がどのような目的で更新制を導入 しようとしているか検討 し､

最後に本稿の結論 と今後の課題を述べる｡
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上 更新制前史 :更新制が政策課題として認識されるまで

1-i.日本における教員免許制度成立期

更新制は2000年教育改革国民会議以前にも､何度か政策論議の盤上に乗っている｡ そもそ

も日本で教員資格制度が導入されて間もない頃には､教員資格の有期別が採 られていた時期

もあった｡ 1872(明治 5)年に制定 された学制では教員資格の卒業資格主義が採用 され､

1885(明治18)年の太政官布告23号以降は免許資格主義が確定 したが､免許資格主義が採用

される以前にも有効期限が設定されていた1｡たとえば､1881(明治14)年の 『小学校教員免

許状授与方心得』で ｢小学校教員免許状ノ効 ヲ有スヘキ年限ハ五箇年ヲ過クへカラス2｣ と

し､小学校の免許状に5年間の有効期限が付 された｡また同年の 『師範学校教則大綱』にも

｢師範学科卒業証書ハ七箇年其効ヲ有スルモノ トス 但師範学校二於テハ本文七箇年ノ後卒

業証書ヲ請フ者アル トキハ硯二有スル所ノ教則二拠 り更二其学力 ヲ試験シ且其品行等検定ノ

上合格ノ者二卒業証書ヲ与フへキハ勿論タルへシ (下線筆者)3｣と定めている｡ しか しなが

ら､1900(明治33)年に定められた改正小学校令のもとでは､有期制は廃され､以後免許の

終身制が続 く｡

教員資格が期限付 きから終身有効 となったことについて､牧 (2001)は有資格制度の維持

そのものが困難であった時代背景を指摘 し､｢免許状の有効期限の設定は､こうして教員資

質の維持向上どころか､かえって教員の転 ･退職を促進させることになったり､教員志願者

を減少させる一因ともなっていた4｣ と述べている｡

i-2.戦後から2000年以前

1900年以降は､教員免許を更新制にすべ きとの主張 も単発的に存在するものの､現実的政

策課題 として取 り上げられていたとは言い難い｡実際に世論が免許更新制の必要性を認識 し

ていたかを検討するために､マスメディア､特に新開報道が免許更新制を取 り上げた頻度を

確認する｡ また国会において更新制が取 り上げられた頻度についても検討する｡ 新聞報道に

関しては朝 日新聞社の聞蔵 Ⅱ5､読売新聞社のヨミダス文書館6の記事検索を､国会に関して

は国会会議録検索システム7から､｢教員｣｢免許｣｢更新｣のキーワー ドを検索 し､該当する

記事のうち ｢普通免許状に関して更新制を導入すること8｣に関連 している記事の数を調べ､

グラフ化 した (図 1)0
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E図l】免許更新制に関する取り上げ回数
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図 1から､2000(平成12)年以降新聞での取 り上げ回数が多 くなっていることがわかる｡

