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1 はじめに

日本の公文書で最初に「社会開発」という言葉が用いられたのは，厚生大臣の諮問機関・人

口問題審議会から出された「人口資質向上対策に関する決議」（1962年7月）である1）。

本決議でsocialdevelopmentの訳語として社会開発が充てられたことを契機として，国連

に由来する社会開発概念の再生産が繰り返されることになった。その現象を踏まえて本稿では，
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1） この決議は，当初の予定から大幅に遅れて発表された。それは人口資質の解釈をめぐる難しさによ

るものであった。1956年（当時，人口問題審議会会長代理兼人口問題審議会第二部会委員長）の永井

はいう。「（人口問題審議会第二部会で検討する資料の案の作成を担っていた財団法人人口問題研究会

人口対策委員会―引用者）第二特別委員会の方ではいわゆる人口の質的向上でありまするが，これは

また範囲がむずかしいのであります。遺伝のことはもとよりでありますが，一般に身体の健康上のこ

と―いかに死亡率が下がっても病人が多い，健康がその割合に増進しておらなければいたし方ないの

でありまするから，それらの問題も扱う必要がありますし，あるいは見方によりますると広く心的の

健康の問題，つまり心身ともに健康な人口を養わなければ，いかに数量の調節をいたしましても仕方

がないのでありまするから，結局今までの模様では，（人口対策委員会第二特別委員会の―引用者）

寺尾委員長の御意見もありまして，近年人口の構成が一変してきた。性的にも年齢別にも，また出生

率，死亡率も非常に変わってきた。それが人口の質にどういう影響を及ぼしてきたのであろうか。そ

ういう方面から議事を進めようということに大体方向は進んでおります。（…中略－引用者…はっき

りは申し上げられませんが，3，4月か4，5月ごろには結論が出るのではないかと思っております。」

（「人口問題審議会第七回総会（1956年1月26日）議事速記録」（国立社会保障・人口問題研究所所蔵）」，

5 6頁）。1月の時点で1956年の春にはまとまると思われていたものが，1962年の夏にまとまったと

いうことになる。



1960年代を「社会開発の時代」と呼ぶ（図表1，参照）。社会政策や社会保障の範囲を越える

概念という点が強調された社会開発は，後述するように社会政策や社会保障，社会福祉とは異

なる次元の「福祉」論の系統を生み出すことになった。

佐藤栄作内閣成立（1964年11月）あたりからは，社会開発が政治的にクローズアップされ

ることになった。それは，「人間性の尊重が忘れ去られている」「人間性の回復が急務」といっ

て池田勇人内閣の所得倍増計画を批判する立場をとった佐藤政権が，社会開発を戦略的に用い

たからである。このジャーナリズムを賑わした社会開発戦略に対する評価は，総じて否定的な

ものである2）。

「人口資質向上対策に関する決議」を起点とする「福祉」論の動向は，このキャッチフレー

ズ化した社会開発戦略とは性格を異にする。そしてその「福祉」論が1960年代を通じて胎動

しはじめたことは，日本における社会政策論の史的展開という観点からみれば重大である。な

ぜなら，1970年代には総合社会政策論へと展開をみるこの「福祉」論は，直接的ではないに

せよ社会政策＝労働政策へと収斂をみていた当時の学会の主流に対する問題提起の役割を果た

したからである。人口資質の向上という関心を背負って台頭した社会開発論は，1960年代を

通じて幅広い生活保障論や企業の社会的責任論などの文脈で再生産され，そうした動向が社会

政策の対象の広がりや社会政策の概念規定の見直しにつながったと考えられる。

こうした問題意識に基づいて，本稿の課題は行政主導でもたらされた「福祉」論の原点とも

いうべき社会開発論の形成と展開を明らかにすることである。当時その社会開発に関する調査

研究の一大拠点となったのが，1965年1月に創設された特殊法人社会保障研究所（以下，社

会保障研究所）である。社会政策＝労働政策の問い直しにつながった「福祉」論者を具体的に

挙げるならば，この研究所の創設に尽力した舘稔（たち・みのる；1906－1972；当時，厚生省
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2） 一例として，村井良太「「社会開発」 論と政党システムの変容－佐藤政権と七〇年安保－」『駒澤

