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TheprinciplesofthemarketanditsmanagersaIEmo正ａｎｄｍｏ正themanagersof

thepolicyandpmcticesofeducation.(Bcmsteinl996p､87）

IbelievethatschoolswillbeputtingalItheirbackofnccservicesIoncemainly

suppliedbyLEAslintotheprivatesectorwithinafewyears…Everyonewillwantto

camar℃asonablemargin.(HeadofArthurAnde唾､'sgovemmentservices

department,quotedinthe77P71“Ｅ上ｉｔｲcα"o"Ｓｌ¥1pﾉeme"『（09.01.98）

Thcgovemmentwilltodaysetupanimpamal‘'one-stopshopi'tobmkerUSstyle

multi-millionpoundsponsorshiplinksbetwcenbigbusinessandschools・The

BusinessDevelopmentUnit‐ineffectanarmIslengthagencyinsidetheDcpartment

fbrEducationandEmployment‐willtrytofbstcramoreco-ordinatednational

appmachtotheprivatesector(脚"α"cjaﾉ刀mas20.03.01)．

InEnglandandmanyotherEnglish-speakingcountries,inotherpartsofEumpe,inLatin‐

America,ChinaandpartsofSouthEastAsiathepIivatisationofstateeducationisinc正asingly

seenasthesolutiontotheproblemsandfailingsofstateeducation・Thedisciplinesof

competitionandprofitarctakentoprovideaneffEctiveandefficientaltemativetobureau‐
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professional雁gimesofdeliberationandprDccdu雁whichhavcoIganisedanddelive応dstate

educationinmostdevelopedanddevclopingcountriesoverthelast50-lOOyears,Ｉｎｅｆｆｂｃｔ

ｗｉｔｈｉｎｃｕ汀entpolicydiscourse‘theprwate，isidealisedandromanticised,whilethebuIEau-

professionalreｇｉｍｅｏｆpublicwelfareprovisionisconsistently,andoftenunthinkingly，

demonisedAsBasilBemsteinputit：

Marketrdevanceisbecomingthekeyonentatingcritenonfbrtheselectionof

discourses,theirrElationtoeachothe風theirfbmsandtheirresearch・Thismovement

haspmfbundimplicationsfmmtheprimaIyschooltotheunive応ity．

（Bemsteinl996p､８７）

Ｃｌearly,inJapanpnvateinstitutionsandtheworkofthemarketineducationa１℃familiar

andwell-establishedaspectsofgeneraleducationalprovision,particularlyatsecondarylevel

inmanymaIorcitics,inHigherEducation,ａｎｄｉｎｔｈｅｍｌｅｏｆｔｈｅ血紬andyo6jlh4.Butthese

aIEpnvateinstitutionswhichcompeteamongthemselvesandwiththestatescctorratherthan，

asishappeninginEngland,theuseofprivatcpmviderstodeIiverorserviceandsupportstate

education．

Ihavewnttenelsewhe唾aboutthespeciiicsofsuchdcvelopmentsinEngIandandsomeof

thestructumlandethicalchangesinvolved､Ｈｅ雁ＩwanttotakeuptheissueofpIivatisation-

exogenousandendogenous(1)‐inadiffe肥ntwayandarguethatwhatweaIEwimessingin

telmsofsuchpoliciesisnotsimplyatechnicalchangeinthemodesofdeliveIyofeducation

butasocialandculturalchangeinwhateducationis,whatitmeansandwhatitmeanstobc

educated,Achangc,Ishallsuggest,whichispartofamoIEgeneralsetofmovementsinthe

terTainofthesocial-apmcessofcommodiiication．

Privatisation,fbrsimplicity，ssake,Iwilldeployfairlygenericallythroughout,although

lwanttonoteonecrucialsub-divisionintheapplicationoftheterm-adistinctionbetween

endogenousandexogenousprivatisation,inRichamHatcher，s(Hatcher2000)terms､Thisis

whatGlennRikowskiｒｅｆｅｒｓｔｏａｓ‘Capitalisation，;thatis,‘makingpublicschools/unive応itics

intovalue/commodityproducingenterprises，(Rikowski2003).Ｔｈｅｙ‘becomeinstitutionally

肥arTangedonamodelofcapitalistaccumulation，(Shumarl997p､31).Iwillpointtoandtake
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upexamplesofbothaslgoalong．

ThetermcommodiiicationoriginatesfromMarX，notionofcommodityfetishism,butits

connotationscanbetracedbａｃｋｔｏＡｄａｍＳｍｉｔｈａｎｄｈｉｓｄｅｅｐａｍｂｉｖａlenceaboutthemoral

implicationsofmarketsandcompetition(2)．Commodityfetishism,orwhatMarxalso

called‘themysteIyofthecommodityfbrm，(Capital１，ｃｈ,1,sec４)‘isthesimplestandmost

universalcｘａｍｐｌｅｏｆｔｈｅｗａｙｉｎｗｈｉｃｈｔｈｅｅｃｏｎｏｍicfbmlsofcapitalconcealunderlying

socialrelations，､Thcconcept‘discussessocialrelationsconductｅｄａｓａｎｄｉｎｔｈｅfbrmof

rElationsbetweencommoditiesorthings，(Bottomo肥,HarTisetal・ｌ９８３ｐ､87).ｏｒ‘thefamastic

fbrmoftherelationbetweenthings，(Marxl976inLeel993).Thisisafbmofreification，

thatisthetransfbrmingofhumanproperties,relationsandactions,intothingsindepcndent

ofpersonsandgovemingtheirlives・Ｉｔｉｓａｌｓｏ‘awayofmodellingceItainchangesthathave

takenplaceinsocialli舵，(Shumarl997p､23);whichisanimportantaspectofmyuseofthe

concepthe肥.CommodiIicationencompassesbothanattentiontothenatumlisationofchanges

whicharctakingplaceintheeverydaylifeofourpmductionandconsumptionactivitiesand

mo雁generalpmcessesofcapitalismanditsinhe肥ntcrisesandinstabilitieswhichunderpin

thesearchfbrnewmarkets，ncwproductsandthusnewsourcesofprofit・Infetishising

commodities,ｗｅａＩＥｄｅｎｙｉｎｇｔｈｅｐｒｉｍａｃｙｏｆｈｕｍanrelationshipsinthepmductionofvalue，

ineffectemsingthesocial.‘OurunderstandingoftheworldshiftsfmmsocialvaluescIEatcd

bypeoPle,toonewhichispIE-given，(Shumarl997)ｐ､２８)andwithinwhich‘…eveIything

isviewedintermsofquantities;everythingissimplyasumofvalue配alisedorhopedfbr，

(SlaterandTbnkiss2001p､162).AsIdevelopmydiscussion,Iwillmovebetweenissues

todowithgencmlcommodities(asinthecaseofeducationitself)andthoscinvolvedwith

educationallabourandothersocial肥lationsinhercntinthepmcessesofeducation．

IncontempomIyusage,commodificationisdeployedintwomainways;eitherｔｏ肥fertothe

displacementofusevaluesbycxchangevaluesormo唾generallytodescribehowconsumer

culturebecomesembeddedindailylivesthroughanarTayofsubtleprocess（Gottdiener

2000).HughWillmott，sdiscussionofIEcentdcvelopmentsinUKHigherEducationoffe鱈an

exampleofthefbImerusagewhenhedescribeshowthe‘commodificationofacademiclabour

asitsusevalue,inthefbrmsofitscomributiontothedevelopmentofthestudentasapc応on，

asacitizenoratleastasadepositoIｙａｎｄｃａｍｅｒｏｆｃｕｌｍｍｌｌｙｖａｌｕｅｄｋｎｏｗｌedge,becomes
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displacedbyaprEoccupationwithdoingthosethingswhichwillinc肥aseitscxchangevalue

intermsoftheresourcesthatilow,directlyorindiIEctly,fmmastrongperfbImanceonthe

measu唾sofresea1℃houtputandteachingquality,.I、正lationtothis,ｈｅｇｏｅｓｏｎｔｏｓａｙ‘students

havebeenexplicitlyconstitutedas‘‘customers，，,adcvclopmentthatfurtherreinfbrcesthe

ideathatadeg妃eisacommoditythat(hopefully)canbeexchangedfbrajobmtherthanasa

libeIzlleducationthatpにpaICsstudentsfbrIife，(WilImottl995p,lOO2).Herethenwehave

vanousaspectsofthetransfbrmationofsocialにlationsintoathing,AspaItofseekingafier

new‘markets，ａｎｄthe雁-orientationtothecuslome鴎newfbrmsof‘deliveIy，andconsumption

ofHigherEducatioｎａｒｅｂｅｉｎｇｃ肥atedwhichcan雁sultinleamingbecomingincreasingly

fragmentcd､Thecurriculumis雁oIganiscdasasequenceofknowledgegobbets(Bytesizeas

itisontheBBCrevisionwebsite)whichcanbetIansfen℃。as‘c1℃｡its，andcombinedinnovel

wayswithnoguaranteeofintemalcohe"nce-theyaIcmade‘readable，inthejargonofthe

BolognaDeclaraｔｉｏｎ－ａ‘cutandpastcHEcurriculum，asDavidRobertson(2000)callsit，

fluidandnon-lineanNonetheless,RobertsonisoptimisticabouttheefYectsofthisinterms

of‘organizationalnexibilityandprofessionalacademiccross-fertilization，(Robertson2000

p,91).Ｍｏ雁pessimisticallyitmaybethatpedagogicrElationshipsandvaluesaIEmarginalised・

Insuchchanges,thcstudentismende肥dasanactiveconsumerbutapassiveleamer(Cloete，

Fehneleta1.2001)(FabosandYOungl999)．

nlisissummedupinIyotard'stermsinashiftfmmthequestions‘itistrue，and‘itisjust

‘ｔｏ'isituseful,saleable,efficiem，(I-yotardl984p,５１).Thereisapmcessof‘exteriorisation，

oralienation､Thisisthepreconditionoftheknowledgeeconomy,orwhatLyotaIdcalls

‘thememhantilizationofknowlcdge，(p,５１).Knowledgcisnolongerlcgitimatedthrough

‘grandnarmtivesofspeculationandemancipation，(p,３８)but,rather,inthepragmaticsof

‘optimization'一ｔｈｅｃ雁ationofskillsorofpro6tratherthanideals,Itiseconomismwhich

deiinesthepurposeandpotcntialofeducation(3)．

IamgoingtoexploIもthepmcessesofcommodiiicationinthrcesociallields：

◆Firstｉｎ唾lationtochildhoodandparcnting．

◆SecondｉｎにlationtosociaIrelationships(ｉｎeducation)includingour肥lationshipto
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Cu応clves．