特に中教審に再諮問された2004(平成16)年以降のマスメディアによる取 り上げ回数は非常

に多い｡一万2000年以前はマスメディアでの取 り上げ回数は少なく､更新制が社会一般の

人々にとって現実性をもった政策課題として認識されていたとは言いがたい｡

この傾向は､国会においてもあてはまる｡2000年以前に更新制に関して言及している発言

者は少ない｡臨時免許状の有効期限に関する議論は行われているが､普通免許状にも更新制

を設けるべきだと論 じるものは一部である｡ 具体的には､1969(昭和44)年4月17日(参議院､

文教委員会)､1981(昭和56)年 4月7日(参議院､文教委員会)､1987(昭和62)年 2月3日

(衆議院､本会議)､1988(昭和63)年4月27日(衆議院､文教委員会)､同年11月2日(衆議院､

文教委員会)の発言中に更新制への言及が見られる｡

もっとも同図から2000年以前にも､1987､88(昭和62､63)年に更新制への言及が数回行

われていることが読み取れる｡ これは政策の流れの中で､更新制が認識されだした時期に一

致している｡

まず1987年の教育職員養成審議会 (のちに中央教育審議会初等中等教育分科会教員養成部

会に引き継がれる｡ 以下､教養審)の報告で更新制への言及がある｡1987年答申 『教員の資

質能力の向上方策等について』は､教員免許に関して､専修免許状 ･標準免許状 ･初級免許

状などの段階を設けることや､特別免許状の創設を提言すると同時に､課題として養成年限

の延長､特別教育の免許状の総合化､更新制を挙げている｡ 具体的には ｢5.今後の課題(3)
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社会の進展に応 じて､教員に必要とされる知識 ･技術を練磨するため､一般的に教員免許状

に期限を付 し､当該期限の到達時に､一定の研修を義務付けることによりその更新を認める

制度の導入についても､現行公務員制度及びわが国の雇用慣行との関係などにも十分配慮す

る必要があることから､今後の検討課題とする9｣と述べられている｡ 付帯事項であるため､

差 し迫った政策課題として更新制に言及されているとは言えないものの､検討が必要な政策

の一つと考えられていたのである10｡

また政治の流れでも1980年代に更新制が政策課題の一つとして認識されていた｡この答申

の出される4年前､1983(昭和58)年 5月16日に自民党文教制度調査会 ･文教部会が 『教員

の養成､免許等に関する提言』を出している｡ この中に､｢(1)免許状の種類を､｢上級免許

状｣(仮称､大学院修士課程修了)､｢普通免許状｣(仮称､大学卒)､｢初級免許状｣(仮称､

短大等二年課程卒)の三種類にする｡ 免許状一般に有効期限を付 し､更新研修を義務付ける

ことは引き続き検討する11｣とある｡ 更新制の導入は1980年代から､与党であった自民党の

政策課題の一つとして認識されていた｡

1.では2000年以前に更新制がどのように取 り上げられてきたかを検討 した｡マスメディ

アの取 り上げ方から､一般社会では更新制を現実的な政策課題 として認知 していなかった｡

しかしながら､1980年代から与党自民党の提言中に更新制-の言及が見られること､また文

部省の教養審答申で更新制-の言及があることなどから､政策形成者は更新制を政策課題の

ひとつとして認識していたと言える｡

2.2000年から2002年中教審答申まで

2-㌦ 教育改革国民会議

教員免許更新制の議論が一般に認識されるようになったのは､2000年12月に出された教育

改革国民会議の最終報告からである12｡ 図 1に示した通 り､更新制が政策課題 としてマスメ

ディアなどによって取 り上げられるようになったのは､2000年以降である｡ また教育改革国

民会議を受けて文部科学省が策定 した､『21世紀教育新生プラン』の中に ｢免許更新制の可

能性の検討｣が盛 り込まれた｡ さらに2001年文部科学大臣の中教審への諮問文の中に､｢教

育改革国民会議の報告においては､教員の意欲や努力が報われ評価される体制を作る観点か

ら､教員免許更新の可能性が提言されています13｣とあり､教育改革国民会議報告書の存在

が2001年諮問にいたる要因の一つであったということができる｡

もっとも､この教育改革国民会議は1987年答申での議論を反映しているということはでき
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ず､それ以前の更新制の議論 とは不連続である｡ また議事録を分析 した結果､更新制が何 ら

