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アメリカにおけるスタンダードに基づく学校改革と学校組織研究の課題 

―NCLB法制定以後の動向に着目して― 
 

濱口 輝士 
 

はじめに 

(1) 問題の所在 

アメリカにおいては、2002年に「どの子も置き去りにしない法（No Child Left Behind Act）」（以下、NCLB

法とする）が成立し、同法の下で州の設定した学力水準のスタンダードに基づき、個々の学校に対して生徒

の学力達成における厳しいアカウンタビリティを求める学校改革が行われている。NCLB 法の成立以後、連

邦政府の州や地方の教育分野に対する権限は大きく拡大し、連邦政府は州や地方のアカウンタビリティ・シ

ステムの細部について全国的な制限を設定してきた。同法の下では、州政府と学区は州全体と学校の学力の

進捗状況を親及び地域社会に公表し、進捗していない学校は無償の学習指導あるいは放課後の援助等の補助

的措置をとらねばならず、さらに達成の貧しい学校に対しては徐々に厳しくなる監督や制裁を行うこととさ

れている。 

このような強力なアカウンタビリティ・システムの下、アメリカの学校とその構成員は学校レベルにおけ

る組織の改善を要求されることとなった。学校改革の影響は個々の教員の実践のレベルにまで及び、スタン

ダードの設定と生徒の学力達成におけるアカウンタビリティ・システムはアメリカの学校を取り巻く制度的

環境の主要な位置を占めるようになっている。こうした政策は、財政支援の抜本的改革やアカウンタビリテ

ィ・システムの改善の必要性が指摘されているものの、現在のオバマ政権下においてもそのシステムをほと

んど変えないまま連邦の政策として生き続けている１。 

こうした改革が進められる中、学校組織に関する理論も変容することが要請されていると考えられる。こ

れまで、学校組織は組織を取り巻く制度的環境と個々の教員の教育実践は直接結びつかないものとして認識

されてきた。詳しくは後述するが、こうした構造は、組織研究において「ルース・カップリング」(loose-coupling)、

すなわち緩やかに結びついた組織構造をとるものとして把握されてきた。しかし現在のアメリカにおける学

校改革の下では、個々の学校は組織的にアカウンタビリティを確保することを要請されており、それぞれの

教員の実践のレベルにまで踏み込んだ組織改善を行うことが必要になってきていると考えられる。このよう

なことから、学校組織は従来の構造を変容させることが求められているといえよう。したがって、学校組織

研究においてもこうした状況に応えるため、研究上の新たな展開が求められていると考える。 

 
(2) 1980年代から90年代にかけての学校改革の動向と学校組織研究における課題の変容 

 アメリカの学校組織研究は、1980年代からの新自由主義教育改革を背景として発展してきた。 

 1980年代からレーガン政権のもとに展開された新自由主義教育改革は、アメリカ独自の福祉国家型の政府

間関係の中で制度化された連邦政府によるインプットのコントロールを縮小ないしは廃棄する動きとして、
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連邦政府レベルにおいて開始された。それは州政府レベルにおける教育内容基準運動

