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1. はじめに
子どもに会った時に何を話そうかとよく考えずに、
「何年生になったの？」
「学
校は楽しい？」と尋ねてしまうことはないだろうか。相手が子どもの場合、た
いていは「学校に行っている」ことを糸口として会話をスタートさせることが
できるように思ってしまう。子ども＝学校に行っている、という図式が多くの
おとなが抱く子どもイメージであり、実態は異なる場合があるにも関わらず「子
ども」に対しては、
「男性」「女性」などのカテゴリーで人を見るときに比べて、
カテゴリー内の多様性を前提として相手をよく知ろうとする努力を怠ってしま
うこともあるのではないか。おとな（場合によっては子どもも）は、漠然とし
た子どものイメージに基づき「子ども」というカテゴリーを都合によって利用
していることがあるように思う。
子どものイメージは、日常におけるおとなによる子どもへの対応を決めるの
みならず、子どもを対象とした福祉や教育の政策にも影響すると考えられる。
現実の子どもは生物学的にも社会的にも個別性をもっている。そのため、教育
を理念的にとらえている政策作成の段階では、
「子ども」という大きなカテゴ
リーで話が済んでも、政策を実施する場面になると、
「子ども」というカテゴリー
内を区分する、より小さい「～の子ども」というカテゴリーが必要となってく
る場合がある。例えば、教育政策を作成する段階では包括的に「子ども」を対
象としていても、教育を実施する際には「男子」「女子」と区分して対象とす
るといった具合である。どのようなカテゴリーが政策作成と実施の段階で必要
（はりづか・みずき

別府大学）
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とされるかは、時代によって文化によって異なる。今日では、教育を計画し実
践するにあたって、
「男子」「女子」というカテゴリーはどの場面で必要なのか、
あるいはその二つのカテゴリーでは不十分ではないのか、などの議論が成り立
つ。
筆者はこれまで、インドの初等教育普及において「多様な子どもたち」と
称されるストリートチルドレンや貧困層の子どもたちを対象とした、ノン
フォーマル教育の果たす役割について、教育を受ける子どもの視点から考察
してきた(1)。インドの教育普及過程において「子ども」を「働く子どもや貧困
層の子ども」というようにカテゴリー化し、別枠の教育を提供する論理は、誰
によりどのようなものとして提起されてきたのだろうか。本稿では、近代教育
制度が導入された時期にまでさかのぼり、英国統治期の初等教育普及過程にお
いて、教育政策を作成し実施するうえで「子ども」をカテゴリー化する際の論
理を明らかにすることを目的とする。研究の方法としては、英国統治期インド
の教育政策に関する弘中（1976）(2)、弘中 (1981) (3)、弘中（2008）(4)、牛尾(5)、赤
井 (6)、Akai (7)、Ghosh (8)、Balagopalan (9)、らの先行研究に基づき、誰を対象
にどのような教育が存在したのかという実態と、教育政策を作成し実施する際
の政策決定者の考え方を明らかにすることで、「子ども」のカテゴリー化とそ
の論理を考察する。
インドは近代教育導入以前から複数の宗教教育の流れを有し、英国統治期に
入ってからは近代教育導入以前・以降、多様な文化的・経済的背景をもつ人々
に対して、どのような教育を提供するのか、活発な議論がなされてきた。特に、
インド固有の属性とみなされているカーストは、ポルトガルの航海者が、イン
ドとその途上で目にした社会慣行に対して与えたカスタ（casta）に由来し、ヨー
ロッパとインドとの出会い、さらにその後に続いた支配と被支配の関係のなか
で構築されたものである。カーストなるものの存在が、安定した植民地支配の
維持に利用されうるとみなされると、支配を支える法・軍事・教育・官僚など
の諸制度の構築において、何らかの形で援用されていった。そのため、カース
トという概念をてがかりとする利益獲得運動や、場合によっては、統治政府が
設定した枠組みにそった自己再編運動が生起した(10)。
現在でもインドの教育統計をみると、性別、都市 / 農村、指定カースト・指
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定トライブ(11)、宗教(12)、といった複数の指標で子どもがカテゴリー化されてい
る。このことは、植民地支配の過程でインドに構築された諸制度が、独立後の
インドの教育に影響を与えたというだけではなく、今日のインドの制度をさま
ざまな形で構築し続けていることを示している。
本稿の構成は以下のとおりである。まず、現在のインドの初等教育普及の状
況を概観し、就学が困難な「多様な子どもたち」を対象としたノンフォーマル
教育が提起する「子ども」のカテゴリー化という問題について検討する。つぎに、
英国統治期インドの初等教育普及過程における教育政策の作成と実施を、どの
ような子どもたちに対してどのような教育が存在したのかという「子ども」の
カテゴリー化の視点から考察する。最後に、英国統治期インドの初等教育普及
過程にみられる「子ども」をカテゴリー化する際の論理を整理し、そこから「多
様な子どもたち」を対象としたノンフォーマル教育の制度化に対して、どのよ
うな示唆を得られるかについて考える。