大學法學部研究紀要』71，2013年，がある。

図表1 戦後日本における人口問題の展開

＊各時期区分における（合計特殊）出生率・高齢化率は，それぞれ1950，1960，1970，1980，

1990年のもので代表させた。

（筆者作成。）



人口問題研究所長）3）の依頼で本研究所の創設当初からの参与に就任した福武直（ふくたけ・

ただし；1917－1989；1965年当時，東京大学教授）とその関係者で研究所創設当初からの非

常勤研究員に就任した青井和夫（あおい・かずお；1920－2011；当時，東京大学助教授）と松

原治郎（まつばら・はるお；1930－1984；当時，東京学芸大学助教授）及び創設当初からの常

勤研究員に就任した三浦文夫（みうら・ふみお；1928－2015）ら，いわば福武グループである

（図表2，参照）4）。
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3） 舘は，1953年に人口問題審議会の幹事（のち，専門委員），1955年に経済審議会専門委員（のち，

臨時委員），1959年に社会保障制度審議会幹事に任命されており，これらの審議会それぞれから浮上

していた経済開発優位を疑問視する見方を見渡せる立場にいた。その舘が尽力した1965年の特殊法

人社会保障研究所の創設は，人口と社会保障が交差した社会開発の時代を象徴する出来事とみなして

もよいだろう。

4） 肩書きは，社会保障研究所『社会保障研究所の概要』1965年，に従った。

図表2 社会保障研究所役職員名簿（1965.5.1時点）



彼らは，舘の問題意識を引き受けて地域開発における住民不在を明らかにした実態調査に精

力的に取り組むとともに，キャッチフレーズ的に社会開発が語られても，その実は経済開発に

偏ったままの政治的動向に対して批判を投げかけ続けた。彼らに限らず，当時の社会保障研究

所長・山田雄三（やまだ・ゆうぞう；1902－1996）も政府の社会開発戦略批判を展開するなど，

社会保障研究所のプロジェクトが生み出した社会開発論は社会開発の本質について議論を深め

ようとするものであった5）。

この1960年代における社会開発の本質論の形成と展開が生んだ「福祉」論の系統を描き出

すべく，2節では社会開発論の形成と展開に焦点を当てる。その上で，3節では人口資質の向

上という観点から社会開発概念の再生産を試みた大原聰一郎（おおはら・そういちろう；1909－

1968）と福武グループの松原治郎の議論に焦点を当てる。

2 社会開発論と社会開発戦略

社会開発の発想は，国連のsocialdevelopmentに由来する。社会開発という訳語を与え，

積極的に行政のなかに取り入れた中心人物は，1962年当時の厚生大臣官房審議官・伊部英男

と厚生省人口問題研究所所長・舘稔である。

社会開発の導入に結実した当時の厚生大臣官房企画室の問題意識は，『厚生白書』昭和33年

度版（1958年）で提示されている。本書の序は，「いつてみれば本書編さんを担当した厚生大

臣官房企画室の得た結論のようなもの」6）と断った上で，「社会保障は，本来，人間投資と所

経済学雑誌 第117巻 第3号222

（社会保障研究所『社会保障研究所の概要』1965年，から引用。）

5） 詳しくは，山田雄三『社会保障研究序説』東京大学出版会，1968年，の「第3章 社会保障と社会

開発」を参照されたい。

6） 厚生省大臣官房企画室「序－この白書が訴えているもの－」『厚生白書（昭和33年度版）』，1958年

（＝http://www.mhlw.go.jp/toukei_hakusho/hakusho/kousei/1958/dl/02.pdf）。



得再配分の両面機能を持つものである。従来，ともすれば経済政策に対する第二次的政策とし

て考えられがちであつたが，転換期的段階に臨んでいる人口問題と，特殊段階ともいうべき状

態に移行してきた日本の経済情勢下においては，社会保障の役割は先に述べた経済政策を推進

させるうえに欠くことのできない一つの重要な要素でさえあるといつても過言ではないであろ

う」7）としている。

ここに言われる人口問題の転換期的段階と経済情勢の特殊段階という認識に応じて，人口問

題審議会は「人口資質向上対策に関する決議」（1962年7月），続いて「「地域開発に関し，人

口問題の見地から特に留意すべき事項」についての意見」（1963年8月）と題する文書を発表

した。この決議と意見書で提起された社会開発，とりわけ経済開発の過程で顕在化した地域格

差の解消につながるような社会開発のあり方について議論するために組織されたのが，厚生科

学研究班地域開発研究会（会長：斉藤潔（国立公衆衛生院長），事務局：厚生省環境衛生局環

境衛生課）である（図表3，参照）。
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7） 同上。

図表3 地域開発研究会名簿



当会は1962年度厚生科学研究要望課題「新産業都市における生活環境の造成に関する研究」

と1963年度厚生科学研究要望課題「地域開発における社会開発の策定に関する研究」に取り

組んだ。研究会のメンバーとして，1963年度の課題で新たに取り入れられた社会開発の本質

論を展開した第一の人物は舘稔であった。「地域開発における社会開発の策定に関する研究」

の研究報告書収録の「“社会開発”の概念について」で展開されている舘の社会開発論は，

「先進国においても低開発国においても，問題は経済開発に対する“社会政策”や“社会保障”