（Standards-Based-Movement. 以下、SBMとする）に基づくインプットに関する州政府の権限の拡大を伴

っていたのであり、1960年代に確立するアメリカ独特の公教育をめぐる政府間関係の包括的な再編を志向す

るものであった。世取山は、レーガン政権期の新自由主義教育改革は、連邦政府の社会福祉政策の全体的な

軽量化の一環として実行され、連邦による教育に関するインプットのコントロールを縮小しながら、連邦政

府の教育を含む再配分機能の縮小を公教育全体の縮小に直結させるのではなく、州政府の経済発展機能を強

化することによって、連邦政府の機能縮小により発生する州の負担増を埋め合わせようとしたところに特徴

があったと指摘している２。 

 アメリカ教育の状況を指摘し、改革に向けて具体的な勧告を行ったのが、1983年に教育省長官の諮問機関

である「教育の卓越性に関する全国委員会（National Commission on Excellence in Education）」が公表し

た『危機に立つ国家（A Nation at Risk）』である。この報告書は、通商、産業、科学、技術革新におけるア

メリカの優位性の揺らぎを指摘し、具体的な指標をもってアメリカ教育の危機的状況を示し、経済競争を担

う優れた人材育成のためにアメリカの公教育を、高い水準の教育内容基準の設定を軸にして再編すべきこと

を訴えるものであった３。 

 『危機に立つ国家』を契機とした教育改革は、国際的な労働力の移転が進み、諸外国に仕事を奪われる状

況の下、質の高い技術を持った競争力のある労働者の養成が政治的な争点になる中で、特に経済界をバック

にした州知事らの強力なリーダーシップの下に進められていくことになる。この教育改革には次の 2 つの

「波」があるとされている。 

 「第一の波」はトップダウン型の教育改革であった。各州では、高校卒業要件の強化、学校の時数や年間

日数の増加、生徒の基本技能に関するテストの増加、教職のより高い基準の設定等が行われた。この改革の

成果があまり見られない中で、「第二の波」では学校の自律性の向上、学校間の競争、教育の意思決定におけ

る親の役割の拡大など、ボトムアップ型の改革が進められるようになった。「第二の波」の進展は、アメリカ

の公立学校の伝統的な経営システムそのものに抜本的な改善や改革を迫る「学校再構築（school = 

restructuring）」と総称される動きをもたらしたとされている４。このような改革の進行の中で注目されるの

が、成果を重視する観点が明確化されることである。 

 上記のように、従来の教育改革への批判に応え、次の段階として教育改革の中心に登場してくるのが、ス

タンダードに基づく教育改革である。これまでの教育改革が部分的で相互に関連性がなかったとの反省から、

スタンダードに基づく経営モデルが注目された。このような改革への関心の高まりを受け、全米知事会

(National Governer’s Association)の会議でも、全米スタンダードの開発が議論に上った。『危機に立つ国家』

が追認した教育内容基準を軸とした改革は、「1989年教育サミット」（The 1989 Education Summit）の共

同声明に盛り込まれることにより、連邦政府と州政府が合意した国家戦略となっていった。 

 こうした教育改革を背景として、学校組織研究における課題の変容があったことが指摘されている。加藤

崇英は、1980 年代から 90 年代にかけて学校組織研究において「教授―学習」の位置づけが重要視されるよ

うになり、研究の中心に位置づけられるようになったことを明らかにした。 

 加藤によれば、80年代後半から現れ始め、90年代になって顕著になってきた学校組織改革の課題は、内的
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には「教授―学習」の組織としての位置づけという問題であり、外的には「学校組織―外部環境」という外