◆Third,andmorebrieny,inrelationtoschoolimprovement

ChildhoOdandPaImting

Theeducationmarkctisnolongersiｍｐｌｙａｍａｔｔｅｒｏｆｃｈｏｉｃｅａｎｄcompetitionbetween

educationalinstitutions,Theeducationmarketisadiffuse,expanding,andsophisticated

systemofgoods,Services,expencncesandmutes-publiclyandprivatelyprovidcd､Fbrmany

parents,educationalopportunitiesaresoughtfbrtheirchildrenthroughamade-upmixof

stateand/orpnvateinstitutions,andpaid-fbradd-ons,likeeducationaltoysandedutainment，

parentaltasks，tutoring，Ｅｌｅａｍｉｎｇａｔｈｏｍｅ，‘summeruniversitics，andhomeworkclubs，

commercialactivities（inEnglandthe雁areTumbletots,Crescendo,StageCoach,Perfbrm

etc.),andsourccsofinfbrmationandadvice(SchoolandHigherEducationGuides).Ｌｅａｍｉｎｇ

ｉｓｆｂｒｓａｌｅ－‘educationappearstoofferincreasinglysignificantmarketopportunitiesfbr

mediacompaniesofmanykinds，IBuckingham,、。＃l6041Par℃ntingisincIEasinglysenous，

demandingandprofbssionalized-andindeedpar℃ntingitselfisnowwideIytaught.(Inote

thatanumberofJapanese礎sea1℃hershavecommentedonchangesinJapaneseparentingand

particularlyachangeintheattitudesandbehaviourofmothe応IBassani,2003＃1603]．

Itcouldbesaidthatintuitiveparentingisnolongergoodenough，Indeed，aIongside

childhood,paImtingitselfisincrcasinglypoliticisedandcommer℃ialised・Middleclassparmts

mustliveuptothemodelsthatthcya雁ｈｅｌｄｕｐｔｏｂｅｔｏｏｔｈｅｒｓ.（Forexample,parenting

coursesaにnotonlyfbrthoscdeemedbythestatetobedeiicitinparentingskills,companies

suchasTheParentCompanyofYereveningscmina耐ｆｂｒｆ４５ｐｅｒｐｅｒｓｏｎｏｎｔｏｐｉｃｓｓｕｃｈａｓ

‘RaisingBoys，ａｎｄ‘RaisingGirls，､TheyaIsoofferpaIEntingclassesoverthe‘phone・ＯｒＴｈｅ

Ｐａ正ntingPmctice,ｗｈｏｏｆＴｅｒ‘SkillsfbrTmnsfbrmingFamilyLi化'一‘‘ＷＣｕｌｄｙｏｕｌｉｋｅｔｏｂｅａ

ｍｏ唾ｅ雁ctivc,calmerpa雁ntwithhappi“morecooperativechildrcn?'，UpcomingWOrkshops

(allf38perpelnson,jE60percouple)include‘ReducingSiblingSquabblcs，,‘ImpmvingAdult‐

ChildRelationships，)．
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Parentingisalsoinc1℃asinglyexperiencedin雁sponsetobothpolicyandeconomicchanges

asa‘risky，business(Ball2003).Ｐａ唾ntsa1℃expectedtoactas‘riskmanagers，;‘committed

andoppommisticactions，(Giddensl991p,132)aIErEquiIEdtoensurethebestfbryourchild

in雁lationtoaninc雁asinglycompctitiveandunp肥dictablefutuにａｎｄ雁sultingdilemmas

abouthowtoactfbrthcbest,Risk,unccrtaintyandanxiety,iｎpartpmducedbythemarkct,ａＩ℃

alsothemselvesmarketopportunitics(4)一spacestobeiilled-paImtingitselfisincmeasingly

commercialised・Ｆｏｒexample,thenewgenerationofspecialistchildhoodandparEming

magazines(J“jor：７ｿheWbrﾉdsFj"“!Ｐα”"""gMZzgaZ航e；Ｌｏ"do〃芯Ｃﾉｶ"。〃上zgaZj"e：

“W"ｇＦｍ"my皿。Ｌ従;Rzm"jes釦皿ﾉI畦亜,Ａ"gels”。【ﾉｸ℃ﾉIj砥,ＦＺαﾉﾘzzck)thriveonboth

thecommer℃ialexploitationofanXietyandchildhoodgenemllyasanewmarket､AndDavid

BuckinghamarguesthatcurIEnteducationpolicyintheUKmakesit‘secmcomparatively

easyfbrmediacompaniestocapitaliseonpaIEntalinsecurities，IBuckingham,、。＃16041.

Suchmagazinesofferadvice,ｂｕｔａｌｓｏｃｒｃａｔｅｎｅｗｄｅｓｉ1℃sandfUelfears；perversely,‘the

provisionofadviceandinfbrmationmeansp肥ciselythe‘‘production，'andcommunication

ofrisksingI巴aternumbers，(Crookl999p・’80).Inthesemagazines,ｐａ1℃ntingisablurof

noImativepmcUces,riskassessment,consumption,andinvestmentsinthechild(5)．Thechild

iscaughtupinancnsemblcofdesirc/aspimtion/guiltandexpectationThemarket,asBauman

suggest(1988/9)isnowtheprimaIymeansthroughwhichconsumersgaincertaintyabouttheir

lives,ｏ風ｈｅ”,thelivesofthcirchild雁､､Aspartofthis,allaspectsofthelivcsofchildIma1℃

opemnguptｏｃｏｍｍｅＩ℃ialexploitation,ａｓｎｅｗｎｅｅｄｓａｎｄｄｅｓｉ雁sarecrEatedasnecessaIyfbr

thechild，sfUliilmentandsucccss．

lnthecontextofrisksandanxiety(obesity,anomexia,unemployment,drugs,childabuse，

poorschools,dangerousstrcets,airpollution,fbodadditives）theprudentialparentcan

nolongertakeontrusteitherstateservicesortheirownimuitivepar℃ntingasadequatein

providingthckindofchildhoodwhichwillensuretheirchildopportunities,advantages，

happinessorwell-being,TbpamphraseBeck‘Intheindividualisedsocicty'theparentmust

Icam，‘onpainofpermanentdisadvantagc,ｔｏｃｏｎｃｅｉｖｅｏｆｈｉｍｓｅｌｆｏｒｈｅｒｓｃｌｆａｓthecentre

ofactivity,astheplanningofficcwithrespect，tｏｔｈｅ‘biography,abilities,orientations，

relationshipsandsoon，oftheirchild庇、(Beckl992p､55).Ｗhe応theyar℃possible,ｓｕｃｈ
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investmemsinthechildcanlaterbe雁alisedintermsofsocialadvantage，

But,asMaryDouglasaIgues,thecultu肥ofthemarket‘ｉｓsoorganisedthatincompetence

andweaknesscannotbecompensatedfbr，(Douglasl994).Withinthesenewconditionsof

雁sponsibilitythefailingsofthechildareinc雁asinglyblamedontheparentsandthe雁isa

constantstだamofmediapanicsaroundirresponsibleparcntingwhichconstituteahighly

normativeandcovertlyclassedviewofpaIEntal正sponsibility-‘cloningtheBlai応，ａｓＳｈamn

Gewirtzcallsit(Gewirtz2001)．

Thecommer℃ialisedandobjectiiiedchildistheproducIofacollectivecndeavouroflst

orderparEntingand2ndoIdercomme1℃ialexpenencesandinteractions,Ｔｈｅｃｈｉｌｄｉｓ‘ｍａｄｅｕｐ，

asａ‘successful，socialandeducationalsubject-deliberatelyandknowinglypmduced,fbrmed，

channelled,motivatedandconstructedthroughthecraftingandpurchaseof‘opportunities，，

‘interactions，andexpenences(6)’一butclearlysuchpu1℃hascsaIEnotavailabletoall1A"ｄ加

皿冗娩αr血娩ep0j"！．

Withinallthis，moreclearlythaneverbefbre，ｗｅｃａｎｓｅｅｔｈｅｆａｍｉｌｙａｓｓｈａｐｉｎｇａｎｄ

ｐroducingparticularcapacitiesandconducts,producingentrepreneurialsubjects,ｗｈｏ(in

Beck，sterms)takeontheworldbymakingapmjectofthemselves､The‘ethicsofenterprise，

ｈａｖｃｃｏｍｅｔｏ‘infUsethe‘‘privatc'，domainthatfbrsolongappea1℃dessentially雁sistanttothe

mtionaleofcalculationandselfpromotion，(Rosel992p,157)．

Thesenseofnecessityofproducing(orattemptingto)achildleamedinmanya雁asis

fbrmedinanexusofstate,mediaandsocialnetworks,ａｎｄofconcomitantmomlobligations，

expectationsandexhortations-‘ambivalencesand雁sponsibilities，(Ball2003p､５５)thatｉｓ

‘Theanxietythatoncisnotduringcnoughfbrthechild，(Fu肥di2001,ｐ,６５),notbeinga‘good

parent'、Ｉｏｆｆｅｒｙｏｕａｃｏｕｐｌｅｏｆｅｘａｍｐｌｅｆｍｍｓｏｍｅｏｆｍｙｒｅｃｅｎｔ雁sea1℃honthechildca肥

marketinLondon．

ISO､]hastwoorth唾etemissessionsaweeks,andIdaughterlhasoncortwo､Andhe

plays，playsthepiano,pIaystheviolin,andhedoeshismusicintheeveningsand,ｙｏｕ

know,swimmingandthingslikethat,so,yeah，Butthe正，stimeintheeveningtodoall
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that，ｓｏthat，sgood．（Re-interviewEmily,ＳＮ,ｐ､11）