かの問題を解決するために課題接起され､議論されたということはできないことが確認でき

る｡ 以下､公開されている議事録をもとに､同会議において更新制がどのように扱われたか

検討する｡

会議中､免許更新制について検討 したのは､学校教育について扱った第二分科会である｡

第二分科会第 1回議事 (5月19日)でPTA代表の委員から､不適格者の排除の文脈から更新制

について議論をしたいという意思表示がなされた｡ しかしながらその後､更新制が具体的に

議論 された形跡はなく､分科会の最終である第 7回分科会 (7月17日)で､更新制について

の意見が出されている｡ 内容は第 1回で発案された不適格教員排除の文脈ではなく､教員採

用方法の多様化を論 じる中で ｢教員になる入 り口は多様にし､採用後のプロセスを評価する｣

という文言 との関連から議論を行っている｡ 最終的には免許更新制は困難であるため､採用

方法の多様化を提案することが提案された｡

第二分科会では､免許更新制よりも採用方法の多様化に焦点を当てることでコンセンサス

が得 られていたが､第 5回会議 (8月28日)で分科会の報告が行われた際､｢更新制 も検討に

値する｣の文言は中間報告案のまま盛 り込まれ､その後目立った議論のないまま､最終報告

中に引き継がれる｡

教育改革国民会議の報告中には更新制が盛 り込まれているものの､更新制が盛 り込まれる

べき必然性や､導入目的などの意図は審議の過程からは見えてこない｡もちろん､公開され

ている議事録は実際に行われた議論の一部を公開したものであり､すべてのや り取 りが公開

されているとは言えないという反論 も成 り立つ｡ しかし仮に更新制が喫緊の課題 として討論

されていたならば､その形跡は議事録に反映されていると考えられる｡ 公開されている議事

録での取 り扱いが少ない原因は､そもそも更新制は中心的に議論されなかったためであって､

公開されていない議事録中に更新制導入にかかわる核心的な議論が交わされたとは考えにく

い 140

2-2.中教審教員養成部会の議論 (200ト2002年)

2001年 1月25日､町村信孝文部科学大臣が 『今後の教員免許制度の在 り方について』を中

教審に諮問する｡ これを受け､2002年 2月21日に中教審答申が出されることとなった｡2002

年答申では､更新制を教員の適格性を保証するための制度 として､あるいは教員の専門職性

を高めるための制度 としての二つの点から検討 した結果､い くつかの理由を挙げ､導入は
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｢慎重にならざるを得ない｣として見送る姿勢を示している｡ 更新制を見送るにあたり､指

摘された課題点は9つの点である(表 1)｡そして政策代替案として①指導力不足教員への対

応のための人事システムの構築と免許状取 り上げ事由の強化､(参教職の専門性向上のための

10年経験者研修の制度化､(彰信頼される学校作 りのための学校評価システムや教員評価シス

テムの導入を提言した｡

監表132002年中教審の指摘した更新制導入の課題点

(1)教員の適格性のための制度としての可能性

(ア)免許状授与時に適格性を判断していないため､更新時に教員の適格性を判断するという仕

組みは制度上取 りえない､また適格性を測定する客観的な指標はない

(イ)分限制度と制度的に同様の要件を課すことになる｡

(ウ)適格性の有無を免許更新の事由にすることで､かえって適切かつ達やかな処分が行われな

くなる｡

(エ)教員にのみ任期制を課すには､公務員制度全体との調整を図る必要がある｡

(オ)免許保有者全体を対象に更新制を課すならば､教育委員会の事務作業量が増大する｡

(2)教員の専門性を向上させる制度としての可能性

(ア)業務独占資格において有効期限を付 し､また免許取得時に課されていない新たな要件を課

すことは､他の資格との比較においても慎重を期する｡

(イ)(1)の場合と同様､公務員制度全体との調整を図る必要がある｡

(ウ)免許の機能は教員に必要な資質能力を備えていることを公に証明する機能があるため､現

職教員にのみ研修を課すことはできず､保有者全体に更新を課すことになり､事務作業量

が膨大となる｡

(エ)資格の維持に必要な研修は標準的なものにならざるを得ず､内容が画一的なものとなり､

教員の専門職性向上の観点からは有効ではない｡

出典 :文部科学省(2001)をもとに要約

しかしながらこの結論について､委員の中からも批判があった｡初等中等教育分科会教員

養成部会長を務めた高倉 (2002)は ｢この結論については､審議の過程で ｢まことに残念｣

｢制度論だけで政策論が見られない｣｢導入しないことのメリットのみを強調するのはいかが

なものか｣といった批判的な意見があったことも事実である15｣と述べている｡ 中教審の結

論は委員の閏でも完全な総意に基づく結論ではなかったが､それならばなぜ2002年答申で更
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新制が見送られたのか｡中教審が2002年答申で更新制導入に消極的であったのは､内閣法制