部との関係性への着目とその対処である。この手法が同時的に 80 年代後半から現れ、90 年代には顕著にな

って課題視されてきたことの背景には、「第二の波」以降顕著になってきた学校への分権化の動き、及び生徒

を第一の、そして中心の行為者と位置づけ、彼らの「学習」に重きを置こうとすることが課題視されてきた

ことがある。こうして単位学校における「教授―学習」の組織的改善、すなわち「専門職共同体（professional 

community）」５の形成が学校組織の効果を高めると考えられるようになった。それまでは、教員の専門職性

に関する議論を組織における問題として捉えた場合には、教員を専門職として見るか、労働者として見るか

という雇用や待遇面の管理的視点による議論、あるいは官僚的組織の中でいかに教員の自律性が確保され、

そのために専門職としての教職の特質が見いだされるのかということが中心に議論されてきた。それが90年

代になって、単位学校における組織的課題として「教授―学習」の向上が目的とされるようになると、学校

の組織改善の課題や視点が、教室における授業そのものにまでより踏み込んだものとなっていった６。 

 
(3) 本稿の課題 

以上のように、1980年代~90年代におけるアメリカ学校組織研究は学校改革に対して応える形で、研究上

の発展がなされてきたことが明らかにされている。そして現在行われている学校改革は、1980年代から続く

新自由主義改革をさらに促進するものであり、NCLB 法の成立をもって、生徒の学力達成に対して個々の学

校が結果責任を負うことが制度的に確立したと考えることができる。したがって、2000 年代以降において、

とりわけNCLB法成立によってアメリカの学校改革がさらに進展する中で、アメリカの学校組織研究はそれ

に対してどのように研究的に対応してきたのか、あるいは研究上の発展を見せてきたのかを明らかにする必

要があると考える。 

そこで本稿では、2000年代以降のアメリカの学校組織研究の動向を把握するための前提として、その背景

となっていると考えられる1990年代以降のスタンダードの設定とアカウンタビリティ・システムに基づく学

校改革、とりわけNCLB法に基づく学校改革の経過を先行研究に沿って整理する。そしてこの学校改革の進

行の下で、2000年代以降のアメリカ学校組織研究においてどのような研究課題が提示されてきたのかを整理

することを目的とする。具体的には、第一にNCLB法の制定に至るまでの経緯及び同法の概要と、政権交代

後の改革動向を整理する。第二に、アメリカの教育改革を分析しているRichard F. Elmoreによる学校組織

の構造に対する指摘を取り上げ、現在のアメリカにおける教育改革の下では、従来のようなルース・カップ

リング理論に基づく学校組織の構造は、現実の学校改革の下で機能しがたい状況にあることを示す。さらに

そうしたなかにおいてルース・カップリング理論がどのように問い直されてきたのかを整理する。以上を通

して、現在のアメリカ学校組織研究における今後の検討課題を提示する。 

 

1. NCLB法の制定とアメリカにおける教育政策の現状 
(1) NCLB法制定に至る経緯７ 

 1990年代に入り、新自由主義教育改革は第二期を迎え、各州において展開していたSBMを、連邦政府の
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設定する全国的教育内容基準の下に組織し、SBMに基づく教育改革の徹底を各州に強制する方向へと展開し