2. 初等教育普及におけるノンフォーマル教育の制度化と「子ども」の
カテゴリー化
2-1.「多様な子どもたち」から「政府立学校の子どもたち」へ
インドで 2009 年に制定された「無償の義務教育に関する子どもの権利法（The
Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009、以下 RTE と略
す）」は、6-14 歳のすべての子どもに対して近隣の学校で教育を受ける権利が
定められた歴史的な法律であると言われてきた。イギリスからの独立後 1950
年に制定されたインド憲法では、国と州は憲法施行から 10 年以内に 14 歳まで
のすべての子どもに無償義務教育を提供する努力をすると定められた。しかし、
この条文は空文化し、無償の初等義務教育が明確に法的位置づけを与えられる
ためには、2002 年の第 86 次憲法改正によって、基本権に第 21 条（A）項「国
家は 6 歳から 14 歳のすべての子どもに対して無償の義務教育を提供する義務
を有する」と加えられるのを待たねばならなかった。それからさらに 7 年、憲
法制定から 60 年余りの年月を経て、「すべての子ども」を対象とした初等義務
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教育を定めた法律が実現したのである。
しかし、1970 年代半ばには、初等教育学校における未就学児と留年や中途
退学をする児童への対処、工業化への批判に立脚する社会改革の鉾先としての
意味をもち(13)、学校外の多様な子どもたちに対して、ノンフォーマル教育が発
足した。それ以降、インドの教育制度のなかにノンフォーマル教育は位置づき、
RTE 制定まで、そして実際には制定後も「学校外の子どもたち」を対象として、
政府と NGO の連携によるノンフォーマル教育が行われてきたのである。1986
年の国家教育政策では、初等教育の普遍化を重点目標としながらも、その方法
は学校の拡充のみならず、NGO 等市民社会との連携、インフォーマルな識字
教育や通信制教育の導入など柔軟なアプローチが試みられた(14)。
RTE 制定は「多様な子どもたち」のためのノンフォーマル教育を廃止し、
すべての子どもの教育を学校へと一元化したという意味では、すべての子ども
を同じ俎上にあげたというように解釈もできる。しかし、インドの文脈では「学
校」が非常にさまざまな種類の教育機関を含んでいることに注意が必要である。
独立後インドの教育制度は、ポストコロニアル国家として植民地期に形成され
た多種多様な教育の制度と実態のうえに成立してきた(15)。現在はエリート層の
みならずミドルクラスの子どもたちは私立の学校を志向するため、国内の大部
分の地域では、政府が運営する小学校はほとんどの場合、家庭が恵まれない子
どもたちによってのみ存在しているとみられている(16)。すべての子どもが学校
によって教育を受ける権利を保障された現在、ノンフォーマル教育を受けてき
た「多様な子どもたち」は、「学校に通う子どもたち」というカテゴリーに包
摂されたが、その内部では底辺である「政府立学校に通う子どもたち」という
カテゴリーに位置づくことなったという見方もできる(17)。