１，ｍjust,Ｉtry,Itookhertoballetanditwasaboutthesametimethatlstartedherat

playgmupandIjustthoughtshe，stooyoung,shesatmtherfrightcnedonmylap,ＳＯＩ，ll

leavethatfbrawhile(7)．Isortofwanttostartheronviolin,butI，mstilldebating

becauseit，sabigundeItakingtodoit,I，dhavetoalsoleamitapparently・Ｉ,vesortof

justgotthepape応,butl，mnotlOOper℃entsu唾ｗｅ，lldoit.(Denise,SN,p､23）

She，sgoingtodoballetsoon・TheydoextralessonsatthenurseIyifyouwantthcmso

shedoesanhourawｅｅｋｏｆｄｍｍａａｎｄａｎｈｏｕｒａｗｅｅｋｏｆｍｕｓｉｃ・Andthenwetakethem

withusIoutlontheweckends,butit，s､otanotheractivitywithotherkids､Andthen

Ithinkweshouldthinkaboutamusicalinstrument､ＯｈＧｏｄ‐theviolin.(Jessica,Stoke

Newington）

Inawholevarietyofdifferentwayschildrenandchildhooda庭ｎｏｗ‘‘satumtedbythe

market，(Ball2004).AsBaudrillaId(1998)putSit‘consumptionislayingholdofthewholeof

life，､Tbgethcrwiththe応sponsibilitiestotheirchild,ｐａ1℃nts，concomitantanxieties,andthe

lu雁ofthemarketofienleadstofinnticactivity．

Ｗｉｔｈ695,000ｂａｂｉｃｓｂｏｍｉｎ２００３ｉｎｔｈｅＵＫａｎｄｔｈｅａｖｅｍｇｅｓｐｅｎｄｐ1℃paringfbranew

babyat幻,000accoIdingtoAmeIicanExpIEss,thenewbabymarketaloneisworthjE2.086bn．

Theavemgemiddle-incomespendp雁paringfbrababyisclosertof5,000.Andallthisbefbre

thechildhasevendrawnbreath,ＴｈｃｕｎdcILfivemarketwasestimatedatjE4.3ｂｎｉｎ２００２．

(B蛎加eSSL族November2004p､43)．

RcsearchbyWAA,theLondonandBirminghamadvertisingagency,肥vealsthatthe

averagefamilyspendsjEl500perchildbetweentheagesofsixmonthsandeightyears

onadditionalclassesandactivities(outsideschoolhours).MostactivitiesarEgwen

upwithin5weeks.｢rhissumldoesnottakeintoaccountthecostofspccialist

equipment…IAspokcsmanfbrthefimlcommentedthatl“Parentsrightlywanttogive

theirchildaheadstartinlifbbutunfbrtunatelytheyofienstartthemonactiviticswhen

theyarctooyoung…，，.(LovingandFamilyLife-Zp"｡b"1FＣﾉｾj〃MbgaZ伽e,Ａｕｔｕｍｎ

2９



日英教育研究フォーラムNo.1０

2004ｐ､9）

Thesedays,wecanofferourchildrcnaseeminglyendlessanayofactivitiesand

opportunities・ItisnamralIouremphasislthatweshouldwantourchildrentoseize

cverychancetoemichtheirlivesandleamnewskills…Ｓｏｗｈｙｄｏｗｅｄｏｉｔ？Imnically，

ｗｅｄｏｉｔｂｅｃａｕｓｃｗｅｓｏｄｅｓｐｅｍｔｃｌｙａｎｄsince1℃lｙｗａｎｔｔｏｂｅｇｏｏｄｐａ1℃ｍｓ・Wewant

tooiferourchild雁nasmanyopportunitiesaspossibleandtosetthcmonthesu肥stpath

tosuccess.‘‘Par℃ntsa肥drivenbyafimdamentalanxiety，，,saysStacyDeBroffauthor

of‘‘Ｓｉｇｎｍｃｕｐ１ＴｈｅＰａ1℃nts，CompleteGuidetoSports,Activities,MusicLessons，

DanceClassesandOtherExtmcurTiculars，,‘‘ｗｅｐｅ1℃civethewoI1dasincIEasingly

compctitiveandspecialised,sowethinkthechoiceswemakcfbrourfbu限yeaIもoldsa1℃

にlcvanttosuccessinlifCWetmnkiｆｗｅｄｏｎ，tgiveourchild雁ｎａｎｅｄｇｅ,ｗｅ，にｂｅｉｎｇ

ａｂａｄｐａ肥､１，.(DianneDcvlininLovingandRlmilyLife-“"｡ｂ"ｂａＩｉ〃ﾉWtzgfzZj"e，

Autumn2004p､16）

Zｿbeeco"o”q′s“ｄｅｍｗ"沈

Marketsofcoursehavetwosidcs-consumptionandproduction-andtheeducationmarket

isnoexception.HercIwamtosuggestthattheoperationofthestatemarketinschooling,with

itsendogenousprivatisation,alsoprovidcsclearevidenccofanotherkindofcommodification

ofthechild､Ｔｈｃｄｅｍａｎdsofcompetitionandschooldivcrsity,the‘infbrmation，providedby

League通bles,pressuresfmmthestatefbrperfbrmanceimpmvementandtarget-achievemem

andper-capitafunding,inaperiodofspendingconstraims,worktogethertocreatelocal

‘economiesofstudentworth，、Incffectschoolscompeteto虎cruitthosestudents,mostlikely

tocontIibuteto‘impmvements，ａｎｄ‘peIfbrmance，,theeasiestandcheapcsttoteach,andmost

likelytocontributetotheattmctionofothe応likethem,AsmanyHeadteachersseemrcadyto

admit,thcbcstwaytoimpmvcyourschoolandthriveinthepeIfbrmativccultu1℃istochange

yourintake(8)．

IfyouwanttoimprovethepeIfbrmanceofyourschoolgetcontmlofyouradmissions．

(SouthLondonComp応hensiveHeadteacher)．
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Inthiseconomy,somechildrEnthenaIEofhighvalue,ａＩＥ‘value-adding，andmuchsought

after,othcIs,oflowvaluc,ｗｈｏ‘addnegatwcvalue，(KcnwayandBullen2001p､140)ａ肥，

wherepossiblc,avoided､StudentsandtheirpaImtsaIE,inefYect,pmducersoftheexchange

valucoftheinstitution(KenwayandBullen2001p・'37).Theparent‘isexpectedtoworkhaId

atmakingtheirchildImworkhaId，(p､138).Thcchildbecomesamcanstoanend-athing；

valuedfbrtheirvalue-addedorstigmatisedbytheircostliness・Thus,girlscaITyhighervalue

thanboysonthewholeintheeducationmarket(BallandGewirtzl997)．

IthinktheIWyehamlgirlsschoolsaIEcompetito応becausethe肥arEmo応girls，schools

thanboys，schoolstheya１℃dilutingtheamountofgirlsthata1℃available…ifthey，に

allowedtochoosegirls,thenweshouldbcallowedtochoosegiI1stobalanceourintake

…whichwouldalsoimproveourexam雁sults…thehaIderthingistoimprovethe

schoolwithboys.(Imnyson,Headteacher)．

Withoutcontmlsonadmissions,themarkctpmduces‘crEam-skimming'一theuseofsubtle

(andnotsosubtle)stmtagemsbyschoolseagerto‘contml，theirintakes､HencctheneedfOran

admissionsregulato凪Onesub-textofthismarketinpupil-commoditiesissocialclass・CeItain

classesofpupilsalsocarryhighervaluc-a‘good，肥putationcanattmctmo雁middleclass

studentsandtheにcruitmentofmo雁middleclassstudentscanbe‘cashed-in，fbr‘impmved，

schoolpeIfbImance．

Ifthcy[andTmnysonlhadnobandingthatwouldpmbablyenablethem,becausethey

haveagood,肥putation,andaverylaIgepmportionofmiddlecIasspaIEntswouldlike

togettheirchildrmintothe唾.ItwouldenablethemtorEcruitmo応ａｂｌｅstudents．

(Tbache馬Hazlett）

Bandingisabolished.[…】FmmSeptember2004.【…lSothatcouldmakeusmorEofa

middleclassschool.[…]Itwillbeinte応stingtoseehow-whattypeofintakeweget

in2004.[…lIntheoIyitcouldimpmvetheschoolinthesensethatthequalityisgoing
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tobehighe眼(ChairofTbnnysonGovemors）

Theeconomyofstudentworth-seekｉｎｇｔｈｅ‘easychild，andseekingsuccessinthe

perfbrmativecultu正一isverymuchapmduct,albeitaside-efYect,ofcurTenteducationpolicy．

HeIEthedemgationofethics,bmughtaboutbyendogcnousprivatisationandthc‘disciplines，

ofthemarket,becomesapparEnt､Inthebusinessofsurvivalinthemarketplace,theniceticsof

careandequalvalue,bccomeeasilydispensableThesocialrelationsbctweenprovidersand

‘clients，ａｎｄａｍｏngthcprovidersthemselvesa1℃changedsignificantly､Ｔｈｉｓｉｓａｐｒｏｃｅｓｓｏｆ

'ethical-IEtooling，(Bourdieu,ｌ９８６ｐ､310)．

Ｃ@ｍｍe死ｅ加肋eCJhzs”ひoｍ

Letmeaddtothisoutlinesketchofthecommodiiicationofchi1dhoodaveIybriefmention

ofoneotheraspectofthenewrclationsbetweeneducation,child雁nandcapital,Thatis,the

schoolitselfasasiteofconsumption-thepenetmtionofcommerdaladvertisingandsalesand

productplacementintothedailylifeofchildにｎａｔschool,theactivitiesofwhatKenwayand

Bullen(2001ｐ,９０)call‘pmmiscuouscorporations，､AlexMolnarandtheEducationPolicy

StudiesLaboratoryatArizonaStateUniversity,havedoneaconsiderableamountofwork

inmonitoringandexaminingthisphcnomenonintheUS,Ｐarticularlyinrelationtostudent

health・Icanofferjustoncexamplefromtheirdata-base．

InSeptemberofl998,JohnBushey,thecXecutivedi”ctorofschoolleadershipfbr

ColoradoSprings，Districtll,sentamemotoPrincipals・MrBusheywhoovemsaw

Colo唾doSpringscxclusivecontmctwithCoca-Cola,wastheDistrict，sselfpmclaimed

‘CokeDude，､Ｉｎｈｉｓｍｅｍｏ,MrBusheypointedoutthatDistrictllstudentsneedto

consume70,000casesofCokepmductsiftheDistrictwasto応ceivethefUlliinancial

benentfmmitscxclusivcsalesagreement,InordertobetterpmmotetheconsumPtion

ofCokeproducts,MrBusheyo眠正dPrincipalstipssuchas:‘‘AlIowstudentsto

pu1℃haseandconsumevendedpmductsthmughouttheday，，ａｎｄ‘‘Locatemachines

whe唾theyａ雁accessibleallday，，､Healsoofferedtopmvideschoolswithadditional

electricaloutlets…
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InthiscountrytheFoodCommission,ａｎｄothers，haveraisedconcems，amongother