た。ブッシュ大統領（共和党）は、州によるSBMに基づく教育改革に対する連邦補助金構想をAmerica’s 2000

（1992年）として公表し、それを具体化する法案を連邦政府に提出した。しかし、連邦権限縮小派の提案を

受け入れて、宗派立学校にも利用可能なバウチャー制度も提案していたために、議会多数派の民主党の有力

勢力であったインプットに関する連邦権限の拡大派の反対にあい、不成立となった。 

 しかしその後、クリントン大統領（民主党）は、チャータースクールへの補助金を規定することにより連

邦権限縮小派に妥協し、他方でインプットに関する基準の設定を州に緩やかに義務付けることにより、イン

プットに関する連邦権限の拡大派を取り込み、America’s 2000と内容をほぼ同じくする「2000年の目標：ア

メリカを教育する法」（Goals 2000: Educate America Act, 1993年）を制定した。さらに同年、「初等中等教

育法（Elementary and Secondary Education Act of 1965）」（以下、ESEAとする）８の改訂法である「アメ

リカ学校促進法（Improving America’s School Act」（以下、IASAとする）を通過させ、連邦補助金の受給

条件として、SBMに基づく州政府による教育改革の実行を設定することにも成功した。 

 クリントン政権第二期目に行われた下院選挙の結果、共和党が多数派となり、1999 年をもって失効する

ESEA（すなわち IASA）の再改定をめぐって、①全国的スタンダードに基づく全国テストの実施を求める法

案、②ESEA の補助金を廃止し、バウチャー制度へと転換することを内容とする法案、そして③両者を折衷

する法案が対立したまま膠着し、改訂がなされないまま失効することとなった。これにより、連邦政府が掌

握したアウトプットに関する権限も一度は消滅することになった。 

その後アウトプットに関する連邦権限の強化を公約として掲げて、大統領選に僅差で勝利したブッシュが、

先の折衷案をベースとしながら IASAを修正したESEAの改訂法案を提出した。これが「どの子も置き去り

にしない法」（No Child Left Behind Act）である。 

NCLB 法は基本的な枠組みを引き継ぎながらも、連邦の教育に関する補助金を得ている州に対して更なる

厳格なアカウンタビリティを求めるものであった。同法の成立により、州が基本的な権限を持つ教育政策に

関して、連邦の介入を飛躍的に増大させる結果となった。 

NCLB 法では、スタンダードに対応した学力評価をすべての子どもに実施し、厳しいアカウンタビリティ

を課すことで、不利な状況におかれた子どもとそうでない子どもの間の学業成績のギャップを埋めることを

目的としている。 

 
(2) NCLB法の概要９。 

ESEAの改定法であるNCLB法は、アウトカムの重視に政策転換した IASAよりも、さらに連邦政府の権

限を強化することとなった。10 章からなる NCLB 法の 重要項目である「不利な状況にある子どもたちの

学力改善」と題するタイトルⅠでは、各州が設定したスタンダードに合わせた読解、算数・数学、理科の分

野のテストの策定を要求している。読解と算数・数学のテストに関しては、2005年度までに第3~8学年の年

次テストと第 10~12 学年までの間の 1 回のテストが義務付けられた。理科のテストに関しては、2007 年度

までに第 3~5 学年、第 6~9 学年、第 10~12 学年にそれぞれ 1 回のテストが義務付けられた。各州にはテス

トの策定に加えて、合格点としての習熟(proficient)レベルの設定が義務付けられ、NCLB法実施開始から12
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年後の2013~2014年度の終わりまでにすべての生徒が読解と算数・数学で習熟レベルに達するように「適正