2-2. ノンフォーマル教育制度化の論理
さまざまな文化的・経済的状況にある「多様な子どもたち」に、学校とは別
枠の教育を提供するというインドのノンフォーマル教育の制度化は、いかなる
論理によって推進されたのであろうか。Balagopalan はこの背景に、生物学的
な年齢によって区切られた集団を「子ども」というひとつの独立したカテゴリー
とする見方の不在を指摘する。
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Balagopalan によると、ポストコロニアル国家としてのインドでは、子ども
のための活動や政策に関する組織は、3 つのそれぞれ異なるが、相互に関連の
あるベクトルに位置づけられるという。3 つのベクトルとは、ボランティア組
織の果たす中心的な役割、「発達する」子どもイメージの出現、新しい国家に
おける「児童労働」の継続的受容である(18)。
独立後のインドでは、子どもに関わる政策の分野において、国家は主導権を
取らず、ボランティア団体の活動が継続した結果、「子ども」が標準化される
ことはなかった。また、子どもの福祉は「就学前」の子どもの医療の問題とみ
なされ、その背景には主に親の貧困の問題があるとみなされた。そのため、子
どもの心身にとって害悪となる場合もある児童労働は、貧困解消の方策として、
容認され続けてきた(19)。近代以降の西洋とは異なり、ポストコロニアル国家で
あるインドは、独立した客体としての「子ども」に働きかけることに、関心を
払わなかった(20)という。
また、教育においても同じ論理が通用したという。今日の政策は、義務教育
を普及することで児童労働に終止符を打つことを試みるが、独立後の政策にお
いては、子どもの労働から学校への移行は、当然のものとして構想されなかっ
た。このことが、働く子どもたちに即した「別の形態の教育」であるノンフォー
マル教育の制度化へとつながった(21)とみている。
ノンフォーマル教育成立の背景に、フォーマル教育の限界とノンフォーマル
教育の積極的意味を指摘する見解もある。弘中は、独立以来インドの教育が質
量ともに急速な発展を遂げたことは認めつつ、ノンフォーマル教育の実施が検
討されはじめた時期のインドでは、6-14 歳の完全就学を実現していないことと、
就学している者のなかにすら、原級留置や中途退学といったウエステージの問
題があり、特に農山村、都市スラム、また指定カースト、指定部族、女子にお
いて深刻であること(22)を指摘している。さらに、ノンフォーマル教育が開始さ
れた当初のインドの教育学者の見解を検討して、フォーマル教育の限界に対す
る認識とともに、ノンフォーマル教育に対する積極的意味についても述べてい
る。まず、フォーマル教育の限界についてであるが、教育費の負担過重、民衆
の必要に基づかないこと、制度の生硬さと形式主義、受益者層の制約、制度の
保守性など(23)が指摘されていた。
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弘中は、ノンフォーマル教育が実施されて数年の当時の社会状況について、
近代化やコミュニケーション・メディアの発達に伴う生活様式の変化が、異な
る場での学びの機会の要求となり、そのことがまた、ノンフォーマル教育を要
求する基盤の拡大につながっているとみている。さらに、当時のインドには独
立運動を指揮したマハトマ・ガンディーの社会理念の影響を受け、工業社会に
対する批判意識が高揚し、その理念はフォーマル・スクールの全面廃止あるい
は改革を求めている(24)とも記している。

2-3.「子ども」のカテゴリー化の視点
ノンフォーマル教育の制度化の背景に、Balagopalan と弘中が共通に着目す
る点として、インドの子どもの労働と教育の関係がある。Balagopalan は、子
どもの労働の継続を容認する教育を、家庭やコミュニティの貧困問題への対処
として説明しているが、弘中はそれをガンディーの教育思想における子どもの
労働を教育的に価値づける見方としてとらえていた。
筆者はノンフォーマル教育を受ける子どもたちの背景や生活実態(25)、今日の
ノンフォーマル教育におけるガンディーの教育理念や実践の継承(26) について
は、既に別稿で論じたことがある。そこで、本稿では、ノンフォーマル教育の
制度化の論理に関する示唆を得ることを目的として、英国統治期における初等
教育普及過程を子どものカテゴリー化の視点から検討する。「子ども」のカテ
ゴリー化の視点とは、教育政策の作成と実施において、どのような政策がどの
ような子どもたちを対象として実施されたのかを明らかにすることで、教育を
提供する主体による「子ども」の線引きとその論理を考察する視点である。
英国統治期の初等教育普及過程に着目する理由は、20 世紀初頭の英国統治
期における初等教育拡大の取組みの時期に、子どもたちが労働力として再生産
されるのと並行して、働く子どもたちや労働者階層の子どもたちに適した学校
を、という言説が重要性を帯び始めたという Balagopalan の指摘があること、
また、弘中が明らかにしているように「手仕事を通した教育」とも呼ばれるガ
ンディーの「ベーシック・エデュケーション」は、英国統治期に近代学校教育
を批判して計画され開始されたことがある。
英国統治期において近代教育制度が成立し、初等教育普及の議論が統治政府
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とインド知識人層、キリスト教宣教師団の間に活発化した 1954 年以降を中心
に、初等教育普及の過程を「子ども」のカテゴリー化の視点によって検討する。