things,overtheCadbury，schocolateandWalkcr，scrispspromotionswhichtargetschool

child肥nthroughschemestocollecttokenstowaIdsschoolequipment､Cadbury，sscIappcdits

campaignfbrhEesportsequipmentafieritwas肥vealedthatpupilswouldhavetoeat5,440

chocolatebaIs-containing33kgsoffatandnearly1.25ｍillioncalories-toqualifyfbraset

ofvolleyballposts､Ｉｎｓｏｍｅｋｉｎｄｏｆｃｏｎｔｍｓｔ,theWeetabix 】唇Ｉ区ｌＵｒＶＥＵｎＩ packwhich

includesadviceonplanningsportsｄａｙｓａｎｄｆｒｃｃ（branded)equipment,wasrequestedby

48％ofallEnglishprimaryschools(7遁Ｓ25.06.04).TheNUTestimatesthatbmndsaIEnow

spendingf300millionayeartargetingclassmomconsumers．

Markets,ｏｆａｎｙｋｉｎｄ，arecomplexphcnomena,Theyaremulti-faceted，untidy,often

unp雁dictableandbothcr℃ativeanddestructive､Itseemsclearthatthechildandchildhood

a1℃nowthoroughlysaturatedbymarketrela【ionsand,withinthissatumtion,themeaningof

childhoodandwhatitmeanstobewelleducatedaIEsubjecttosignificantchange・AsKenway

andBullenargue，‘ｗｅａｒｃｅｍｅｒｉｎｇａｎｏｔｈｅｒｓｔａｇｅｉｎｔｈｅｃonstructionoftheyoungasthe

dema1℃ationsbctwceneducation,entertainmentandadvertisingcollapse，(2001ｐ､3)．

SOC””jhz吻祁ｈ恥

Ｉｈａｖｅａｌｒｅａｄｙｂｅｇｕｎｔｏｐｏｉｎｔｔｏｓｏｍｅｏｆｔｈｅｗａｙｓｉｎｗｈｉｃｈｔｈｅｐｒｉｖａｔｉｓｉｎｇand

commodiiicationofeducationandofthechild,changesthenaturcofthesocial唾lationsof

education,Iwanttofbcusonsocial応lationsmorespeciiicallynowandnotesomegeneml，

andmo応spcciiic,changeswhicharctakingplaＣｅ．

Generallyspeaking,educationisincrEasingly,indeedperhapsalmostexclusively,spoken

ofwithinpoIicyintcrmsofitseconomicvalue,itscontributiontointemationalmarket

competitiveness.ＲobertCowenwritesaboutthisasthe'astonishingdisplacementofi'societym

withinthelaにmodemeducationalpattem，(Cowenl996p・’67).Educationisinc”asingly

subjectto'thcnormativeassumptionsandprEscriptions'ｏｆ’economism',(Lingard,Ladwig

etal、ｌ９９８ｐ,８４),isarticulatedinitsterms､Thiseconomismtakesmanyfbrms・Inaspeech
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totheEUParliamentinJune2005,PTimcMinistcrTbnyBlairoutlinedhisvisionofapolicy

agcndafbrEurope,Hcargued：

Thepumoseofoursocialmodelshouldbetoenhanceourabilitytocompetc,tohclp

ourpeoplecopcwithglobalisation,toletthemcmbmaceitsopportuniticsandavoidits

dangers・OfcourscwencedasocialEurope､ButitmustbeasocialEumpethatworks．

Ａｎｄｗｅ'vebeentoldhowtodoit､ＴｈｅＫｏｋ肥portin2004showstheway・Investmem

inknowledge,inskills，inactivelabourmarketpolicies,inscicnccparksand

innovation，inhighereducation,inurbanregencmtion,inhelpfbrsmalIbusinesses、

Thisismodemsocialpolicy,not”gulationandjobpmtectionthatmaysavesomejobs

fbratimeattheexpenseofmanyjobsinthefUtu雁．

Withininstitutions-colleges,schools,universities-themeans/endlogic,educationfbr

economiccompetitiveness,cantransfbrmwhatweresocialprocessofteaching，leaming

andrcsearchintoasetofstandardisedandmeasurablcproducts,Theuseofbenchmarking，

NationalCurriculumlcvelsｏｆachievement,perfbrmanceindicatorsandtargetｓｅｔｃ・also

conmbutetothis正ificationofeducationalprocesses､ThesenewcurTcnciesofjudgementin

educationprovideaninfrastructurcofcompansonswhichvaluepmctitionersandinstitutions

solelyintermsoftheirproductivity,theirperfbrmances1PToductiveindividualｓａｒ℃thecentml

economicresour℃einthcrefbmlcd,ent妃preneurialpublicsecto眼

Thcperfbmancesofindividualsubjectsororganisationsserveasmeasu唾sofproductivity

oroutput,ordisplaysoflqualityl,ｏｒｌｍｏｍｅｎｔｓ'ofpromotionorinspection、Metricsare

constructedwhichareuscdtomakedifYermtsortsofactivitiescommensumble､ThcystandfbE

encapsulateorreprcsenttheworth,qualityorvalueofanindividualororganisationwithina

iieldofjudgement,Thehumanbcingiscommodiiied,Wecometovalueothe応solelyfbrtheir

perfbrmance,theircontributiontothepeIfmmanceofthegmuportheorganisation,ratherthan

theirimrinsicwoIthasPersons・ThisisindicativeofthesortsofchangesinsocialitywhichI

willcommentonlater-amovetowhatWittelcalls‘networksociality，whichｉｓ‘infbmmational，

mtherthannarrational,andbasedontheeXchangeofdata-ｈｅ妃perfbrmancedata(RAE

Iatings,numbersofpublication,ＧＣＳＥ％s,ｎｏ・ofstudemsgainingOXbridgeplaces,etc.)．

3４



ComodificationofEduEationinEn9Iand

PerfbrmativityconsistsofwhatLyotard（l984p・xxiv)callsltheteETors‐softandhard‐of

perfb『manceandefficiency-wemust‘beopemtional(thatis,commensurable)ordisappcari・

ThesetermrsariseingoodpaItfmm‘thenatumlinclinationofmodempmctice-intolemnce，

(Baumanl991p,８)一thedrivingoutofweaknessorundeILperfOnnanCe,constantlyseeking

impmvement-thecxtractionofgr℃atcrsuIplusvaluefmmeducationallabomItisachieved

thIoughtheconstructionandpublicationofinfbrmation;andthedrivetoname,difYe配ntiate

andclassify．

Theuseofmetrics,taIgets,linkedtoincentivesandsanctions,andtheconstantcollection

andpublicationofperfbrmancedata,embcdsinstrumentalityineverythｉｎｇｗｅｄｏ,Andin

theprocess・ｗｈａｔｗｅｄｏｉｓａｌｌｔｏｏｆＩｃｎｃｍｐｔｉｅｄｏｆａllsubstantivecontent,Inc雁asingly,we

chooseandjudgeouractionsintemlsofefYectivityandappcamnce､BeliefSandvaluesareno

longerimportant‐itisoutputthatcounts・BclicfSandvaluesar℃partofanolder,increasingly

displaceddiscoUrseofpublicservice．

Zｿber壇/bFmed彫gzcher”｡“肋e"雄jIy

Withinallthis,individualｐ１℃-肥fbrmorp配-privatisationteachers,肥sea1℃hersandlecmr℃rs

findthemselvesstrugglingfOrauthenticity・AkindofvaluesschizophrEniaisexpenenced

whencommitmentandexpenencewithinpracticehavetobcsacrificedorcompromised

fbrimp”ssionandperfbrmanＣｅ,Hcrcthereisapotcntialisplittingibetweentheteachers

ownjudgemcntsabout,goodpractice'andstudents'needs'ontheonehand,andtherigoUrs

ofperfbrmanceontheothemThereisa‘diSjunctionbetweenpolicyandp唾ferT℃dpractice，

(NcNess,BrDadfbotandOsbom2003p､255).InBauman，s（l991p､197)temns,thisｉｓ‘the

privatisationofambivalence，which,‘castsonindividualshoulderscallsfbrabonestructu”

fewindividualscanboast，､Stress,illnessandbUmouta1℃oftentheresUlt．

Thereａ雁thrEeversionsof(in)authenticpracticesignalledhere;ｉｎ肥lationtooneself，

one，ssenseofwhatisright;inIElationswithone，sstudents,whenacommitmenttoleaming

isreplacedbythegoalsofperfbrmance；andinreIationswithcolleagues，whenstruggle

anddebate‐whatDeLissovoyanｄＭｃＬａｒＥｎ(2003ｐ､134)intheirversionofauthenticity

”ｆｅｒｔｏａｓ‘atrucdialecticalrelationship…betweenindividualandcollectiveｍｏｍｅｎｔｓｏｆ
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being'一pmcessesofmakingandselfLmaking,knowingthattheworldassomcthingwehave

produced-is肥placedbycomplianceandsilencc・Ｔｈｉｓstructumlandindividualschizoph唾nia

ofvaluesandpurposes，andthepotentialforinauthenticityandmeaninglessnesswhich

rcsultsisincrEasinglyaneveIydayexpenencefbrusall・Putanotherway,thosewhoseekto

maintainanauthemicitywithintheirp凪cticearcattemptingtoholdontoknowledgesabout

themselvcsandabouttheirpracticcwhichdivcrgcfmmprcvailingcategories・Theｓｅａ１℃ｎｏｗ

ｓｅｅｎａｓ'knowledgesinadequatetotheirtask..､naiveknowledges…disqualifiedknowledges，

(FOucaultl980pp､81-82).Anewkindofteacherandnewkindsofknowledgesa1℃'calledup’

byeducational応fbrm-ateacherwhocanmaximiseperfbrmance,whocansetasideirTdevant

principles,orout-modedsocialcommitments,fbrwhomexcellenceandimprovemcnt（in

whateverfbrmsrequirEd)arEthedrivingfbrceoftheirpracticc・Thenotionof‘doingagood

job，inthesetcrmsis妃ducedtoa‘thin，ve応ionofprofessionalityintermsofaccountingfbr

measurableoutcomes(CribbandBall2004)．

Ｐｂ$吻吻跡Ｓｍ"αjEsm

Ｉｎａｌｌｔｈｉｓ，practiceitselfiscommodificd・Valuereplacesvalues、Moralreflectionis

unnecessaIy,indeedobstructive・Whatisneededisflexibility,intermsbothofskills,intercst，

applicationandmomlity・ThenewknowledgeworkershouldnotbeencumberEdbyscruples・

Ｈｅ”coldcalculationandextrinsicvaluesp応dominate､Ｔｈｉｓｉｓｔｈｅａ1℃hetypal'post-modemI

professional-definedbydepthlessness,flexibility,transparencyandrepresentedwithin

spectacle‐withinperfbrmances・Liketheperfbrmativeinstitutio､,the'post-professional'is

conceivedofassimply肥sponsivetoextemal正qui配mentsandspeciiiedtaIgets,aImedwith

fbrmulaicmethods-‘whatworks'一suitedtoeveryeventuality,Their‘pmfessionalism，inhe礎s

inthewillingnessandabilitytoadapttothenecessitiesandvicissitudesofpolicy．

Thermderingofeducationalpmcessesintomctricfbrm,intocomparableperfbrmances

alsoservesanotherimportantfimction,ｉｎｔｈａｔｉｔ”nderseducationalprocessesintoafbIm

whichismorErEadilyprivatised-thatis,intoacontractablefbrm,intoafbrmfbrcostand

pmfitcalculation,intoaversionofeducationwhichcanbereduceｄｔｏａｃｏｍｍｅ1℃ialexchange

basedonoutputindicato応,whichcanbemonitored．
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Ｒａ1℃BonusfbrBmdfbrdFirm