年次進捗度（Adequate Yearly Progress）」（以下、AYPとする）を設定することが要求されている。 

 また、NCLB 法は生徒の学力格差の是正を目的としているため、各州に対して、人種・所得・障害・英語

学習者などのサブ・グループ別のテスト結果と学校単位のテスト結果をまとめた実績通知書を毎年作成する

ことを義務付けている。 

NCLB法はさらに、各州に上記のテスト結果とAYPを用いて改善を要する学校と学区の特定を要求し、「要

改善」の状態が2 年以上続いた場合の罰則規定を定めている。要改善状態が 2 年続くと、当該学校の生徒に

学区内の別の学校への転校を選択する権利が与えられる。要改善状態が 3 年続くと、生徒には転校の選択権

に加えて州が定めた補習教育サービス（民間団体によるものを含む）を受ける権利が与えられる。要改善状

態が4年続くと、「是正措置（corrective action）段階」となり、転校の選択権、補習教育サービスを受ける

権利に加えて、当該学校は学校改善のための是正措置の実施が義務付けられる。そして、要改善状態が 5 年

続くと「学校再編（school restructuring）」段階となり、当該学校は再編成を迫られ、公立のチャータースク

ールとして再開、教職員の大幅入れ替え、別の組織との契約などの措置をとることが義務付けられている。 

またNCLB法タイトルⅡは、教員の質が生徒の学力に多大な影響を与えることから、教員と助手に対する

要求レベルも設定している。具体的には、2005年度の終わりまでにすべての主要科目で「高い資質を有する

と認定された教員（highly qualified teachers）を配置する計画を実施するように、州に要求している。 

このように、NCLB法は、「2000年の目標」と IASAで連邦資金獲得の条件として任意に奨励された政策

を強化し、年次テストや罰則規定も含めて義務付けるものである。スタンダード、テスト、AYPの策定と実

施に関しては、州にかなりの権限が与えられている一方で、AYPを満たせない学校に対する厳格な罰則規定

は一律に規定されているのがNCLB法の特徴である。 

 
(3) NCLB法のその後の展開とオバマ政権における教育改革の現状１０ 

 NCLB 法の成立後、2006 年度までにすべての州とワシントンD.C.は、読解、算数・数学、理科のスタン

ダードを策定し、3～8学年の生徒の年次テストの要求を満たし、高い質を有する教員を定義する基準を設定

している。また、学力格差が縮まったかに関しては、全米学力調査（National Assessment of Educational 

Progress）が用いられる場合が多い。その結果によると、学力は全般的に向上しており、人種間格差も一部

縮まっているとされている。しかし、AYP を満たせなかった学校は、2006 年には約 3 割であったものが、

2010年には約4割に上昇する傾向にある。こうした問題状況を伴いつつ、NCLB法は2009年に発足したオ

バマ政権に委ねられることとなる１１。 

 2009年1月に発足したオバマ政権は、全米各州への影響力をますます強めながら、「教育イノベーション」

を核とする米国経済の回復と復興に取り組んでいる。オバマ大統領は、大統領選挙時の政権公約に「就学前

教育への重点投資」「教員政策」「大学進学機会の拡大」「NCLB法の改正」などを掲げ、教育財政支出の拡大

を含めた大々的な教育改革プランを発表していた。中でも、「頂点への競争（Race to the Top）」（以下、RTTT

とする）は、各州に対して連邦の掲げる政策項目とひも付きの競争的資金を用意するものであり、オバマ政
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権の数ある教育政策の中でも、NCLB法以降の連邦と州の政府間摩擦をより刺激し得る政策となっている。 