局の指摘があったためでもある｡

2-3,内閣法制局の指摘

2002年答申で更新制導入の困難な点が指摘されているが､審議会委員の話 し合いの中で課

題点が挙げられた以外に､内閣法制局による困難性の指摘があった16｡ 内閣法制局について､

教育政策に関する研究ではあまり論 じられてこなかったが､立法過程を論ずる文献中に､内

閣法制局が大きな役割を担っているという指摘がある17｡内閣法制局は､｢閣議に附される

法律案､政令案及び条約案を審査 し､これに意見を附し､および所要の修正を加えて､内閣

に上申する18｣審査事務 と､｢法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し

意見を述べる19｣意見事務とを中核的な仕事にしている｡

法律案の審査の場合､｢建前としては各省庁から閣議請議を行う段階で法律案等が持ち込

まれてから行うのであるが､それでは間に合わないため､予備審査､あるいは下審査と呼ば

れる閣議請議のかなり前から条文案の審査を行う20｣ とされている｡

2002年答申以前の段階で､内閣法制局と文部科学省との間で具体的にどのようなやり取り

があったかに関して､一般に公開されている議事録から確認することはできない｡唯一､

2006年 4月21日の教員養成部会議事録中に､2001年答申の過程で内閣法制局とのやり取 りが

あったことに言及している部分がある｡

委 員 :平成14年の答申を取 りまとめる際､更新制をめぐり内閣法制局と色々なやり取

りがあったが､その点は現在どのようになっているのか｡-(略)-

事務局 :法制的に､どのような形で更新制を制度設計するかについては､議論いただき

ながら整理していきたいと考えており､具体的に法制局との間で整理している

状況ではない｡制度化にあたっては､中教審での議論を十分に踏まえながら整

理していく必要がある21

この発言から､2002年答申を策定する段階で､すでに内閣法制局からの審査､あるいは意

見の表明が何度かあったことがうかがえる｡

では具体的にどのようなやり取 りがあったのか｡これも中教審の議事録からは読み取るこ

とができない｡2-2.で指摘 した更新制導入にあたっての問題点には､他の法律との整合
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性について(1)(イ)､(1)(エ)､(2)(ア)､(2)(イ)の指摘があり､また免許制度の構造自体 との整合