3. 英国統治期における近代教育導入前の初等教育普及
田辺はインドにおける諸制度は、前植民地期から植民地期そしてその後の独
立の歴史のなかで、国家と社会の関係とともに大きく変容したという。独立イ
ンドのポスト植民地状況を理解するためには、インド社会の植民地経験につい
て知る必要があり、植民地時代に何が起こったかを理解するためには、前植民
地期の姿を知ったうえで、そこから何がどのように変化したのかを見定めてお
く必要がある(27)とする。
本稿では、インドで近代教育制度が成立したとされる 1954 年の教育通達以
降の初等教育普及過程を、「子ども」のカテゴリー化の視点から考察をするが、
紙幅の都合もあり、近代以前のインドの教育普及(28)、そして英国統治期におけ
る近代教育導入前の初等教育普及については、詳細に検討することはしない。
しかし、近代教育導入までのインドの教育のあり様と教育普及政策について理
解しておくことが、近代教育導入以降の英国統治期における教育普及過程を理
解するうえで必要であるため、近代教育制度が成立するまでの教育普及の状況
を以下に概観する。

3-1. 統治政府による近代教育制度導入前の基礎教育普及
1947 年に独立をするまで 200 年以上の間、インドはイギリスの植民地統治
下にあった。その間に、インドには近代教育制度が導入されたが、それ以前か
らインドには柔軟で大衆的なそれぞれの地域特有の初等教育が普及していた。
しかし、これらの教育は英国によるインド支配の領土拡大の期間に衰退して
いった(29)。
イギリスのインド進出は、1600 年にエリザベス女王の特許を得て設立され
た東インド会社が、インドとの交易に必要な商業基地をその海岸地帯に獲得し
たことに始まった。徐々に領土を拡大した東インド会社は、1765 年にはムガー
ル皇帝よりベンガル、ビハール、オリッサの一部を含む広範な地帯の徴税権
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（Diwani）を認められて、インドの直接的植民地化が開始された。
イギリス東インド会社による支配がはじまった当初、インドの初等教育は、
村の中のパートシャーラー（Pathsalas）でグル（Gurus）が、マクタブ（Maktabs）
でマウルヴィー（Maulavis）が地元の少年たちに対して、読み書き算の知識
を授けていた。学校は学費を取らずに、人々の善意に依っていた。これらの学
校での指導は地域の言語でなされていた。上流階級の人々は子どもたちをこれ
らの学校には通わせずに、家で教育することを好み、また女子教育のための学
校がなかったため、地主（Zamindars）は娘たちを家で教育する場合が多かっ
た(30)。

3-2. 統治政府による近代教育制度導入に関する政策議論
18 世紀末から 19 世紀中葉にかけて、イギリスの対インド政策の決定に強い
影響を与えた思想潮流としては、功利主義と福音主義とがある。実際、ジェー
ムズ・ミル、スチュアート・ミル父子とも、ロンドンのインド館に務めていた
ことがあり、両者はインドを遅れた社会とみなし、その習慣や価値観や思考法
をヨーロッパ流にかえなくてはならないと考えていた(31)。こうした思想的背景
と、英国統治を少ない抵抗をもって受け入れるインドの社会的条件を作り上げ
ていくという現実的要請に基づいて、19 世紀にはいると社会改良事業への着
手がなされたが、なかでも重視されたのが英語教育の実施であった(32)。
1833 年のイギリス東インド会社の特許状法の改訂により、ベンガル州の他
州に対する優位が確定し、インド総督が英領インドすべての支配権を掌握した。
1834 年にインドに着任し、初代総督ベンティンク（1828-1835 年）により、公
教育委員会の委員長に任命されたマコーレーは、1835 年に総督に提出した英
語教育推進の覚書のなかで、「我々と数百万人もの統治される人々の間で通訳
者となる、血と皮膚の色はインド人であるが、趣味や考えや精神や知性の点で
はイギリス人であるような階層の人々を形成するために今、最善を尽くさねば
ならない」と述べている(33)。また、マコーレーの覚書は、統治政府の限られた
資力によっては一般大衆の教育は不可能であるとした(34)。
この時期の東インド会社による教育政策は、統治上の人材獲得を主要な狙い
として、高等教育に主たる関心を置き、初等教育への関心は希薄であったが、
30

（針塚瑞樹）
インドの初等教育普及過程にみる「子ども」の複数性
―英国統治期インドの教育政策の検討を中心として―

英学教育政策の確定によりこの趨勢が一段と高じることとなった(35)。その一方
で、統治政府は、宣教師ウイリアム・アダムに、ベンガル、ビハール、オリッ
サにおける伝統的な初等教育を調査するように任命した。アダムは報告書にお
いて、伝統的なヴィレッジ・スクールを改良し拡大するという計画を提出した
が、費用がかかり過ぎることや、上流階層やミドルクラス層から次第に大衆に
教育を普及するという濾過理論（Filtration Theory）に反するものであること
を理由に政府によって却下された(36)。