RTTTの背景には、オバマ政権発足直後の2009年2月に成立した「アメリカ再生・再投資法（American 

Recovery and Reinvestment Act of 2009）」（以下、ARRAとする）がある。ARRAとは、雇用の創出と保護、

長期的投資による経済活動の刺激、政府支出の透明性と結果責任の向上を目的とする連邦法である。オバマ

政権はARRAを根拠とする減税や社会保障プログラム、補助金や基金の拡充を行うことで、リーマンショッ

ク以降の冷え込んだアメリカ経済の立て直しに取り組み始めたのである。このARRAの成立は、オバマ政権

の教育政策にも大きな影響をもたらしていくこととなる。 

ARRA は、アメリカの経済復興を長期的に支え、グローバル・エコノミーにおける競争力を強化する鍵が

教育であるとし、連邦教育省にも前年度予算の 1.5 倍超に上る 972 億ドルもの予算を割り当て、4 点の教育

イノベーション項目を明示的に掲げ、その実施を求めていた。第一は、教員と校長の「効果（effectiveness）」

を改善し、すべての教室に優れた教員を、そしてすべての学校に優れたリーダーを配置すること、第二は学

校の評価と改善に役立つ情報を家庭に提供すること、第三に大学進学と就職（career）準備に適うスタンダ

ードを開発実施し、その評価方法を開発すること、第四に、集中的な支援と効果的な介入によって、アメリ

カでもっとも学力の低い学校群において児童生徒の学習と到達度（achievement）を改善することである。 

RTTTは、ARRAを原資とする「州財政安定化基金」の中から、総額43億5000万ドルを教育イノベーシ

ョンの拡大に向けて競争資金化したものである。各州は、補助金獲得競争に参入する場合、連邦が示す改革

項目に合わせて革新的なアイデアを練り上げることとなる。その上で成果が期待できると評価され高い点数

を獲得できた州が、その報酬として補助金を獲得できる。苦しい教育財政運営を迫られる各州は、連邦補助

金獲得のインセンティブと引き換えに、連邦の求める教育イノベーションのアイデアを競い、州法改正も含

めた具体的かつ迅速な政策の立案と実施に駆り立てられていくこととなった。 

 RTTT 政策は、連邦補助金の獲得を望む州に対し、①スタンダードと評価システム、②教員政策、③学力

向上・アカウンタビリティ、④ターン・アラウンド（もっとも成果を出せない学校を閉校し、転換させる）

の 4 つの項目について改革案を示すことを要求している。各州は、連邦からの補助金の獲得のためには、一

貫性があり達成可能性の高いより優れた改革案を示さなければならない。 

こうしたオバマ政権のRTTT政策の特徴は、各州を連邦補助金の獲得競争に巻き込み、連邦が定める各改

革項目とRTTTの審査プロセスを媒介にして、州と学区の教育成策の内容と実施を転換させる政策誘導の力

にあることが指摘されている。RTTT がもたらす「教育イノベーション」にはオバマ大統領も高い期待を寄

せており、2010年以降も連邦による新たな競争的資金、新たなRTTTの立ち上げに向けて、その意思を表明

している。RTTT、そして大統領自らが語る他の連邦補助金のさらなる競争的資金化は、アメリカ公教育シス

テム全体に連邦のひも付き補助金による政策誘導の網を張り巡らせ、教育政策を巡る連邦政府の主導性をよ

り高めるものとなる可能性がある。このような連邦教育政策は、州の教育政策の自律性をブッシュ政権期よ

りもさらに制御することを意味しており、各州はその中でいかに教育政策の自律性を追求できるかが問われ

ることとなっている。以上のように、オバマ政権の教育政策では、選挙戦時に練り上げた改革プランの一部

をARRA によって法定・予算化し、RTTT 政策の実施によってNCLB 法の改正を待たずに各州に改革を促

していく戦略がとられている。 
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2. アメリカにおける学校改革と学校組織研究の課題 
(1) 2000年代以降のアメリカ学校組織研究の課題 

こうした学校改革の下、学校組織は改革に対応した組織開発を行うことが要請され、それは従来の学校組

織を捉える枠組みを変容させることとなったと考えられる。現実の学校改革の下で、学校組織研究において

はどのような課題が提起されているのだろうか。これに関して、アメリカのスタンダードに基づく教育改革

を分析してきたRichard F. Elmoreは、近年の教育改革の下では、アメリカの学校は従来のようなルース・

カップリングの理論に基づく組織構造を保持することが困難になっていることを明らかにしている。 

1960 年代から 1970 年代頃にかけて、学校を取り巻く制度構造の分析は「ルース・カップリング」

(loose-coupling)と呼ばれるようになった理論モデルに集約された。この理論の下では、学校組織の構造は学

校が取り扱う課業の特質に基づく独自性を有することが主張されてきた１２。学校の課業の特徴としては、①

教育における目標の曖昧さないし多義性、②教育活動を効果的に遂行する技術の多様性、③教育の対象者で

ある子どもの流動性が挙げられる。そして、教育活動という課業遂行に不可避的に随伴する「不確定性」と

いう特質に対して、学校組織側が柔軟に対応するためにルース・カップリング、すなわち緩やかに結合した

組織が形成されてきたと主張された１３。 

Elmoreも指摘しているように、この理論においては、学校における教授・学習内容や生徒の編成、生徒の

学習に対する評価といった事柄についての詳細な決定である「専門技術的中核」(technical core)は個々の教

室の属するのであって、それを取り巻く組織には属さないとされる。さらに、技術的中核が再現可能な行動

に明確に転換されるものではなく、また高度に個人的な判断を必要とし、さらに外部評価にはなじまないと

主張した。またこの理論は、組織の行政管理的上部構造、すなわち校長・教育委員会・行政官等は、教授に

おける専門技術的中核に対する外部の干渉による刺激を「緩和」ために存在すると主張した。すなわち、教

育における行政は教授の管理ではなく、教授を取り巻く構造やプロセスの管理を意味するようになった１４。 

しかし、Elmoreによれば、現在のアメリカにおいて進行しているスタンダードに基づく改革の論理は、以

下の点において、ルース・カップリング理論の前提と対立している。 

第一は、スタンダードに基づく改革は、外部勢力による技術的中核への干渉を緩和するというルース・カ

ップリング理論の基本的な前提を否定しているという点である。改革の論理は、学校の授業の中核にまで及

ぶものであり、教授内容を公共政策の事項として扱い政治論議に開かれたものにする。学力達成基準は学校

が生徒の学習内容について責任を負うことを主張するのであり、そこでは所定の成果を生み出すように学校

内の学習の諸条件を誰かが管理しなければならないということが含意されている。 

第二は、スタンダードに基づく改革が、現在の制度構造の致命的な弱点、すなわちある生徒たちが教科内

容を習得して学力達成を示すことができる一方で、それができない生徒が存在するということに関する説明

能力を持たない点を非難してくるという点である。学校の中核的技術が個々の教室における教員の個人的決

定の下におかれ、それが外部からの審査から防御されている状態では、学校の成果は集団や制度のレベルで

は誰も把握できないプロセスの結果であるとされる。スタンダードに基づく改革は、生徒の学習についての

アカウンタビリティが学校とそこで働く学校の人々の下にあると明確に特定し、生徒の学習は学校内部の活
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動の結果であるというメッセージをいきわたらせる。したがって、学校は生徒が実際に何を教えられている