性(1)(ア)､(2)(ウ)が指摘されている｡ 内閣法制局の審査が ｢他の法体系との関係で生じる規制

の程度や手続きのバランスの問題22｣ を検討していることから､こうした法体系 ･制度上の

問題点を指摘 したのは､中教審委員ばかりではなく､内閣法制局であったとも考えられる｡

文部科学省の担当者は､(1)(ア)の､免許状授与時に適格性を判断していないため､更新で適

格性を判断するという仕組みは制度上取 りえない､とする意見が内閣法制局によるものであ

ると指摘 していた23｡

2-2.で述べたとおり､2002年答申に対 して委員の中から出された批判的な意見に､制

度論だけで政策論がないという批判がある｡ これは法律や他の制度との整合性を重視して更

新制を見送ったことに対する批判であり､この問題点を指摘した主体の一つが内閣法制局で

あったと考えられる｡

3.2004年諮問にいたる経緯

3-i.2004年の大臣諮問

2004年10月20日に中山成彬文部科学大臣が中教審に『今後の教員養成 ･免許制度の在 り方』

を諮問する｡ 中教審では､2002年答申からわずか 2年後の再諮問となったことに対する疑念

も表されたが､更新制を導入することを前提とした議論がなされている｡2006年答申には更

新制導入が盛り込まれ､一転して更新制が実現する可能性が高まった｡2004年諮問は更新制

を導入する教員免許政策の転換点の一つである｡

この諮問に至る以前に､河村建夫前大臣が 『義務教育の改革案(以下､河村プラン)』を

2004年 8月10日に発表しており､この中に更新制の導入が言及されている｡ 『河村プラン』

を受け､ 8月26日の初等中等教育分科会第26回で､委員の一人が更新制の導入に肯定的見解

を述べている24｡さらに河村は2004年 4月 3日に私的諮問機関である ｢これからの教育を語

る懇談会｣を設置しているが､7月23日の座長試案､2004年9月 1日に出された改革案中に

免許更新制が盛り込まれた｡つまり2004年の諮問は､前任の河村から引き継いだ政策課題で

あったといえる｡

この他には2002年 2月から2004年10月までの間に､経済界から更新制の導入を求める提言

が出されている｡2002年 4月3日に関西経済同友会が更新制を提言しており､さらに2004年

4月19日には日本経済団体連合会(以下､日本経団連)が ｢21世紀を生き抜 く次世代育成のた

めの提言｣の中で､指導力不足教員の排除を提言している｡
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3-2.何故再び諮問されるに至ったか

ここで本稿の課題である2002年答申で更新制が否定されたにもかかわらず､なぜ2004年諮

問によって政策論議の盤上に乗ったかを考察する｡ 政策形成に係る先行研究は､政策形成の

要因を指摘 しており､これらの諸理論からは 4通 りの仮説が考えられる25｡①更新制の代替

案である10年経験者研修の制度化､人事制度の運用の見直し､学校評価 ･教員評価システム

の導入という政策が不十分であると評価されたため｡②世論の高まりを受け､更新制の導入

が喫緊の課題とされたため｡③経済界など､教育政策に関心を持つ諸アクターの意向を受け

て､更新制の導入が必要とされたため｡④文部科学大臣の意向によって､更新制の導入が重

要な政策課題と認識されたため､という仮説が考えられる｡

①､②は過程論的アプローチから導かれる｡ 過程論では政策問題の確認から政策終結に至

る段階性が示唆される26｡更新制導入という政策が2004年に再答申されるに至った経緯を考

えるとき､2002年答申で教員免許更新制導入の代替案として提示された､免許状取 り上げ事

由の強化､10年経験者研修の制度化､学校評価や教員評価の推進という政策が不十分である

と評価されたためであると推測できる｡ 政策代替案の実施を受け､これらを評価 した時に､

当初の政策問題が解決されていなかったため､更新制という政策が立案されたと仮定できる

のである｡

しかしながら更新制導入の再諮問は､10年経験者研修などの代替案とされた政策-の評価

とは異なる文脈からなされている｡ 文部科学省では､経年的に 『教職員に係る懲戒処分等の

状況の調査』を行っており､人事管理システムの管理運用､指導力不足教員の認定などの状

況の政策評価が可能ではあった｡あるいは教員評価システムの導入に関しては､平成15年度

から17年度に調査研究がおこなわれることが予定されており､10年経験者研修の評価につい

ても2004年 1月に実施状況の調査がおこなわれていた｡

このように､政策評価の材料となる調査研究は行われていたが､これをもとに政策評価の

議論が行われた形跡はない｡たとえば2004年 5月25日に行われた第22回初等中等教育分科会

(第22回教育行財政部会と合同)では､資料として ｢教員出身でないものの校長任用実績及び

指導力不足教員等の人事管理に関する取組状況等の調査結果｣が配布されるも､これをもと

にした政策評価の議論はなかった｡あるいは2003年 9月22日第20回初等中等教育分科会教員

養成部会では ｢指導力不足教員等の人事管理に関する各都道府県 ･指定都市教育委員会の取

組状況について｣が配布されるが､これをもとに制度の不完全性と更新制の導入を主張する

声は見られない27｡
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② も解決すべき政策課題の確認を端緒 として､政策の形成 ･実施を説明する仮定である｡ し