TheprivatccompanywhichmanagesB瞳dfbrd，seducationhasreceivedjE880,O00afler

persuadingtheCitytoloweritstargets，

LastyearEducationBradfbId肥ceivedonjE8,450inbonuses・Thisyearitmanagedtohit31

ofits66newtargets,皿daccordingtoasurveybythe7ES,ｂｅcametheonlycompanyof

theninerunninglocaleducationauthoritiestoreceivedperfbrmancebonuses.(7遁Snd.）

Thisprocessofohjectificationcontributesmo雁gcnerallytothepossibilityofthinking

aboutsocialserviccslikceducationasﾉb""sq/p､血c"o",as‘justlike，scrvicesofotherkinds

andotherkindsofproduction､Ｔｈｅ‘sofi，servicesliketeachingthat唾quire‘humaninteraction，

a”necessarilymadejustlikethe‘hard'Services(booksupply,tmnsport,catering,instructional

media）whichcanbestandardiscd,calculated,qualifiedandcompared・Thisinvolvesthe

‘nattening，ofcomplexhumanandsocialpmcesscsinto‘crude”p雁sentations，，itisafbrm

ofviolence,Ｔｈｅ‘imperativeofexchangeabilitydependsupontheviolenceintheprinciplcof

identity，(DeLissovoyandMcLa1℃ｎ２００３ｐ,133).Withinallofthis,thespeciiicitiesofthose

humaninteractionsinvolvedinteachingandleamingar℃emsed,Thisprovidesthelogicfbrthe

substitutionofspecialistlabourwithgenericorunqualMiedlabo“andspecialistinstimtional

cultu正sbygenencmanagementsystemsandcultu雁sdesignedto‘deliver，impmvementsin

qualityandefiiciency,in℃spectiveofsubstance．

Sej助ngIjw8pmwc碗e”

OneofmanyaspectsofprivatesectorinvolvementinstateeducationinEngland､Ｉｓｔｈｅ

ｓａｌｅｄｉ雁cttoschoolsareamngeofsupportservicesandproductswhicharemarketedas

makingschoolsmoにefficientandcheapertonmandas‘enabling,themｔｏ‘improve，､PTivate

companiesonaconsultancybasiswillｗｏｒｋｉｎａｎｄｗｉｔｈｓｃｈｏｏｌｓｔｏｈｅｌｐｔｈｅｍrespondto

govcmmentpolicyにqui肥ments,improvetheperfbrmanccoftheirstudents,orinsomecases

extricatethemselvｅｓｆｍｍ‘specialmeasures'一alabelfbrschoolswhichhavebeendeemed

to‘fail，theiro価cialinspection､Inotherwords,impmvement,pcrfbmlanceandefYectivcness

canbcboughtandsoldascommodities・DifYe雁ntcompaniesofferdiffeにntratesandcosts，

differcntkindsofservicesanddifｆｅ配ntbmands,MostofthemajorcompaniesintheEducation
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ServicesIndustIymarket‘improvcmentpackages，、Expcrtise,mostiydevelopedwithmthe
stateSector,issoldbacktoschools．

Sellingschoolimpmvement

（brands）

Cocentra‘Futuにpmoiing，

EdisonschoolsUk‘EdisonDesign，

TribalGroup‘Pupils，Champions，

Edunova‘stepchange，

Pmspects‘PerfbrmanceLifeCoaching，

Mouchell-Parkman‘enablingimpmvcment，ａｎｄ‘Leadershipchallengemodel，ａｎｄ

‘EmotionalLitemcydevelopment，

ＨＢＳ‘econiidence，

Ｉｎｓｏｍｅｃａｓｅｓ，audits，coachingandmentoring，andprofcssionalandleadership

developmemcanbelinkedtoperfbrmancemonitoringandmanagementinasingleintegratcd

package．

‘‘BycombiningelementsofEdison，sschoolimpmvementprogrammewithMcLarcn'Ｓ

ｍngeofperfbrmancemanagememtools,theparme応hippmvidesamall-encompassing

andefYectiveenvironmentfbrbuildingleade応hipcapacityinschools”

（EdisonschoolsUK)．

Thisisyetanotherfbrmofthedisplacementorblumngofuscvalues(ａqualitative唾lation）

andexchangevalues(ａquantitative礎lation-aratioofeXchangebetweencommodities)．

Heresocialrelationsthcmselves,leadership,profbssionaldevelopmcnt,teachercapacities，

areacommodity-somethingtobe‘investedin，，thatproduces‘retums,、Perfbrmativity，

competition,andimprovementrc-workpedagogicalandinterpe応onal”lations､Ｔｈｅｙｂｅｃｏｍｅ
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whatKno昨Cetinacalls‘post-socialmelationships'一‘ashifiingofsocialactivitiesawayfmm

humanstowardsobjects'一adesocialisation(Wittcl2001p､64)．

CO"c〃＄わ〃

InowwhattoconcludebyplacingthesechangesineducationandthesocialIdationsof

educationintoamoregeneralconteXt､WithallthedangcrsofsuchgrandsimplicityIshall

argucthatweareseｅｉｎｇｔｈｅｅｍｅ『gcnceofasociety‘entirelyorderedbyasinglemodeof

exchange，(SlaterandTbnkiss2001p.199)一amarketsocietyifyoulike､Ｉａｍｍｏ歴than

rcadytoacceptthattheusefultmpcofcommodificationcanbeeasilyovcr-st礎tchedand

promiscuouslyappliedanｄｔｈｕｓｌｏｓｅｉｔｓｂｉｔｅａｎｄｐｏｗｅｍＩａｍｃｌｅarthateducation,families，

IEsea1℃h,ａ1℃actually肥p礎sentedbyabmadmngeofbehaviours,mechanismsa､dinstitutions

andthatatdifYerentpointswithinthesesocialfields,exchangeandoIderaIEaccomplishedin

differEntways・EducationpolicyitselfisfUllofcontradictions､NonetheIcss,withinthepublic

services,theeffectsofprivatisation,commodiiicationandmarketfbrccsａＩ℃ineluctable,not

justintermsofamechanismofrEfbrm,butintermsofthepossiblefbrmsofselfthatthey

makeavailabletous,ａｎｄthe，pmcticesthmughwhichweactuponourselvesandoneanother

inordertomakeusparticularkindsofbeing，(Rosel992)ｐ､161)．

Whilethe1℃ｉｓｃｌｅａｒｌｙａｎｕｒｇｃｎｔｎｅｅｄｆｂｒ‘morenuancedanalysesofthestructuringof

exchangewithincomplexsocialsystems'(SlaterandTbnkiss2001p・’99)一likeeducation，

P℃rhapswhatweaIEseeingiswhatFbucaulthascalledanepistemicshift-thatisapmfbund

changeintheunderlyingsetofrulcsgovemingtheproductionofdiscouIscs,theconditions

ofknowledge,inasinglepcriod-acultuIaltotalityormulti-dimensional歴gulariUifyou

like;socialstructuresandsocial肥lationsthattakeshapeastheileshandbonesofadominant

discou応e、

Thatis,ageneraltmnsfbrmationinthenam配ｏｆsocial配lations-basedonthe配movalof

manyofthekeyboundaneswhichhaveunderpinnedmodemistthoughtandaconcomitant

collapseofmomlspherEsandatotalsuboIdinationofmoralobligationstoeconomiｃｏｎｅｓ

(Walzcrl984),whatBemsteincallsadislocation(Bemsteinl996).Newkindsof肥lationsto

andwithineducationandleamingaI℃beingenacted-‘the雁isacrisis,andwhatisatstakeis
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theveryconceptofeducationitself'(Bemsteinl996p､８８)．

Whatlamarguinghereisthatprivatisationisnotsimplyatechnicalchangeinthe

managementofthedeliveIyofeducationalservices-itinvolveschangesinthemeaningand

cxpenenceofeducation,whatitmcanstobeateacherandalea、配ItchangeswhoweaIEand

our応lationtowhatwedo,enteringintoallaspectsofoureveIydaypmcticesandthinking-

intothewaysthatwethinkaboutourselvesandourIElationstoothe応,evenourmostintimate

social雁lations・ItischangingthefmmeworkofpQ錘ihiliLi錘withinwhichweact､Thisisnot

justapIocessof肥fbrm,itisaprocessofsocialtmnsfbmlation､Withoutsome雁cognitionof

theinsidiousworkthatisbeingdone,ｉｎthese肥spects,bypIivatisationandcommodificatiｏｎ－

wemayfindourselvesIivingandworkinginaworldmadeupenliにlyofcontingencies,within

whichthepossibilitiesofauthemicityandmeaninginteaching,leamingandrescarchare

graduallybutinexorablye【ased．

Ｎｏｔｅ

（１）Thefbrmerreferstothcbringingin,invarlousways,ofprivateproviderstodeliver

publicservices､Thelatterreferstothe応-workingofexistingpublicsectordeliveryintofbrms

whichmimictheprivateandhavesimilarconsequencesintermsofpractices,valuesand

identities(SeeHatcher2000)．

（２）‘Thoughpersuadedbywritersoftheseventeenthandeighteenthcenturiesthatself‐

loveandselfLinte肥stmzZylcadtosociallypositiveeffects,heISmithlwasawaI巴thatwhether

ornottheyac奴αﾉｩdohavesuchefYectsdependsontheinstitutionsthroughwhichtheyaI己

chaImelledanddi1℃cted，(MUllerl993p､９８).．

（３）‘Inthecomputerage,thequestionofknowledgeisnowmo雁thaneveraquestionof

govemment，(Lyotardl986p9)．

(4)Ｉ応ａｄ1℃centlythatfbllowingsomeshootingincidentsanJapanesecompanywasnow

marketingbullet-proofcoatsfbrschoolchild配､．

（５）Themagazinecultu雁ofpaImtingplaysaninc雁asinglyimportantmleindeiininggood

par巴nting,andallthatitinvolves,Rcsponsibilitiesinc肥aseexponentially,possibilitiesbecome

needs,ａｎｄ‘thoseneedscanpositionuswithintheideologicalsystemofconsumption，(Lee

l993p､２２)．

4０



CommodifiにationofEducationinEngland

（６）The配isａ‘dematerialisationofthecommoditｙｆｂｍ,whe肥theactofexchangecentrEs

uponthosecommoditieswhicharetimemtherthansubstancebased，(Ｌｅｅｌ９９３ｐ､135)and

aconcomitantgrowthin‘experientialcommodities，representing‘thepushtoaccelerate

commodityvaluesandtumove応，(Leel993ｐ､137)．

（７）The１℃isstillspacefbrthechildtochooseamongthevarietyofactivitiesｏｎｏｆｆｅ凪

（８）Principalsa1℃expectedtohustlefbrcustomers,r℃putationand正sour℃es,EncouIaged

tocultivateclientsandthemedia,andtoseeksponsors，thcyhavebecomeeducational

ent死p応neurs，(KenwayandBullen200１ｐ・’35)．
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翻訳