のか、教えたことの結果として生徒が何を学習しているのかについて説明することを求められることになる。 

 第三に、スタンダードに基づく教育改革は、教育の地方管理という基本的前提を弱体化させるという点で

ある。これは、事実上すべての州のアカウンタビリティ・システムの中で、学区ではなく学校がアカウンタ

ビリティの基礎的単位として指定されているためである。州が個々の学校に関するデータを収集する能力を

持つならば、個々の学校がアカウンタビリティの単位となり、そして低い達成度に対しては改善措置や制裁

が各学校に適用される。このシステムの動向は、州と学校の直接的関係を生み出していくと考えられる。 

 これらのことから、Elmoreは、現在のルース・カップリングの制度構造を擁護するために使われてきた伝

統的な主張（すなわち、教授・学習の不可侵性、学校のガバナンスにおける地方の選好の尊重、地域社会の

エリートによる地域の学校に対する一般的に積極的な支援等）は、学校の成績達成に関する証拠が持続的に

積み上げられるにつれて、弱体化し、説得力を失うと指摘している１５。 

 
(2) ルース・カップリング理論の問い直し 

 アメリカ学校改革を背景としてルース・カップリングの制度構造に対する疑問が提起される中、Spillane

とBurchは、学校組織の構造を再検討することによって、ルース・カップリング理論では学校と制度的環境

がトータルに緩やかに結びついていると誤って理解されてきたことを論じている。Spillane らは、教授を取

り巻く制度的環境が特定の教科における実践を規定し、また教授実践が生徒の学習活動、教授戦略、生徒へ

の知識の示し方等、様々な次元における要素を含むものであるという認識の下、制度的環境と教授実践の結

合の程度は、教授実践の次元や教科領域において異なると述べる。これらの点について、Spillane らは以下

のように検討している１６。 

第一にSpillaneらは技術的中核という概念の再検討を行っている。彼らは特定の教科領域が定義され、ま

たそれらの教科の特定の教授の次元が考慮に入れられれば、学校の教員が行う教育実践とそれを取り巻く制

度的・組織的環境の関係においては、緩やかな結びつきと強固な結びつきの両方の複雑なパターンが存在し

ていると指摘している。重要な点は、教科内容における教員の思考の違いがそれぞれの教科に対する統制や

カリキュラムの標準化、学校の教授実践を取り巻く合意の程度に影響を与えるという点である。そのため、

教科内容の優先度が高いほど、教室と行政の構成要素の結合は強固なものになるとしている。したがって、

教授と制度的環境の結びつきを把握する際には、“教科”が鍵となる変数であるということが示唆される。 

 第二に、Spillane らは教授実践における技術的中核を多元的なものとして扱うことで、特定の次元におい

ては制度的環境と教育実践が強固に結合し得ることを指摘している。彼らによれば、教授内容の範囲につい

ては、その州や地方のカリキュラムのスタンダードの影響が大きい一方、教授上の戦略についてはほとんど

影響を与えていなかったという。すなわち、教員は教授戦略の選択においてはかなりの自律性を有していた１７。 

以上のような検討から、Spillane らは教授実践を単次元のものとして扱うことによって行政による経営管

理と学校組織が全体として緩やかに結合していると結論付けることは出来ないと指摘している。すなわち、

行政の経営管理と学校組織の技術的中核は、州や地方が重視する特定の教科領域においては、また教授の実

践における特定の次元においては強固に結びつき得るものである。 
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おわりに 
 現在のアメリカにおいて進行しているスタンダードに基づく学校改革の進行の過程においては、従来の学