か しながら､更新制を導入するべきであるという世論が高まっていた様子を看取することは

できない｡なぜならば､図 1から2003(平成15)年の免許更新制の取 り上げ回数は､読売新

聞社が 3回記事を取 り上げたのみであることがわかる｡ 世論が更新制を取 り上げるようにな

ったのは､2004年諮問がなされた後である｡

またそもそも2-1.で指摘 したとおり､2000年に中教審に諮問されるきっかけとなった

教育改革国民会議では､解決すべき喫緊の政策課題が確認され､吏新制の議論が提起 された

とは言えない28｡ ここから､過程論の示唆するような課題の確認に始まる政策過程の段階的

帰結によって更新制が再提起された､と考えることは難 しい｡

③は､多元主義的モデルを念頭に置いている｡ 小川正人は日本の教育政策過程研究を傭轍

し､1970年代後半から1980年代以降､文部省対 日教組という二項対立的図式を離れ､教育政

策にかかるアクター主体､その決定力学や政策パターンを分析するアクター論､多元主義的

アプローチが行われだしたと指摘 している29｡

特に2004年前後は義務教育費国庫負担金制度の改革をめぐり､経済財政諮問会議､規制改

革 ･民間開放推進会議など､経済界のアクターが教育政策に関与 した時期である｡ こうした

多元的なアクターの義務教育政策をめぐる対立 と駆け引きの結果､更新制の議論が再提起さ

れたと推測できる｡ たとえば藤田(2004)は､前述の 『河村プラン』が義務教育費国庫負担制

度を維持するために､改革を推進 しているという姿勢を顕示することを目的としていると指

摘する30｡

実際に更新制導入の推進要因となったアクターとして考えられるのは､2002年答申か ら

2004年の再諮問までの間に更新制導入を提言 した関西経済同友会と日本経団連である｡ 日本

経営者団体連盟31は第 6回教員養成部会(2001年 7月19日)のヒヤリングでも更新制導入を強

く支持 してお り､｢一度取得 したら終身有効 という現行方式は絶対に改めるべ きであ り､一

定期間での見直 しが必要である｣と主張 している32｡

なお､更新制導入に消極的意見を表 しているのは､民間開放 ･規制改革推進会議である｡

2004年11月30日に規制改革 ･民間開放推進会議が出 した提言 『文部科学省の義務教育改革に

対する緊急提言』は､そもそも常勤教員の任用にあたって免許制度が設けられていること自

体が参入規制であ り､｢教員免許更新制の導入は､免許の強化につながるものであって重大

な問題を抱えているため､現行の教員免許制度自体の問題点の検証を踏まえ､教員任用の仕

組みを含めて制度を抜本的に見直す必要があるものと考える33｣としている｡ 他にも反対意
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兄として､2004年12月20日に行われた第34回経済財政諮問会議にて教育問題が検討された際､