4. 英国統治期における近代教育導入後の初等教育普及における「子ど
も」
19 世紀の半ばまでのインドの教育においては、マコーレーによる「濾過理論」
が英国の基本的な戦略であった。また、同時期までには、東インド会社の統治
や教育政策に対し批判が生じ、インド人自身による教育活動が始まった(37)。
1854 年までは、初等教育に関する統治政府による統一的政策はなく、州によっ
て政府が直接初等学校を経営する、あるいはキリスト教ミッショナリーの手に
ゆだねる、あるいはパートシャーラーやマクタブのような伝統的初等教育機関
に依存することによって教育が行われてきた(38)。

4-1. 1854 年教育通達と近代教育制度の導入
ダルハウジがインド総督として行政を行っていた 1848-1856 年の間に近代教
育制度が成立した。初等から高等に至る総合的な近代教育制度をうたった
1854 年のウッドの教育通達は、ダルハウジの前任者たちや彼自身によって前
年までになされた、教育におけるさまざまな試行錯誤から生まれた制度を基盤
としていた(39)。
この通達の注目すべき特徴とされ、本稿の「子ども」のカテゴリー化の視点
からみて興味深いのは、この通達が、それまでベンガルなどでとられてきた濾
過理論にもとづく政策をはっきり変え、大衆の教育を重視した(40)とみなされて
いる点である。しかし、この通達が実質的に大衆の教育を重視したのかについ
ては、疑問視する見解もある。牛尾は、通達によって、イギリス東インド会社
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のインドに対する教育政策は、それまでの濾過理論政策から大衆教育重視政策
へと転換したという意味で画期的であったかもしれないが、それによって一度
に教育政策が大衆教育重視に転換したのではなく、インド民衆全体を考慮に入
れて教育政策が保障されていくのは、もっと後になってからではないかとみて、
(41)
1850 年代後半の不可触民階級の子どもの公立学校入学問題（ダルワール事件）

を考察している。
ダルワール事件とは、不可触民階級の少年の父親が、地元の公立学校へ入学
を申し込んだところ、カーストのみを理由として入学を断られ、それをボンベ
イ政府に陳情したが、政府はこれを却下したという事件である。当時の総督キャ
ニングは、政府の対応を賢明なものと考え、公立学校はすべての階層の子ども
に開かれているという建て前を報告するように求めたという。さらにこの事件
には続きがあり、政府が 1857 年に東インド会社の理事会に行った報告には、
公立の教育機関がすべての階層に開かれているという原則を確認しつつも、そ
の原則があることで、バラモン階級の学生などの退学が考えられる場合には、
別建ての学校を設立することが但し書きで認められていた(42)。
教育通達が出された後も、統治政府の教育政策は教育通達の方針に背き、大
衆の教育、とくに初等教育の振興を気にかけていないとして、キリスト協会に
非難されている。このことに対して、「1882-83 年教育諮問委員会」(43)が調査を
任命された。委員会の報告書には 9 つの項目があり、そのなかの「特別の扱い
を要する階級」の項目には、地方政府は藩王および貴族の子弟のため、特別の
カレッジまたはスクールを設立し、イスラム教徒に特別な支持を与え、また政
府立のカレッジまたはスクールが、カーストの理由で入学を拒むことがないこ
とと、低カーストの子どものための、特別の学校または学級を設立することが
力説されていた(44)。
赤井は、1954 年の教育通達と、それに続く教育政策の実施が、大衆のため
の教育の展開にどのように影響したのかについて、近代的な学校制度が導入さ
れたものの、それによりインドの伝統的教育機関はさらに衰退し、政府職員と
なる人材の育成を基本的な目的とした教育と学校への統制は、大衆のための教
育の展開を困難にする矛盾をはらむものだった(45)とみている。
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4-2. 植民政策における教育の重点化
20 世紀のインドの教育の特徴は、一つには、統治政府が植民政策の中で教
育を重視し、積極的な役割を取り始めたこと、二つには、インド人の側でも教
育が重要な関心事となり積極的に取り組まれだしたことであった(46)。20 世紀
初頭にはすでに、ゴパール・クリシュナ・ゴーカレ（1866-1915）を中心とす
る義務教育の要求と国民教育運動という二つの民族的観点に立つ教育的主張の
大きな流れがあった(47)。国民教育運動は、大きく前・後期に区分し得る。前期
は 20 世紀初頭に進展する民族運動と連携し、第一次世界大戦を挟み 1920 年に
新段階を迎えるまでの間における、義務教育の実現や科学技術教育の拡大等を
始めとした近代教育制度の充足の要求ともうけとめられる運動であり、後期は
1920 年以降インドが独立する 1947 年までの間における、マハートマー・ガン
ディー (1869-1948) 指導下の民族運動と一体になって、近代教育制度の全面的
拒否並びに国民教育制度の樹立を志向する、一大教育運動の全国的展開に特色
づけられる(48)。
1899 年から 1905 年まで、インド総督であったカーゾンは、中央政府による
教育の重視と積極的役割を導いた。カーゾンが教育を重視した背景には、統治
政府にとってのインド社会の危機的状況があった。彼が赴任した時のインドは、
農業危機の進行、飢饉、農民暴動の頻発、紡績業、農園企業等の労働者の間の
ストライキなど混乱状態であった。
カーゾンは高等教育を最も重視したが、初等教育にも関心を払い、農業社会
であるインドにおいて、農民の要求に基づいて教育制度を改革することや、教
員によき人物を得るために教員給与の改訂などをはかった(50)。カーゾンら統治
政府の認識は、英国支配者に対して批判精神をもつインド知識人層とは異なり、
無知であるがゆえにインド知識人層に従ってしまう大衆に対しては、その要求
に基づいて教育制度を整え、事態の沈静化をはかりたいというものであった。
カーゾンによる初等教育拡大の取組みは、既存の学校が有したネットワークや
慣習からの移行を促進した。伝統的な学校を国家の管理下におき、英語教育の
重視に代わる地域言語の教授言語としての採用、「科学的な」教授技術の活用
の促進がなされた(51)。しかし、この教育改革は、インド人の厳しい批判を呼び、
ゴーカレを中心とする民族主義者たちは、教育の質的改革よりも量的拡張の方
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が、インドにとって一層重要であると主張した(52)。