の範囲を越えた社会開発の均衡のとれた発達にある。すなわち，国民の福祉の向上を図り，福

祉国家の理想に接近するためには，経済開発だけでは不十分であって，経済開発と均衡のとれ

た社会開発がぜひとも必要であるという認識が，時代の問題意識である」8）とする立場から，

明確な定義を与えていない国連のsocialdevelopmentの概念を整理し，人口問題の見地から

社会開発の再定義に取り組んだものである。

舘によれば，1950年代に国連事務局および専門機関がsocialdevelopmentに関する多くの

資料を作成した。それらのなかでは，economicandsocialdevelopmentというように開発の

内容について経済的な開発と社会的な開発の両面があることが強調された。1960年代に至る

経済学雑誌 第117巻 第3号224

（厚生省大臣官房企画室『地域開発における社会開発の策定に関する研究』（厚生科学研究報告），1

965年，4 5頁，をもとに作成。）

8） 厚生省大臣官房企画室『地域開発における社会開発の策定に関する研究』（厚生科学研究報告），

1965年，34頁。



と，balancedeconomicandsocialdevelopmentというように経済開発と社会開発の均衡が強

調されるようになった。

舘はこの展開を消極的から積極的へ，治療的から予防的へという表現を用いて解説し，「保

健，教育，住宅，労働，社会保障等の進歩向上がなければ，国民の福祉の向上はできないし，

また，経済発展もできない」9）こと，「社会開発の概念において予防面が強調されることは，

社会開発が，例えば，貧困階層とか老年層とか，社会の特定の階層だけではなしに，全国民，

あるいは，全人口を包摂することが重要となってくる。この意味で，社会開発は，全国民的，

あるいは全人口的であるということができる」10）と説いた。

消極的から積極的へ，治療的から予防的への転換を象徴する概念として社会開発を持ち込ん

だ舘は，「社会開発の概念は，既成の“社会政策”，“社会保障”等の概念とは異なったニュー

アンスをもち，積極的側面がいっそう強調され，範囲もはるかに大きなものということができ

る」11）と述べて，社会開発が社会政策や社会保障を包みこむ概念であることを強調した。その

上で，日本における社会開発の要請は地域開発に関連して強調されるに至ったことを指摘し，

先にも触れた人口問題審議会の意見書「「地域開発に関し，人口問題の見地から特に留意すべ

き事項」について意見」（1963年8月）の前提となっている人口動向の認識は人口大都市集中

の激流と人口革命による年齢構造の激変であると述べた。

本稿のむすびで，舘は社会開発と地域開発についての私見として以下の8つの点に言及した。

1 理論的にも実践的にも最も困難な問題は経済開発と社会開発，したがって経済開発計画

と社会開発計画とをいかに区別するかというのが困難な問題の1つである。

2 経済的価値と社会的価値を共通の尺度で計量することはできないから，「均衡のとれた」

ということを定義するのは難しい。

3 経済的要因と社会的要因との相互関係に関する研究は世界的にも不十分であるが，日本

におけるその研究は立ち遅れている。

4 各地域開発計画において経済開発計画と社会開発計画の均衡が保たれなければならない

一方で，国の社会開発計画が単にそれを合計したものであってはならない。

5 西ヨーロッパ，北アメリカ，オーストラリア，ニュージーランドの自由経済国家群の社

会開発は総合的な長期社会開発計画の確立と実施を必ずしも強調していないが，これら

の国はすでに高い段階に発展している。それに対して，日本の社会資源の蓄積は貧弱で

ある。
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9） 同上書，35頁。

10） 同上。

11） 同上。



6 極端にいえば地域社会の崩壊現象が至るところに見られる日本では，地域社会の開発は

重要な意味をもつものといえる。

7 基本的には①経済的要因と社会的要因との相互関係に関する研究，②地域経済的理論に

対する地域社会的理論の立ち遅れを取り戻すための研究の促進，③ことに地域経済的理