イングランドにおける教育の商品化

イングランドにおける教育の商品化：

社会関係の新しい形式にむけて

スティーブン・ボール

石黒万里子（訳）

く＞内は強調

市場原理と市場の管理職はますます教育の政策と実践の管理職となる。

（バーンステインｌ９９６ｐ､87）

(かつて主にＬＥＡによって供給された）学校のすべての事務サービスは、ここ

2,3年のうちには民間企業がとって変わるだろう。みなすべて正当なマージンを

得たいと思うだろう。

(アーサー・アンダーセン政府サービス部門代表、万mesE血cα『わ"S”ん"，e"応，

1998,1.9）

政府は今日、ビジネスと学校をつなぐための１ケ所ですべてまかなえる公明正

大なワン・ストップ・ショップをアメリカ流巨額資産を持つスポンサーにやらせ

るために設立するだろう。ビジネス開発ユニット（実際には教育雇用省内部の手

近なエージェンシーではあるが）がより協同的民間機関の全国的アプローチ育成

を試みている。

(フイナンシヤルタイムズ2001.3.20）

イギリスや他の英語圏の国々、ヨーロッパ、南米、中国、東南アジアの国々の公教

育の民営化は、ますます公教育の失敗や問題の解決方法とみなされている。競争と利

潤の原理は、この５０年から１００年にわたり、ほとんどの発展途上国および先進国

石黒万里子（いしぐろまりこ）早稲田大学院生
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での、公教育を組織し供給してきた慎重さと正当な手続きをもつ専門官僚(bureau‐

professional)の管理に対し、効果的で有能な代案を与えるとみなされている。実際、

現代政策のディスコース（言説）内では、「民間なるもの」が理想化され、ロマンと

みなされている。その一方で、専門官僚(bureau-profbssional)による、公的な福祉の

供給は一貫して、そしてしばしばよく考えられることなしに、悪いものと信じ込まれ

ている。バーンステインによると、

市場の適切さは、言説の選択、言説の互いの関係、形態、リサーチのための重要

な方向指示を与える基準となりつつある。この動きは、小学校から大学に至るま

で、深遠なる含意を持っているのだ(Bemsteinl996p87)。

日本では明らかに、教育における私立教育機関や教育市場の作用がよく知られてお

り、とくに主要大都市の中等教育、高等教育、そして塾と予備校の役割というレベル

ではとくに、一般教育の供給において、十分確立している。しかしながら、これらの

民間教育機関は、イギリスで起こっているように、公教育を供給し、支援するための

民間教育提供者の利用というよりは、公的部門と競争をしたり、民間部門間内部での

競争をする民間教育機関である。

私はイギリスにおけるそのような発展の詳細や、そこに含まれる構造、倫理的変化

についてどこかで書いてきた。ここでは－内的、外的という意味で（註ｌ)－ある異

なる方法で私は民営化という問題を取り上げたいと思う。そして、私たちがそのよう

な政策において今目の当たりにしていることは、単なる教育の供給の様式における技

術的変化ではなく、教育とは何か、それはいったい何を意味しているのか、また教育

を受けるとはどういうことなのかということを巡る社会的文化的変化なのである。私

が示唆したいのは、この変化は、社会的なるものの領域内でのより一般的な運動のワ

ンセットの一部であるということだ。すなわち商品化のプロセス。

民営化という用語を、簡略に言えば、私は公正に一般化してここでは使っている。

もちろん私はこの用語を使うにあたって、ひとつの決定的な下位区分についても注記

しておきたいとは思う。つまり内的と外的民営化の違いである。リチャード・ハッチ
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ヤー(2000年）の用語である(Hatcher2000)。これはいわゆるグレン・リコースキ

ーが「資本化」と言及していることだ。すなわち、公立の学校／大学が、価値／商品

を生産する企業へと転化することである(Rikowski,2003)。それらは「資本の蓄積モ

デルの上に制度的に再編される｣(Shumarl997p､31)。私は以下でこの両方の事例に
ついて述べていこう。

商品化という用語はマルクスの商品物神崇拝という観念に由来している。しかしそ

の包括的意味合いはアダム・スミスと彼の市場と競争の道徳的含意についての深いア

ンビバレントな有り様にまでさかのぼることができる（註2)。商品崇拝、またはマ

ルクスも呼ぶ商品形態の謎（『資本論』第一巻第１章、第４節）ともいえるが、そ

れは資本経済の背後にある隠された社会関係をもっともシンプルで普遍的な方法で

表すものである。それは商品や事物の間にある関係の形式について、またはそうい

うものとしてなされる社会関係を論じる概念である(Bottomore，Harisi他１９８３年、

P87)。あるいは、「事物の間のもっとも空想的な形式」である。Marx’１９７６年、Ｌｅｅ

１９９３年より引用)。これは抽象概念の具現形態で、人間の財産、関係、活動を、個

人から独立し､彼らの生活を統治する事物へと転化させるものである。それはまた｢社

会生活において生じるある特定の変化をモデル化する方法でもある」（Sumar,l997

P23)。これがここで私が使っている概念の重要な側面である。商品化は私たちの生

産と消費活動における日常生活で生じている変化を自然化するような注意、そして新

しい市場、新しい生産物、そしてそれゆえ利潤の新しい源泉を追求することを支持す

る資本主義のより一般的な過程とそれに内在する危機と不安定さをもたらす。商品

を物神化することにおいて、私たちは価値を生産することにおける人間の関係性とい

う卓越性を否定しているのだ。実際、社会的なるものを消しているのだ。「私たちの

世界理解は、人々によって作られる社会的価値から、所与のものへとシフトしてい

る」（Shumarl997P28)。そしてそこでは「すべてのものは量という意味で見られ

る。あらゆるものは現実化される、あるいは期待された価値の単なる合計へとなる」

(SlaterandTokiss2001,Pl62)。私の議論を発展させるために、一般的商品（教育そ

のものの事例として）に関連する問題と、教育の過程において内在する教育労働とそ

の他の社会関係に含まれる問題との間を行き来しよう。

商品化ということばの現代的使用法は、２つの主な方法がある。交換価値による使

用価値の置換について言及する方法である。もう１つはより一般的に、いかに消費
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者文化が複雑な過程の中にある配列を通じて、日常生活の中に位置づくようになった

のかを示す(Gottdiener,2000)。ヒュー・ウィルモットのイギリス高等教育の近年の

発展についての議論は、「使用価値としての研究者の労働の商品化は、個人としての、

市民としての､そして最低限文化的に価値のある知識を保管し､伝達するものとして、

学生の発達への貢献という形式において、研究調査結果と教授の質についての尺度に

おける強力な業績から、直接的にあるいは間接的に生まれでる資源という意味におい

て､その交換価値を高めるこういった事物を行うという前提によって置き換えられる。

これに関連して、彼はさらに以下のように述べる。「学生たちは『顧客』として明確

に構成され、学位は学生を人生に備えるための教養教育というよりは、（希望的には

)職業に交換できる商品であるという考えをさらに推し進める展開となる」（Willmott

l995plOO2)。ここで私たちは社会関係を事物へと転化させる多様な側面をみるこ

とができる。新しい「市場」と顧客への再志向を求めることの一部として、高等教育

の「配給」と消費の新しい形式は、学習をますます断片化することをもたらすように

作られつつある。カリキュラムは、（BBCのrevisionwebsiteでのバイトサイズであ

る）知識のまとまりのシークエンスとして再編される。それは「単位」に転換され、

内部的首尾一貫性の保障もなく、新奇な方法で組み合わされる。すれらは、ボローニ

ャ宣言のジャーゴンにおいて「読むことができる」ようにされている。すなわち、デ

ヴィッド・ロバートソン(2000)が呼ぶように「カット。アンド・ペースト高等教育

カリキュラム」へとなるのだ。流動的で直接的ではない。それにも拘らず、ロバート

ソンは、「専門的学術的横断的多産性と組織的柔軟性」（RobeItson,2000)という意味

においてこの効果について楽観的である。より悲観的には、それは教授的関係と価値

を周辺化するかもしれない。そのような変化において､学生は､活動的顧客であるが、

受動的な学習者であろう(Cloete,Fehneletal2001)(FabosandYoungl999)。

これはリオタールの用語で要約されている。「それは真である」「それは正である」

から「それは役に立つのであろうか、売れるか、効率的であるのか」という問いへの

シフトの中でまとめられる。（Lyotardl984P51)。そこには外化、または疎外のプ

ロセスがある。これは知識経済の前提条件、またはリオタールが使う「知識の商業主

義化」（P､51)である。知識はもはや「思考と解放の大きな物語を通して」（p38)正当
化されず、むしろ「最大限」の語用論の中で、理想の創造より、スキル、利潤の創造

となる。それは教育の潜在的可能性と目的を定義する経済主義である（註3)。
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私はこれから３つの社会分野における商品化のプロセスを論じていく。

第一に、子ども期と親業の関係

第二に、我々自身に対する関係を含む教育における社会関係

第三に、より簡単に、学校改善との関係

子ども期と親業(pa『enting）

今や教育市場は、教育機関の間の単なる選択や競争といった問題ではない。教育市

場は、公的・私的に提供される、財やサービスや経験や道筋の、拡散し、拡大し、洗

練されたシステムである。多くの親たちにとって、子どもたちのための教育機会は、

公立そして／または私立学校の完全なる混合を通して、また、教育的玩具や教育的効

果のある娯楽、親向けの課題、個別指導、家庭でのｅラーニング、「夏期大学｣、宿題

クラブ、商業活動（イングランドにはTumbletots,Crescendo,StageCoachPerfbrm

などがある)、情報と助言の資源(学校・大学案内）といった、有料の付随物を通し

て求められる。学習は売り物であり、「教育はますます多くの種類のメディア産業に

重要な市場の機会を提供すると思われる」（Buckingham,、ｄ＃1604)。親業はますま

す重要なものとなり、多くのことが要求され、専門化されている。そして今や、まさ

に親業それ自体が教えられている（多くの日本人研究者が、日本の親業の変化、とく

に母親たちの態度と行動の変化に言及している)IBassani,２００３＃16031。

直感的親業はもはや十分良いとはいえないといえるかもしれない。実際、子ども期

にそって、親業それ自体がますます政治化され商業化されている。ミドルクラスの親

は、他者と同じようになるようなモデルにしたがわなければならない（たとえば、親

業コースは国家が養育スキルが不足しているとみなされた者たちのために提供するだ

けではない。ParentCompanyのような企業がひとりあたり４５ポンドで「男の子の

育て方」「女の子の育て方」といったトピックについてイブニング・セミナーを提供

している。またそれら企業は同様に、電話を通した親業クラスを提供している。親業

実践、「家族生活を変えるスキル」を提供する。「より幸福で協力的な子どものいる、

効果的で落ち着いた親になりたいと思いませんか｣。近日開催予定のワークショップ

(すべて一人３８ポンド、夫婦で６０ポンド）には、「きょうだいげんかを減らすには」

｢大人一子ども関係を良好にするには」がある)。
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同様に、親業はますます「リスキー」なビジネスとして、政治的経済的変化の両方