4-3. 労働のための教育
カーゾンの時代の教育改革において、農民らの子どもの親たちの求める教
育を、統治政府やインド知識人層はどのようにとらえていたのであろうか。
Balagopalan は、20 世紀初頭の学校が近代的な植民地の装置として、工場労働
をする子どもたちや労働者階層の人々の子どもたちが労働について学習するこ
とを、当然のこととみなすように展開した様子を考察している。
Balagopalan は、統治政府による近代教育は、学校に通うネイティブの子ど
もたちの将来が、その親たちが望むものと大差ない範囲に収まるようにすると
いう言い方によって、差別的な教育を守ろうとした(53)とみている。具体的には、
そのことは調査報告書において、ネイティブの親たちが、子どもの教育よりも
手仕事を優先することを強調することによって示された。事の起こりは、1905
年に英国議会において、お茶のプランテーションオーナーは、契約労働者を使
用して得た収益を、子どものための学校建設に有効に活用しているのかという
疑問が出され、統治政府が W.M. ケネディに、学校の状態を調査するよう命じ
たことによる(54)。ケネディの調査は、親たちは子どもの賃金労働を最優先し学
校に行かせることを歓迎しないこと、また、そのためにプランテーションのオー
ナーも学校を設立することに消極的であることを示した(55)。
Balagopalan は、ネイティブの労働者である親たちが、子どもの学校での教
育に消極的であったという統治政府による調査報告は、統治政府によるネイ
ティブの人々に対する無知、無気力といったイメージと、また、これらの人々
が自分の子どもに手仕事をしてほしいと考えているというイメージがあったた
めの、不誠実な断言である(56)とみている。統治政府は「働く子どもたちや労働
者階級の子どもたち」を、「学校に通うことが親によって歓迎されない子ども
たち」とみなし、学校ではなく働く子どもたちに即した教育が、ネイティブの
人たちによって求められているという論理を成立させたといえる。
また、この時期、公的領域において主要な役割を担うようになったインド知
識人層の間でも、低カーストの子どもたちのための教育を別にする考え方が存
在したことが、20 世紀初頭の義務教育要求の取組みの事例に示されている。
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インドで初めて義務教育を施行したのはバロダ藩王国であった。1983 年、
一部の地域に義務教育制度は試験的に導入され、12 年間の試験的実施の後、
1906 年に藩王国全体に適用された。20 世紀に入ってからの義務教育への要求
の高まりは、この成功例に刺激された(57)といわれる。義務教育運動を最も力強
く推進したのは、総督下の立法参事会員のゴパール・クリシュナ・ゴーカレで
あった。ゴーカレは、1911 年に同参事会に義務教育法案を提出したが成立し
なかった(58)。
法案に反対したのは保守的なネイティブの知識人層の委員たちであり、その
なかに、ロクマンヤ・ティラク（1856-1920）が含まれていた(59)。彼が考えるに、
農民やカーストの低い子どもたちにとって義務教育は「不適切で、無益でまっ
たく危険」であり、そのために公金を使用することに反対であった(60)。一方の
ゴーカレを支持する社会改革者たちにとって、間もなく新しい国家を構成する
ようになる大衆の非識字は、国家に困難をもたらすものであった。しかし、義
務教育を通じて識字を授ける以上に、学校の教育の質について構想があるわけ
ではなかった(61)。
Balagopalan は、ティラクが 1911 年の義務教育法案を打ち負かしたように、
民族主義者たちは低いカーストの子どもたちの将来を、カーストによって媒介
されたものとして再生産し続けたとみている。近代的な学校は、生物学的な年
齢と学校で勉強することをリベラルに縫合することを通して、普通は機会の均
質化を約束したが、英国統治下インドでは、学校は既存のカーストのヒエラル
キーに組み込まれた(62)のである。20 世紀前半の教育普及過程においては、統
治政府側の論理においても、ネイティブの知識人層の論理においても、低カー
ストの子どもたち、働く子どもたち、労働者階級の子どもたちは、文化的に近
代教育に適合しないとみなされ、別立ての教育を提供されることが妥当である
と考えられていた。