論と地域社会的理論との総合の研究，④地域分析，ことに地方自治体の行政区画を離れ

た実態地域の構成と分析，計量的研究としての“総合生活指標”の研究の推進，⑤社会

開発計画および地域開発計画に関する計量的実験的研究に基づく計量基準の確立が必要

である12）。

8 福祉国家論争に端を発した近代人口問題は，長らく，経済問題として，経済開発と人口

との関係が強調されてきたが，今後，人口問題，ことに日本の人口問題は，むしろ社会

開発と人口との関係に関する問題として展開するであろう。

この舘が提起した社会開発と地域開発をめぐる論点の掘り下げを引き受けたのが，1965年

1月に社会開発のための研究所として創設された社会保障研究所であった。社会保障研究所の

関係者は社会開発の本質について議論を深めるための調査研究に着手した。舘が提示した先の

論点に従ってG.ミュルダールの価値判断をめぐる議論の紹介や地域調査，社会指標の研究な

どが進められた。それは，研究所が創設されて間もなくの1965年2月に佐藤栄作首相の諮問

機関として設けられた社会開発懇談会が数回の会合を経て発表した7月の中間報告と12月の

最終報告が細かい提言の羅列に終わったのとは対照的な動向であった。1960年代半ばからの

社会開発をめぐる日本的動向は，人口問題審議会の「人口資質向上対策に関する決議」（1962

年7月）を原点とする行政主導でもたらされた社会開発論の系統と佐藤内閣成立以降の政治的

な社会開発戦略が二重構造をなす状況が生じていたのである。

社会保障研究所の初代所長・山田雄三，創設当初のからの参与・福武直とその関係者として

研究所の役職に就いた青井和夫，松原治郎，三浦文夫らは，研究所の機関誌『季刊社会保障研

究』などを通じて内容を伴わない社会開発戦略を激しく批判した。1967年から1973年にかけ

ては『季刊社会保障研究』の別冊（図表4，参照）が発刊されているが，そこでは「社会開発」，

「地域開発と社会保障」，また「地域計画と社会保障」といった特集が組まれるなど社会開発に

関する研究成果が精力的に発表された。第 19号に「地域開発と社会保障」を執筆した福武は

「地域開発における社会開発の欠如」を説き，第19号に「地域開発論」を執筆した松原は「開

発方式における生活の論理の欠如」を説き，第 24号に「社会開発の再考」を執筆した青井和

夫は，「経済開発の残したヒズミやアンバランスの尻ぬぐいをするのがやっとというありさま

である社会開発の再考」を説いた。

経済学雑誌 第117巻 第3号226

12） 同上書，3739頁，の内容を要約した。



別冊の最終号が発刊された頃には，社会保障研究所内の社会開発論は終息をみる。管見の限

り，福武が1971年12月発刊の『季刊社会保障研究』第7巻第3号（No.32）の巻頭言に「社

会開発の復権」と題する小文を寄稿し，以下のように説いたのが『季刊社会保障研究』誌上の

最後の社会開発論である。

「社会開発という言葉は，第一次佐藤内閣の表看板であった。私は当時開かれた社会開発懇

談会において，経済成長がおくれても社会開発優先のために蛮勇をふるわれたいと要望したが，

その蛮勇はついにふるわれなかった。そのため残念なことに，この看板は色あせてしまった。

そして日本は経済大国になりあがった」が，「1970年代において生活の復権を目指すべきであ

る」13）。「社会開発という色あせた看板を，けずりなおしてかけるのではなく，全く新しい看

板として，しかも偽りのない看板として高くかかげてほしいものである。首相は，この看板が

国民の理解をえられなかったとも述べたといわれるが，その実を示せば理解されたはずであり，

色あせもしなかったはずである。輝かしい看板として社会開発が復権することこそ，『福祉な

くして成長なし』という言葉の実証となるのであり，それが福祉大国の道を切り開いてくれる

ことを心から祈りたいのである。」14）

1972年7月に第3次佐藤内閣は総辞職し，政治的な社会開発戦略も終息を迎えた15）。

3 人口資質向上と人間能力開発
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13） 福武直「社会開発の復権」『季刊社会保障研究』第7巻第3号，1971年，1頁。