に対応するかたちで経験されている(Ball2003)。親は、「リスク管理職」として行為

することが期待される。すなわち､ますます競争的で予想のできない未来に関連して、

あなたの子どもにとってもっともよいことを確実にするため、「約束されたご都合主

義(opportunistic)の行為」（Giddensl991pl32)が求められ、結果として、もっと

もよいことのためにはどのように行為すればよいかについてのジレンマを生じる。リ

スク、不確実性と不安は、部分的には市場によって生産されるのであるが、それ自体

もまた市場機会一満たされるべき空間一である（註４)。親業それ自体は、ますます

商業化されている。例えば、新しい世代の子ども期・親業の専門誌(ﾉ"､o';ｍｅ恥r〃

厨"“ｒＰａ肥"""ｇＭ上zgazj"es・Ｌｏ"do"ＩＦＣﾉｶj〃Mzgaz伽e,“W"gRzmMyα"。Ｌ旅,Rzmj"“

so"油ｗｔｓｒ,Ａ"gelsα"。Ｕｱ℃ﾉij"s,Ｆ１α"αcA)は、一般的には、新しい市場としての不安と

子ども期の両方の商業的搾取によって繁栄している。デヴィッド・バッキンガムは、

現在のイギリスの教育政策が、「メディア産業に対して、親の不安感を利用すること

を比較的容易にしている」と主張するIBuckinghamnd＃16041。

このような雑誌はアドバイスを提供するが、新しい欲望を創造し、恐怖をあおる。

おかしなことに、「アドバイスと情報の供給はまさに、多くのリスクの『生産』と伝

達を意味する」（Crookl999p,180)。これらの雑誌において、親業は、規範的実践、

リスク・アセスメント、消費、子どもへの投資などからなるあいまいなものである（

註５）。子どもは、欲望／動機／罪、そして期待が一緒になったものに巻き込まれる。

バウマンが指摘するように(Baumanl988/9)、市場は今や、消費者が人生について、

あるいはここでは、子どもたちの人生についての確実性を得る、基本的な方法である。

このことと関連し、子どもたちの生活のすべての側面は、子どもの充実や成功のため

に必要なものとして新しいニーズや欲望が創造されることにより、商業的搾取に開放

されてきている。

リスクと不安(肥満、食欲不振、失業、ドラッグ、児童虐待、貧しい学校、危険な

街角、大気汚染、食品添加物）の文脈で、思慮深い親はもはや、公的サービスも直感

的親業も、機会と利益と幸福と健康とを確実にするような子ども期を子どもたちに提

供する上で､適切なものとして信用することができない。ベックの指摘を換言すれば、

｢個人化された社会」では、親は、「永遠の不利益を覚悟して｣、子どもたちの「経歴、
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能力、志向、関係などなど」に「関して、彼自身または彼女自身を、行為の中心とし

て、計画する職として考えることを」学ばなければならない(Beckl992P35)。そ

れらが可能なとき、そのような子どもへの投資は後に社会的優位性という点で実現さ

れうる。

しかし、メアリー・ダグラスが主張するように、市場の文化は「とても組織化され

ているので、無能や弱さは補償されることはありえない」のouglasl994)。これらの

新しい責任の状態の中で、子どもの失敗はますます親のせいということになり、親の

責任についての高度に規範的でひそかに階級化された見解を構成する、無責任な親業

をめぐる継続的なメディア・パニックの流れが起こる。「ブレアのクローン化」とシ

ャロン・ゲワーツが呼ぶところのものである(Gewirtz2001)。

商業化され目的化された子どもは、第一に親業、第二に商業的経験と相互作用の集

合的努力の産物である。子どもは「成功する」社会的教育的主体として「つくりあ

げられる」－「機会」と「相互作用」と「経験」の作成と購入を通して、意図的に、

承知の上で生産され、形成され、方向づけられ、動機づけられ、構成される（註６)。

－しかし明らかに、こうした購入はすべての人に利用可能なものではない！＜そして

ある部分、このことが重要なのである＞。

これら全てにおいて、以前よりも明確に、我々は家族を特有の能力と行いを形成し

生み出し、（ベックの言葉によれば)彼ら自身のプロジェクトをつくることによって

世界を引き受ける、起業家的主体をつくりだすものとしてみることができる。「起業

の倫理」は、「長い間、本質的に計算と自己宣伝の理論的根拠には抵抗するものと思

われてきた『私的』領域に浸透して」きている(Rosel992pl57)。

多くの領域で学ぶ子どもを作り出す（または作り出そうとする）ことが必要である

という感覚は、国家、メディアと社会的ネットワークの中で形成され、道徳的責務、

期待と奨励一「相反する感情と責任」旧all2003p､55)を付随する。つまり「人は子

どもにとって十分には長生きしないのではないか」ruredi2001,p,64)、「良い親」で

はないのではないかという不安にかられる。ロンドンの保育市場での近年の調査から

何組かの例を挙げよう。

I息子lは週２，３回のテニスの練習があり､I娘lは１，２回あります。そして彼は、
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ピアノとバイオリンを演奏します。彼は夜に音楽をやり、そして、水泳もそんな

感じです。でも夜にはそれら全てをやる時間があるから、いいのです。（再イン

タビュー、Emily、ＳＮ、ｐ､11）

私は彼女をバレエに連れて行きました。それは彼女がちょうど幼稚園に行き始め

たときで、私は彼女は小さすぎると思いました。彼女は私のひざの上でややおび

えていました。だから私はそのことをしばらくは放っておきました（註７）。そ

して私は彼女にバイオリンを始めさせようと思いましたが、まだどうしようか考

えています。それは大変な仕事だからです。明らかにわたしもそれを学ばなけ

ればなりません。私はただ案内書だけ入手しました。でも私は私たちがそれを

１００％やるとは思いません。（Denise、ＳＮ、ｐ､23）

彼女はもうすぐバレエに行きます。希望すれば幼稚園で追加レッスンを受けるこ

とができるので。彼女は週に一度演劇と音楽をやっています。わたしたちは週末

には彼女たちを連れ出しますが、他の子どもたちとの他の活動ではありません。

それから楽器についても考えないといけないと思っています。そうですね、バイ

オリンとか。Oessica,StokeNewington）

さまざまな異なる方法で、子どもたちと子ども期は、今や「市場で満たされている」

(Balll994)。ボードリヤール(1998)は「消費は生活全体に浸透している」と述べて

いる。子どもたちへの責任とともに、親の付随的不安、そして市場の魅力は、しばし

ば熱狂的活動を導く。

イギリスでは２００３年に695,000人の子どもが生まれ、アメリカンエクスプレス

によれば新しい赤ちゃんに備えるためには平均3,000ポンドを費やすという。新生

児市場だけで、２０億8,600万ポンドである。平均的な中程度の収入の人が、赤ちゃ

んのための準備に費やす支出は5,000ポンドに近い。しかもこれは赤ちゃんが呼吸

する前のことである。５歳以下の市場は、２００２年には４３億ポンドと見積もられて

いる(BusinessLifeNovember2004p,43)。

ＷＡＡの調査によれば、ロンドンとバーミンガムの広告代理店は、平均的家族は

子どもが６ケ月から８歳の間に、追加クラスや活動（学校外時間）に、1,500ポ
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ンドを費やすことを明らかにした。ほとんどの活動は５週間以内に参加されな

くなる。Ｉこの合計はｌ特別な備品を考慮に入れていない。Ｉ会社向けのスポー

クスマンのコメントによれば｝「親は明らかに子どもに人生のへツド・スター

トを与えたいと思っているが、不幸なことに、親はしばしば、子どもたちが小さ

すぎるときに子どもたちに活動を開始させている・・・。」（LovingandFamily

Lifb-1p"｡b"1,Cｿij〃Mzgazj"e,Ａｕｔｕｍｎ２００４ｐ､9）

今日我々は、表面上は、子どもたちに終わりのない多くの活動と機会を与えるこ

とができる。子どもたちに、生活を豊かにし新しいスキルを学ぶ全てのチャンス

をとらえることを望むべきであるのは当然である。ではなぜ我々はそうするのか

?皮肉にも、我々は必死になって、心から、良い親でありたいからである。我々

は子どもたちに、できるだけ多くの機会を提供し、成功への確実な道に子どもた

ちを進ませてあげたい。「親は根本的な不安につき動かされている」と、『登録

しよう！親向け、スポーツ・活動・音楽のレッスン・ダンス・クラス・その他の

課外活動のための完全ガイド』の著者、スティシー・デブロフ（StacyDeBroff）

はいう。「私たちは世界がますます競争的で専門化していると感じていて、だか

ら私たちは、私たちの４歳の子どもにする選択が、人生の成功に関連している

と考えるのです。もし私たちが子どもたちに優位性を与えなければ、私たちは悪

い親になっていくと考えます」（DianneDelvininLovingandFamilyLife‐

Zp"｡ｂ"ｂＣｿi血Mzgazj"e,Autumn2004Pl6）

生徒の経済的価値

当然のことながら市場には二つの側面一消費くと＞生産一があり、教育市場におい

てもそれは例外ではない。ここで私が示唆したいのは学校教育における国家市場の効

果も、その内生的な民営化を伴って、また別の子どもの商品化における明確な証拠を

提供するということである。競争と学校の多様性、リーグ・テーブルによって提供さ

れる「情報」に対する要求は、成績向上と目標達成そして頭割り補助金のために国か

ら圧力をかけられているが、それらは支出抑制の時代において地域の「生徒の経済的

価値」を形成する。その結果学校は「改善」と「業績」に最も貢献しそうな生徒、簡

単に安く教育できる生徒、そして最も彼らと同じような魅力を持つ人を呼び寄せるこ
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とに貢献しそうな生徒を募集しようと張り合う｡多くの校長が認め始めているように、