4-4. 手仕事を通した教育
1915 年に世を去ったゴーカレの意志を継承し、「ボンベイ立法参事会」員の
パテルが、1917 年、同参事会に義務教育法を上程し通過させた。法案通過の
背景には、第一次世界大戦によるインド人の民族意識の高揚と、それに対し統
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治政府が譲歩したことがある。パテルの義務教育法案はゴーカレの法案に基づ
いているが、重要な違いが二つあった。まず、農村にも義務教育を適用すると
したゴーカレの法案が批判されたことを受けて、パテルの法案では適用範囲を
都市に限ったこと、次に、ゴーカレの法案が義務教育費の三分の二を政府の負
担にゆだねることを主張し、政府の側に抵抗されたため、費用負担を政府の自
由裁量に委ねるとしたことである(63)。
通過した義務教育法は、適用範囲を都市に限定することで、「都市の子ども
たち」と「農村の子どもたち」を区別し、後者をその対象としなかった。同時
期に、近代教育制度を批判し、農民のための教育の思想と実践を広めたのがガ
ンディーである。ガンディーの教育はさまざまな論争をよびつつも、独立前の
国民教育運動においても、また、独立後の第二次五ケ年計画の時までの初等教
育政策としても、インドの教育の中心に位置づけられた。
義務教育法案が通過する 2 年前の 1915 年、ガンディーはおよそ 21 年に及ぶ
南アフリカにおける弁護士活動に区切りをつけ、インドに帰国した。帰国の途
中、ガンディーはイギリス訪問中のゴーカレと会い、その際に公の問題に関与
することを一切控え、各地を巡歴し、見分を広めることに努めるようアドバイ
スされ、その通りにした(64)という。
1937 年に「1935 年インド統治法」が施行され、教育を含む内政事項の多くが、
財政権とともに州政府に移管した。同年総選挙で圧勝した国民会議派が七州で
内閣を実現させたことにより、同党は初めて自らの手で教育政策を立案する権
限を得た。無料の普通義務教育を導入すべきだという世論の高まりがあるにも
関わらず、予算の問題を抱えていた国民会議派は、ガンディーが 1937 年の国
民教育会議で提案した「ベーシック・エデュケーション」に着目した。会議で
は次の四項の決議が採択された。① 7 年の無償義務教育、②母国語による教育、
③児童を取り巻く環境を考慮し選んだ手仕事をコア―とする教育、④手仕事の
実施で生じる利益による教員給与の支払い(65)、である。
ガンディーの教育は、第一に農村の子どもたちや識字のない成人を対象とし
て計画されていた。想定されていたのは、主に貧しい人々の子どもたち、親の
労働を助けて一緒に働く子どもたちであって、英語教育を志向するような都市
のミドルクラス以上に属する子どもたちではなかった。ガンディーはインドの
36

（針塚瑞樹）
インドの初等教育普及過程にみる「子ども」の複数性
―英国統治期インドの教育政策の検討を中心として―

現状にあった教育内容や方法を吟味した上で「生産的な手仕事」を教育に導入
し、学校の自給の支援や、子どもたちが学校で身に着けた技術を生かせる職業
への雇用保障を国の役割(66) と考えた。近代教育制度を批判したガンディーに
とって、地域的特性によって教育内容が決定されること、教育が万人に機会の
均質化をもたらすものではないこと、子ども期に学習する知識や技術が、その
まま有効であるような一定の範囲内で子どもの将来が想定されることは問題で
はなかったといえる。そもそも「人は誰もが自らの職業で生計を立てる権利を
有する。それ故に、法律家も床屋(67)もその職業においては相等しい(68)」と考え
たガンディーにとって、官吏になるための官立の学校教育に比べて、職人にな
るための「手仕事を通した教育」が劣るということはなかった。