14） 同上。

15） 1973年発行の人口問題研究所の機関誌『人口問題研究』に，社会開発研究の総括ともいえる論考，

若林敬子「「社会開発」をめぐる研究動向－主要文献の解題を中心に－」『人口問題研究』第125号，

1973年，が掲載されている（末尾に「未定稿」と記されており，未完結のまま掲載されている）。執

筆者の若林敬子（わかばやし・けいこ；1944 2014）は，東京女子大学で福武の弟子である蓮見音彦

に学び，その後東京大学大学院で蓮見の兄弟子である松原治郎に指導を受けるというように，福武と

も関わりの深かった人物である。1973年当時の若林は，人口問題研究所の研究員であった。

図表4『季刊社会保障研究』別冊一覧

（国立社会保障・人口問題研究所ホームページ＝http://www.ipss.go.jp/syoushika/bunken/

sakuin/kikan/sakuinend.htm，をもとに作成。）



このように，1960年代の人間の能力と福祉の向上という問題意識と地域格差の是正という

問題意識の交錯するところに形成，展開した日本の社会開発論は10年ほどで収束をみた。し

かしながら，この10年間を通じて人口の＜量＞から＜質＞へという論調が社会政策や社会保

障，社会福祉の学説的動向にもたらされた変化は大きい。というのは，「人口資質向上対策に

関する決議」（1962年7月）のなかで提起された「人口資質向上」と「人間能力開発」のため

の以下の7つの対策は，社会政策本質論争等を経てそれぞれの機能や対象を限定することで区

別された社会政策や社会保障，社会福祉のすべてと関わってくるからである。

1 健康と体力－精神力を含めて－の増進ならびに体質の改善

2 幼少人口の健全育成

3 国民の遺伝素質の向上

4 精神障害者と身体障害者に対する支援育成対策

5 生活環境と労働環境の整備

6 児童手当の創設その他社会保障制度の充実

7 保健福祉の計画的推進

8 調査研究機関の拡充 16）

1965年1月に創設されて以来，社会開発に関わる調査研究に正面から取り組んだのは社会

保障研究所であるが，その生みの親の一人といってよい舘が所長を務めていた厚生省人口問題

研究所（以下，人口問題研究所）は「人口資質」や「人間能力」に関わる調査研究に取り組ん

だ。

人口問題研究所が一年毎に発行している事業報告書をみると，1961年度の事業報告書（1962

年5月発行）で初めて，その年を通じての調査研究項目として「人口資質，とくに「人間能力」

変動の実態に関する研究」が取り上げられ，以降多少文言は異なるものの，「人口資質の向上」

と「人間能力開発」に関する調査研究項目が継続的に挙げられている。1963年には人口問題

研究所の組織改編があり，人口資質部（資質科・能力科）が新たに設けられた。資質科は人口

資質の調査研究，能力科は人間能力と環境との関連の調査研究をする部署であり，人口資質部

（資質科・能力科）は1986年4月の組織改編まで存続した。

例えば，人口資質部が設けられて間もない1964年度の事業報告書では，当年の人口資質部

の調査研究項目が「人口資質に関する社会階層別および地域別研究」，「社会環境の出生力に及

ぼす影響」，「社会環境の体位に及ぼす影響」といったテーマであった。それに対して1983年
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16） 上田正夫「人口問題審議会の人口資質向上対策に関する決議」『人口問題研究』第86号，1962年，