民間議員から 『今後の教育改革について』という資料が挙げられる｡ この中で更新制につい

ては他分野からの参入障壁にならないよう注意するようにとの注文がつけられた34｡

関西経済同友会や日本経団連が､2004年再諮問に対 して直接的にどの程度の影響力を持っ

たかを検証する事は難しいが､導入推進の間接的要因とも考えられる｡

④は､エリー ト論モデルに近い35｡社会の選好 とは独立 した政策決定主体(エリー ト)の選

好が政策に反映されることを主張するものである｡ 実際に上述の通 り､マスメディアの報道

等からは更新制の導入を強く主張する世論があったということはできない｡大臣の再諮問が

直接的契機となって､政策論議の盤上に乗ったと考えられる｡

では大臣の個人的信念が更新制導入の要因であるのだろうか｡2004年再諮問を行ったのは

中山であったが､3-1.で述べたように河村前大臣の改革案や懇談会の設置が伏線となっ

ている｡ さらに､中山 ･河村両大臣の個人的信念よりも大きな組織的背景として､自民党が

更新制を導入しようとしていたと考えられる｡ 2002年答申と2004年再諮問の間である2003年

10月10日に出された 『政権公約2003』中にも､更新制の導入が盛 り込まれている36｡さらに､

組織としての自民党は1-2.で指摘 したように､1980年代から更新制を検討課題の一つと

して位置づけていた｡与党である自民党が政策課題として更新制の導入をアジェンダとして

再認識 したこと､それを背景に就任した大臣の就任によって､更新制の導入が再び政策課題

とされたと考えられるのではないか｡

3-3.更新制導入の目的

では､何を目的として更新制が導入されようとしているのか｡ここでは2004年再答申の要

因となった河村大臣､これからの教育を語る懇談会､自民党に焦点化 して検討する｡ まず河

村は更新制について次のように語っている｡

-･我々の運転免許も同じで､毎日きちんと運転をしていて自信があれば､

更新に行ったって何ら心配はないんです｡けれども､いい加減なことをして

いたら心配になりますから､そういう人達を教壇から排除する必要がありま

す｡結局､前回の中教審では研修制度にしようということになったんですが､

それではやはり不十分で､免許をきちんと見直していく方針で進めていきま

す｡-･専門職大学院制度もできたから､そういう機関を経て初めて教職に
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就いていただく｡ つまり､教員免許取得を目指す場合､4年制大学を出た時

点は一種の仮免許の状態で､本免許取得はさらに2年間､専門職大学院で高

度かつ実践的な研修を経た後になります｡教員の質の向上のため､是非とも

この改革案も実現させたいと思います37｡

ここからは①指導力不足教員の排除､②仮免許状から本免許状という上進制の構想が読み

取れる｡ (むは2002年答申で一旦否定された制度構想であり､政策代替案として免許状取 り上

げ事由の強化が行われている｡ (参は初めに取得する免許状を有期にするという点で､1980年

代の初任者研修制度と同時期に検討されていた更新制の構想に近い考え方である｡

次に2004年9月 1日に ｢これからの教育を語る懇談会｣が提示した第 1次報告38では､｢信

頼される学校づ くりのためには､優れた教員が不可欠である｡ これまで採用後の研修制度の

充実など様々な工夫がされてきているが､必ずしも十分だったとは言えない｣､｢教員免許状

取得者が教員として必要な資質能力を身に付けていることを確実に保証するよう､教員免許

状に一定の有効期限を付 し､更新時に教員としての適格性や専門性の向上を評価することに

より､更新の可否を決定する制度を創設する｣としている｡

ここでは､①信頼される学校作 り､②現行の研修制度が不十分であるという認識､③適格

性や専門性の向上の三つの視点が提示されている｡ ①､②は2002年答申で代替案としての学

校評価制度､10年経験者研修制度が導入されているが､政策代替案の評価を踏まえての議論

であるのかは不明確である｡ また③の適格性 ･専門性の観点も2002年度答申で検討されたも

のであり､特に適格性の観点は ｢授与時に適格性を判断していない｣という指摘の克服が課

題となる｡

自民党の 『政権公約2003』では更新制の目的について具体的に示されていない｡2005年自

民党義務教育部会特別委員会中間報告中39には､｢常に国民の信頼が得られるよう教員の養

成､採用､研修などを通じた教員の資質向上の取 り組みがおこなわれるべきである｣と指摘

されており､この文脈から更新制が示される｡ これは教員の資質向上のための更新制という

目的であるが､不適格者の排除による教員集団の資質向上を目的としているとも､個々の教

員の専門性を高めることによる資質向上とも考えられる｡ いずれにしても､2002年答申で示

された課題の克服が論点となろう｡

このように､更新削導入の目的として不適格者の排除､専門性の担保､初めに取得する免

許状の仮免許状化の構想がある｡ 前二者についてはいずれも2002年答申での課題を解決 し得
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るか課題となるが､この点をふまえた課題設定であるとは言えず､また2002年に示された代