5. おわりに
本稿では、インドの英国統治期における初等教育普及過程を、「子ども」の
カテゴリー化の視点から考察を行ってきた。この考察を通して明らかになった
ことから、今日のインドのノンフォーマル教育の制度化について考える際の示
唆点を整理する。
19 世紀半ばまでの英国統治期においては、統治政府が濾過理論による教育
政策を進め、初等教育を軽視したことにより、キリスト教宣教師団、インド知
識人層、という多様な主体が、働く子ども、低カーストの子ども、不可触民の
子ども、女子児童など、それぞれターゲットとするカテゴリーの子どもを対象
とした教育を提供していた。1854 年の教育通達以降、近代教育制度が導入され、
大衆への教育が統治政府の責任となってからも、基本的に政府職員育成のため
の高等教育重視の路線に大きな変更はなく、初等教育普及の大衆への拡大は実
現しなかった。
そうしたなか、働く子どもや低カースト層の子どもを教育の対象に含めた、
義務教育要求運動の過程では、こうした子どもたちへのフルタイムの学校を不
要とする論理がみられた。統治政府には「子どもの経済力を期待する子どもの
親のため」といった主張があり、義務教育に反対するインド知識人層には、
「働
く子どもが労働と教育を両立させるため」という主張がみられた。インド知識
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人たちによって要求された、すべての子どものための義務教育法は、同じくイ
ンド知識人たちの抵抗にあい、教育は子どもの現在の生活の文脈と不可分のも
のとして構想され、実践された。教育権が州政府のインド人大臣の下に移行し、
全州で義務教育法が成立してからも、大衆への教育普及は課題であり続け、こ
の課題に応えるためガンディーの「ベーシック・エデュケーション」が計画・
実施された。「ベーシック・エデュケーション」は農村のための教育であり、
子どもが農村の家族や共同体の一員として教育されることに、積極的な意味を
認めていた。
英国統治期インドの初等教育普及過程においては、「働く子ども」や「不可
触民の子ども」のように「子ども」をカテゴリー化し、カテゴリーに応じた別
個の教育を容認する論理が存在した。カテゴリーによって異なる教育は、低カー
ストの子どもの就学が、高カーストの子どもの就学を阻害する可能性があるこ
とや、働く子どもの生活の文脈に教育が即していることを重視することによっ
て正当化されていた。この正当化の論理は、カーストによる差別や子どもの親
の貧困の問題を容認するものとして機能しうる。独立後、学校に通うことので
きない「多様な子どもたち」のためのノンフォーマル教育が、子どもたちの多
様な生活実態に即した教育の必要性を理由として展開されてきたことについて
も、複数ある「子ども」イメージにしたがって、別個の教育の存在を当然視す
ることが背景にあるのではないだろうか。
さらに、子どもを生活の文脈から切り離す近代教育を批判しガンディーが提
唱した「ベーシック・エデュケーション」の問題提起があった。田辺は、イン
ドには地位と権力といった側面を補完し相対化する、存在の平等性という価値
が、間人格的で具体的な社会関係のなかで、他者という存在への尊重と配慮の
倫理的基盤を提供してきた(69)という。ガンディーの提唱する、共同体の一員と
してのアイデンティティ形成と不可分な手仕事を通した教育は、家族やコミュ
ニティと切り離された一個人としての「子ども」に均質な機会を提供する近代
的な学校教育へと「子ども」を一元化する制度を、相対化する視点を提供して
いる。近代教育制度を唯一無二の教育形態とせず、オルタナティブとして子ど
もの生活の文脈のなかの教育を認める考え方は、ノンフォーマル教育の理念に
通底するものである。
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本稿では、インドの初等教育普及過程における「子ども」のカテゴリー化と
その論理について考察を行ったが、統治政府や州政府の政策を主とし、「働く
子ども」
「低カーストの子ども」といった「子ども」のなかでも一部のカテゴリー
に焦点をあてたものとなった。数多ある宣教師団やその他ネイティブのインド
人が行った教育におけるカテゴリー化について、また、女子や障がいをもつ子
どもなど、さまざまなカテゴリー化の論理については、扱うことができなかっ
た。これらについては、今後の課題とする。
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