校組織構造の転換が求められてきたと考えられる。Elmoreが指摘したように、学校改革の下で現在の学校を

取り巻く環境は変容し、従来のルース・カップリング理論で説明されてきた学校の組織構造を保持すること

は困難となっている。そうした中でSpillaneとBurchは学校組織の構造を詳細に分析することによってルー

ス・カップリング理論を再検討し、制度的環境と学校がトータルに緩やかに結びついているのではないとい

うことを明らかにした。こうした点を踏まえて、アメリカの学校改革との関連でさらに検討すべき学校組織

研究の課題は以下の点が挙げられる。 

第一は、各州や学区、学校が学校改革に対応してどのように実践的に学校組織を変革させてきたのかとい

う点である。今日の学校改革の下では、各学校は組織として生徒の学力達成の結果に責任を負うことが求め

られている。このような中で、校長等のスクールリーダーや実際に教育活動を行う教職員が、学校改革の圧

力に対してどのように実践や組織の構造を組み換え、改革に対応した経営形態を構築してきたのかという点

を明らかにすることが求められよう。 

第二は、第一に挙げた点も踏まえつつ、現実の学校改革に対応してルース・カップリング理論を発展させ

る、あるいはそれに代わるものとして、どのような学校組織の構造に関する理論が構築され得るのかという

点である。既述のように、スタンダードに基づく改革による学校への圧力は、これまでの教員がそれぞれ独

立した裁量をもって実践を行うことを可能としていた状況を変革するものであるといえる。それゆえ、今日

のアメリカの学校は学力達成基準やそれと関連した経営方針・教育目標に即して教員が実践を行うことが要

請されると考えられる。これはそれまでの個々の教員が独立して教育実践を行っていた状況とは異なり、専

門職としての教員の意思と校長の意思、あるいは州政府や学区等の意思の間での緊張関係を生じさせ得るも

のである。そこで、こうした制度的環境からの影響や経営管理的意思と学校の構成員の意思を調整し、組織

的な教育実践を行い、生徒の達成に関する結果に責任を負うことのできる学校組織の枠組みを検討すること

が課題となっていると考える。 

 以上のように、スタンダードに基づく学校改革によって学校を取り巻く環境が変化する中で、ルース・カ

ップリングという理論モデルに集約されてきた従来の学校の組織構造のもつ限界性をいかに克服するかが、

アメリカ学校組織研究における課題になっていると考える。 

 

 [注] 

                                                      
１ 濱元伸彦「教育政策フォーラム オバマ政権はNCLB法をどのように変えようとしているか―米国の学校

アカウンタビリティ・システムの改革動向」（『日本教育政策学会年報 』17, 2010年）、149頁。 
２ 世取山洋介「アメリカにおける新自由主義教育改革の展開―政府間関係の変容に焦点を合わせて―」（佐貫

浩、世取山洋介編『新自由主義教育改革 その理論・実態と対抗軸』、大月書店、2008年）、188頁。 
３ 世取山、前掲「アメリカにおける新自由主義教育改革の展開―政府間関係の変容に焦点を合わせて―」、189
頁。 

４ 加藤崇英「90年代アメリカ学校組織研究の動向と課題―『教授―学習』モデルの位置づけと『学校組織デ

ザイン』―」（『学校経営研究』第26巻 115-133頁、大塚学校経営研究会、2001年）、116-117頁。 
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５ 「専門職共同体」とは、いかに「教員の信念や実践（teacher’s beliefs and practices）」に対する考え方が

形成され、またそれがどのように「生徒の学習（student learning）」に影響するか、そしてこれらを総じ

て、「学校の効果に関する諸力（overall school effectiveness）」とみなす、学校における専門職組織の特質

を現す構成概念である（加藤、前掲「90年代アメリカ学校組織研究の動向と課題―『教授―学習』モデル

の位置づけと『学校組織デザイン』―」、117頁）。 
６ 加藤、前掲「90年代アメリカ学校組織研究の動向と課題―『教授―学習』モデルの位置づけと『学校組織

デザイン』―」、118頁。 
７ 本節は特に脚注のない限り、世取山、前掲「アメリカにおける新自由主義教育改革の展開―政府間関係の

変容に焦点を合わせて―」、191-194頁に基づいている。 
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