6669頁。



度の事業報告書をみると，当年の人口資質部の調査研究項目は「夫婦の出生意識と出生行動に

関する研究」「現代青年の結婚観に関する研究」「有配偶女子の雇用労働力化に関する研究」と

いったテーマである。このように約20年で人口資質に関する調査研究テーマは大きく変化す

るのだが，少なくとも1960年代は人口資質をいかに向上するか，国民の能力をいかに引き出

すかということを重要課題として調査研究が進められた。

この観点は1960年代を通じて，あらゆる文脈で再生産されることになった。その例として，

以下では大原聰一郎の社会開発をめぐる議論と松原治郎の教育をめぐる議論に焦点を紹介しよ

う。

31 大原聰一郎

「人口資質向上対策に関する決議」（人口問題審議会；1962年7月）の作成に関わった人物

の一人であり，大原孫三郎の長男・大原聰一郎（倉敷レイヨン社長）は，独自の社会開発論を

展開した。大原は人口問題研究所に評議員制度ができた1963年当初の評議員の一人であり，

研究所の業務の運営に関して所長に意見を述べる立場にあった（1967年度まで）。1965年の

『国土』誌上に「社会開発について」と題する一文を寄せた大原は，社会開発を福祉指向的と

いうよりは国民生活指向的なものとする解釈にこだわって社会開発の本質論を展開している。

「開発という言葉を使うことは，けっこうであります。しかし，この言葉を使うための場合

にも，資源がなければ開発はできません。かつては鉄鉱石や石炭が資源でした。しかし，技術

の進歩によって資源はさらに拡大されました。

同じように，社会についても開発されるべき何物かがそこになければ，開発という言葉は不

適当であります。このように考えますと，社会にあるものは人間であります。その人間の中に

内在しているその期待，あるいは価値観といったものを前提としなければ，社会をどう開発し

てよいかわからないのであります。したがって，私は，経済開発という言葉を生産指向的とい

うよりも，その場合は，利益指向的といい直したほうがいいと思いますし，社会開発という言

葉は，福祉指向的というより，国民生活指向的といったほうがいいと思います」17）と述べて，

「福祉指向的と解釈すれば，人間の生活の中の特殊な部分，福祉的なうわずみや，あるいは社

会的悲惨という特殊な事例だけを対象にしたようなひびきをもちやすく，国民生活のすべてを

カバーし，あるいは，すべてに深く立ち入ることがないからです。たとえば，教育の問題もこ

の中にふくめられます。もちろん，どの程度まで教育の手段を取り込んでよいのか，いろいろ

議論があると思います。立ち入らぬほうがよいという議論にも，もっともな点がありますが，

少なくとも，国民生活のためにそのほうがよいという理由からの論でなければなりません。放
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17） 大原聰一郎「社会開発について」『国土』昭和40年15号，1965年（引用は，大原聰一郎『大原聰

一郎随想全集4 社会・思想』福武書店，1981年，287289頁）。



任しておいたほうが責任がないというごとき立場であってはならないと思います。社会は個人

から成り立っています。社会的現象は，個人を離れても存在しますが，本当に開発さるべき内

容をもっているのは個人です。

その生活の営みのしくみ，組織，制度や，その運営といった面で，社会的な性格を持ってい

る次元は，もちろんたくさん存在します。しかし，社会開発がその個人に対する外部の仕事だ

けをしていればよいのか，それとも国民生活全体に責任を負うべきなのかという点で，議論が

わかれてきます。私は，国の政治なり，行政なりはあくまで本当の国民の最後の生活のよりど

ころまで見届けて，責任を果たすべきだと思いますから，単にお世話をしますという程度のこ

とでよいとは思いません。しかし，それかといって，あまり立ちいって干渉されると困ること

もあります。したがって，基本的な態度としては，国民の最後のひとりに対してまで，すなわ

ち，国民生活の最後のひとりの幸福に関してまで，責任をもつのだというたてまえであってほ

しいと考えます。」18）

大原の「国民生活のすべてをカバーする」，「国民生活のすべてに深く立ち入る」という社会

開発の原則をめぐる主張は，社会政策や社会保障，社会福祉の概念規定や三者の関係づけに対

する問題提起となり得る内容を含んでいる。

32 松原治郎

他方の松原治郎は，教育をめぐる議論のなかに社会開発を再生産した。既に述べたように，

松原は東京大学で福武に学び，社会保障研究所創設当初は東京学芸大学助教授として研究所の

非常勤研究員に就任した。1968年には『日本の社会開発』を刊行するが，その頃には教育問題

に関心を傾けており，発刊当時の肩書は東京大学教育学部教育社会学講座助教授となっている。

本書のなかで松原は，社会開発＝社会的条件の開発の強調点として以下の3つを挙げている。

1 経済開発と均衡を失しない形で，当初から計画の中に社会的条件の開発を乗せる。

2 それが，しかも直接人間の能力と福祉の向上を狙った営みとして展開されるべきである。

3 その開発過程に，みずからのニードに促された地域住民の主体的参加をもとめる19）。

その上で「社会開発としての教育をより広くかつ深くおし拡げていく」べきであるとみる立

場から教育論を展開している。「『教育』という社会的な営みは，本来，個人にひそんでいる人

間の価値と能力を組織的に引き出し，かつまた一定の社会の文化的価値を伝えると同時に，そ

れらの営みを通して，将来に向かって『経済社会』の発展に寄与するという役割を果たすもの
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18） 同上書，296298頁。