替案への評価に基づ く課題設定であるとも言い難い｡仮免許状の構想については､2001年以

降の議論では取 り上げられてこなかった論点であり､検討の余地がある｡

5.結論

本稿は､教員免許更新制の政策過程について､2004年の中教審諮問に至る経緯を検討 した｡

本稿の結論 として､更新制はマスメディア等の世論､あるいは2002年に提示された政策代替

莱-の評価の結果であるというよりも､1980年代以来､更新制を政策課題の一つとしてきた

自民党を組織的背景に持つ文部科学大臣が大きな要因であると考えられる｡ 再諮問された更

新制導入の目的は､2002年答申の検討を乗 り越えるものでも､またそこで示された代替案へ

の評価に基づ くものでもなく､この点で ｢何が目的であるのか｣という問いの答えは暖昧で

あると言えよう｡

なお本稿は二つの点で課題を残 している｡ 第-に更新制が再諮問される2004年までを対象

期間としている点で､時間的制約が存在する｡ 今後行われるであろう立法化､政策実施､政

策評価､あるいは不実施の場合の政策過程を以って､更新制をめぐる政策過程の全容を示す

ことが必要になる｡

第二に､本稿はマクロ的視点から ｢更新制｣再諮問に至る過程を検討 した｡したがって具

体的な政策の内容､すなわち制度構想の中身に立ち入ったミクロ的検討は行っていない｡

2000年の教育改革国民会議の発案や､2004年の再諮問に至る経緯からは､更新制が何らかの

政策課題を解決するために導入されたというよりも､｢更新制を導入する｣ということあり

きで論 じられている｡ このため､なぜ更新制を導入するのかという問いに対 して､政策課題

や問題性の認識を理由として挙げ､どのような制度構想を以ってどのような教育課題を解決

しようとしているか､という内的要因を指摘するよりも､外的要因をもって説明するほうが

より正確に政策過程を検討することができると考えたためである｡

しかしながら､第一の課題である今後の動向を検討 し政策過程の全容を明らかにしてゆく

上では､更新制の制度構想やその内容をも視野に入れたミクロ的検討が必要になる｡ なぜな

らば､2004-2006年の中教審の審議過程､実際の立法化､政策実施に至る過程を考察するに

際しては､更新制がどのような制度として構想されたかという事が論点の一つとなる為であ

る｡ 今後は更新制を具体化する審議の過程で､どのようなやり取 りがあったのか､というミ

クロ的視座から政策過程の全容を明らかにする分析が必要となろう｡
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A Preliminary Study on the Policy Making Process for Introducing a

System to Renew a Teacher's License

-The events leading up the Central Council for Education's 2004 report-

MIYAKE, Hiroko

In 2000, the National Commission on Educational Reform proposed that 'the

introduction of a system for renewing a teacher's license should be considered.'

Prompted by the proposition, the Minister of Education, Culture, Sports, Science and

Technology consulted the Central Council for Education on this topic. In response, the

council submitted a report in 2002 'About the Ideal Method of the Future Teacher's

License System' and deferred introducing a system of license renewal. However, in 2004

the Minister consulted the council on this issue again, and the policy was overturned in

favor of introducing the license renewal system. Although at the present time (2006) no

law introducing the system has been enacted as yet, it is worth considering why the

policy issue was taken up for discussion again in 2004.

From a historical point of view, a system for renewing a teacher's license was adopted

at one time, it was abolished because of the reduction of the retention rate of teachers. In

the 1980's the system for renewing was raised for discussion by government party

(Liberal Democratic Party) members and some members of the Central Council for

Teacher Training, however, in general, people did not recognize the system as necessary.

After the proposition by the National Commission on Educational Reform in 2000, the

idea that teachers should be required to renew their licenses, to root out inadequate or ill

qualified teachers, became more widespread. In 2002, the Central Council for Education

decided against introducing the system and proposed alternative methods to ensure the

quality of teachers. Because the conclusion of the council was reached not only by

council members but also under the influence of the Cabinet Legislation Bureau, some

members of the council were critical of the decision. From the years 2002-2004, no

action was taken to introduce the system, nor did the Ministry assess whether the

alternative methods were working adequately, leaving it unclear as to why the subject
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was once again taken up for discussion. Why did this policy come up?

One contributing factor might be that the Japan Business Federation and the Kansai

Association of Corporate Executives supported the introduction of the system. Another

significant factor is that the Minister belongs to the Liberal Democratic Party, which has

been insisting upon the introduction of the system since the 1980's. They claim that the

system is necessary, however the system's purpose, why it is essential, and whether the

license renewal system is efficient or not, are all questions that remain ambiguous.
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