19） 松原治郎『日本の社会開発』福村出版，1968年，3頁。



である」20）が，「少なくともここ10年間以上にわたって，こと教育や社会福祉に関しては，社

会開発などというよりは，『ひずみ是正』的な対症療法に終始してきた」21）という。

「本来教育は，社会の基本的生産要素としての労働力を創出せしめる上での重要な機能をも

ち，生産性の向上に欠くべからざる要因であると同時に，それ自体直接人間の福祉向上を意味

するものであり，また間接的にその福祉向上を誘導する要因たりうるものでもあ」22）るが，

「最近では，教育施策は単なる国民や自治体住民へのサービスではなく，経済発展にかかわり

あう重要な因子としての，人間の能力（マンパワー）開発のための投資であると考えられるに

至っている。これはたしかに教育観のひとつの進歩であるのかもしれない。しかしながら，こ

のことは同時に，他方で非常にたいせつなことがらを忘れさせてしまう危険をはらんでいる。

なぜならば，教育ということを，経済発展に直接むすびつきうる側面だけでとらえて，そのか

ぎりで振興をはかるという姿勢が強まることによって，かえって教育が本来もっているいまひ

とつの大事な使命，すなわち受ける人間そのものの向上，その人自身の将来に向かっての福祉

の増大という機能的側面が評価されず，そうした面での教育振興をいつのまにか後回しにする

傾向が生じがちになるからである」23）と。「教育計画を，単なる教育投資論や人的能力開発論

としてだけでなく，人間の幸福追求の条件として，これを整備し，これを高めていくためには，

何よりもまず，この社会開発としての教育の機能をしっかりと理論づけておく必要がある」24）

とした。

「教育観の進歩」を見出した松原の議論は，政策の総合化の先駆けとみなすことができなく

もない。1970年代には社会開発と入れ替わるように国民生活と福祉の向上を実現するための

政策の枠組みと理念を体系的に示す総合社会政策論が台頭し，総合化がキーワードになる。こ

れもまた行政主導でもたらされたものであるが，社会，文化を含む広義のトータルな社会シス

テムを対象とする総合社会政策は，人的資源（健康，労働，教育など），物的資源（所得，消

費，住宅，物的環境など），さらには文化的資源（余暇，文化，価値観など）や関係的資源

（家族，コミュニティ，社会階層と社会移動など）を含むものとされ，教育もそのなかに位置

づけられた。

4 むすびにかえて

本稿で描き出した日本の社会開発の時代は，人工妊娠中絶の増加と受胎調節の普及による急
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20） 同上書，190頁。

21） 同上書，198頁。

22） 同上書，211頁。

23） 同上書，223頁。

24） 同上書，224頁。



激な出生率の低下を経験した後に位置している。社会政策や社会保障の範囲を越えるものとさ

れた社会開発は，社会政策や社会保障，社会福祉とは異なる次元の「福祉」論の系統を生み出

した。それは，社会政策本質論争や社会福祉本質論争の生起によって学問的に分断をみること

になった社会政策の対象としての労働過程と生活過程の統合という問題を引き戻すきっかけと

もなった。社会開発の時代が，政策の総合化が唱われる1970年代を引き寄せたのである。

1960年代の人口の＜量＞をめぐる問いから＜質＞をめぐる関心へのシフトがもたらした一

見新しいと思える動向は，人口の＜質＞への関心が盛り上がりをみた1920年代の状況と重な

る。当時の一部の人口論者は人口の＜量＞の問題とともに＜質＞の問題を重視した。社会学者

や社会事業家を中心とする彼らが生活の改善を説いたように，本稿で取り上げた大原は社会開

発が国民生活指向的であると説き，松原は社会開発の観点から教育を論じて，人口資質の向上

に焦点を当てた。このようにして再びよりよい＜生＞への関心が高まった動向は，時代思潮で
・・

あった優生学の流行によって戦前の西欧先進諸国や日本でみられたよりよい＜生＞，よりよい

＜社会＞を志向する優生－優境主義の再生産とみなすこともできる。

本稿ではその一端を開示したに過ぎないが，1960年代における社会学者を中心とする「福

祉」論の興隆を支えているのは人口資質に対する関心である。社会開発の時代は，国連に由来

する国際的な動向と戦前まで遡ることができる人口論議の系譜が結びついたところに生み出さ

れたということになるだろう。
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