自分の学校を向上させ、成績文化の中の上手くやっていく最良の方法は、入学する生

徒（の質）を変えることである（註８)。

もし自分の学校の成績を上げたければ、入学を統制をしなさい。（南ロンドン総

合制高校校長）

この経済理論では、ある生徒は価値が高く、「価値を付加する存在」であり、そ

の他の生徒は価値が低く、「よくない価値を付加する」存在である(Kenway&Bullen，

2001ｐ､140)ので、可能であれば、避ける。生徒とその両親は、事実上、制度の交換

価値の生産者である(Kenway&Bullen,２００１ｐ､137)。両親「は子ども達をよく勉強さ

せるようにすることが期待されている」（p､138)。最終的に子どもはある目的達成の

一手段となる。すなわち事物;付加価値がついて評価されるかコストがかかったこと

により非難されるかである。それゆえ、全体的に教育市場において女子の方が男子よ

りも高い価値を伴う(Ball&Gewirtz,1997)。

Iワイハムにおけるｌ女子校は競争率が高いと思う。というのも男子校よりも女

子校の方が多いため、有望な女子の数が少なくなるからである・・・もし学校が

女子を選ぶことが可能なら、我々は入学者の均衡を保つために選抜することが許

されるべきであり・・・試験結果を向上させることにもなるだろう・・・より難

しいのは男子校を向上させることである。（テニソン、校長）

入学を統制しないと、市場は「最良の部分をすくい取る」方策---入学者を「統制」

したい学校によってなされる巧妙な（あるいはそれほどでもない）戦略であるが一

を生み出すことになる。それゆえ入学を規制する者が必要なのである。生徒一商品

におけるこの市場の一つの副テキストは社会階級である。ある階級の生徒はより高い

価値をもたらす－「良い」評判はより多くのミドルクラスの生徒をひきつけるし、よ

り多くのミドルクラスの生徒を集めることは学校の成績を「向上」させるのに「利用」

され得る。

仮に学校が（そしてテニソンが）おそらく可能であるにもかかわらずバンディン

グ(能力別に分類した上でその分類からバランスよく入学者を決定する）などし
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なくても、良い評判があるがゆえに、非常に多くのミドルクラスの両親は子ども

達を入学させたがるだろう。良い評判はより良い学生を募集することができるの

である。（教師、ハツレット）

バンデイングは廃止された。・・・２００４年の９月から。・・・それゆえより多く

のミドルクラスの学校ができたのである。・・・２００４年にどのような入学者を

得たか見るのは興味深いことであろう。・・・理論的にはこのことが質的に学校

を向上させ得た。（テニソン学校評議会委員長）

生徒の経済的価値一「容易な子ども」そして業績文化における成功の追求一は、

面的な結果であるにもかかわらず、現在の教育政策のまさに生産物である。

ここで倫理の堕落が、それは内生的な民営化と市場の「規律」によってもたらさ

れるものであるが、明白になった。市場における生き残り商戦において、ケアや平

等価値における細かい点は容易に重要事項ではなくなる。提供者と「クライアント」

間の社会関係そして提供者自身の間の社会関係ははっきりと変化しているのである。

これこそが「倫理的再道具化(ethical-retoolin9」の過程である（ブルデュー、l986

p310)。

教室での商売

子ども期の商品化の以上の概略に、教育、子どもそして資金の間にある関係につい

ての一つ別の面を加えたい。すなわち、学校そのものが消費の場一学校で子どもたち

の日々の生活に営利的な広告や販売そして製品の配置が浸透しているということ－で

あるということ。こうした活動をケンウェイとブレン(2001ｐ,90)は「乱雑な企業」

と呼んでいる。アレックス・モルナーとアリゾナ州立大学の教育政策研究室は合衆国

におけるこの現象、特に生徒の健康との関係に関するそれについてモニタリングと検

討をかなりの量研究をしている。彼らのデータベースから一つの例のみ提供しよう。

1998年９月、コロラドスプリングス第１１学区の学校リーダーシップ代表ダイ

レクターであるジョン・ブッシーは、学校長らに覚書を送った。コロラドスプリ

ングスのコカ・コーラ社との独占的な契約を監視していたブッシー氏は学区も
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認めるところの「コーク野郎」であった。覚書の中でブッシー氏は、もし独占的

販売協定により充分な資金利益を得るためには第１ｌ地区の生徒たちは70,000

ケースのコカ・コーラ製品を消費する必要があると指摘した。コカ・コーラ製品

の消費をより奨励するために、ブッシー氏は学校長に以下のような助言を提供し

た：「自動販売機をおいて、一日中、生徒が購入し消費できるようにしなさい｣。

そして「いつもいける場所に販売機を置きなさい｣。彼はまた学校に追加の配線

を提供することを提案した・・・

この国では食糧委員会（FoodCommission）その他が、他の何よりもキャドベリー

社のチョコレートとウオーカー社のポテトチップスの販売促進に関心をよせている。

それらは生徒達をターゲットに、彼らが学校の備品のためのトークンを集めるとい

うものである。キヤドベリー社はバレーボール用品一式を得るために生徒らが5,440

本のチョコレートバー－３３キロの脂肪と１２５万カロリーを含む一を食べねばなら

ないとわかったために無料のスポーツ用品に関するキャンペーンを破棄した。対比し

て、ウィータビックス社の「万人のエネルギー」パックにはスポーツデイの計画をし

て無料の（ブランドもの）備品を得る助言が載っているが、これはイギリスの初等学

校の４８％から応募があった(7遁Ｓ25.06.04)。ＮＵＴが見積もるには、スポーツブラン

ドは教室における消費者を対象に今や年に３億ポンドを支出している。

どんなものであれ市場は複雑な現象である。それらは多面性を持ち、きちんと定ま

っていなく、しばしば予測不可であり、創造的でもあり破壊的でもある。子どもと子

ども期は今や市場関係が完全にしみ込んだものであることは明白であるように思われ

る。そしてこの浸透の中で、子ども期の意味や良く教育を受けているということが意

味するものがかなりの変化に左右される｡ケンウェイとブレンが主張するには､｢教育、

娯楽そして広告崩壊の間が限界を迎えるにつれ、若者の形成において、我々は新たな

段階に入っているのである」（2001ｐ,3)。

社会的諸関係

私はすでに、教育の、そして子どもの民営化と商品化のいくつかの方法、そして教

育の社会的諸関係の本質が変化するいくつかの方法について指摘しはじめている。私

はここでさらに社会的諸関係に焦点を当て、いくつかの一般的な、そしてより特定的
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には今生じつつある変化について注記したい。

一般的に言えば、教育はますます、実際にはおそらくほとんど専ら、その経済的価

値、国際市場競争への貢献という意味において、政策のなかで語られるものとなって

いる。ロバート･コーエンはこのことを｢後期現代教育パターンにおける驚くべき『社

会』の退去」(Cowenl996p・'67)と書いている。教育はますます「経済主義」の「規

範的想定と規定」に従属するようになっており(Lingard,Ladwegetal,ｌ９９８ｐ８４)、

そのように主張されている。この経済主義は多くの形態をとっている。２００５年６月、

ＥＵ議会に向けたスピーチのなかで、トニー・ブレアはヨーロッパについての政策ア

ジェンダに関する彼の見解を以下のように論じていた。

我々の社会モデルの目的は、我々の競争能力を拡大すること、人々がグローバリ

ゼーションに対処できるように助けること、人々にこの機会に取り組ませるこ

と、危険を避けるようにすることであるべきだ。もちろん、我々には社会的ヨー

ロッパ(asocialEurope)というものが必要だ。しかしそれは機能する社会的ヨー

ロッパでなくてはならない。

そして、いかにそうするのかという方法については語られてきた。２００４年コッ

ク報告(Kokreport)はその方法を示すものである。知識、スキル、活動的な労働

市場政策、サイエンスパークと革新、高等教育、都市部の再開発、中小企業支援

における投資。これは現代の社会政策であり、未来の多くの仕事を犠牲にして現

在のいくつかの仕事を救うような規制や職業保護ではない。

諸機関一カレッジ、学校、大学一において、手段／目的の論理、経済競争のための

教育は、一連の標準化され測定可能な生産物の中、かつては教授、学習、調査の社会

的プロセスであったものを、一連の標準化され、測定可能な生産物へと変容させるこ

とができる。ナショナル・カリキュラムの達成レベルの基準、成績指標、ターゲット

などの使用などはまた、教育プロセスのこうした具体化に寄与するものである。教育

における判断のこれらの新しい通貨は、実践者と機関をその牛産件、その業績という

意味においてだけ価値づけるような比較の土台をもたらすのである！生産的な個人は

企業主義的に改革された公的セクターにおける中心的な経済的資源なのである。
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個々 の主体、あるいは機関の業績は、生産性や成果の測定基準、「品質」の表示、

あるいは昇進や査察の「契機」として働くものである。異なった種類の活動を通分可

能なものにするために使われる計量(metric)というものが作り出される。それらは判

定の範囲のなかに存する個人や機関の価値や質、値打ちをとらえたり、表象したりす

るものである。人間が商品化されているのである。私たちは他者を内面の人格的価値

ではなく、その業績、集団や組織の業績への彼の貢献だけで価値づけるようになる。

これは、私が後に論評するような社会におけるいくつかの種類の変化を示すものであ

る。それはウィッテル(Wittel)が「ネットワーク社交性(NetworkSocialiW)」と称す

るもの、物語るというよりは「情報提供的」で、データ－ここでは業績データ(RAE

比率、出版の数、ＧＣＳＥのパーセント、オックスブリッジへの進学者数など)－の交

換に基づいているようなものへの動きである。業績達成可能性(perfbrmativity)は、

リオタールが「業績と効率性の恐怖一ソフトでもハードでも」（l984p・xxiv)と称し

たものを構成している。私たちは「操作可能（すなわち通分可能であるということ）

でなければ消失するしかない｣。こうした恐怖は大部分は「現代的実践の自然な傾向

一不寛容」からきている(Baumanl991p8)。それは弱者や業績が基準に満たないも

のを駆逐し、常に改善を追究する。それは教育労働からいっそうの剰余価値を抽出し

ようとするものである。それは情報の構築と公表、名指しし、差異化し、分類するこ

とを通して達成される。

インセンティブや制裁につなげられた計量、ターゲットの使用、業績データの定期

的な収集と公表は、私たちがすることのすべてに道具的に埋め込まれている。そして

このプロセスにおいて、私たちがしていることはすべての実質的な内容をしばしば空

にするだけである。ますます私たちは私たちの行為を効率性と外見という観点から選

択し判定するようになっている。信条と価値はもはや重要ではない。問題なのは成果

である。信条と価値は公共サービスの古くて、徐々に消えつつあるディスコースの一

部なのだ。

改革された教師と確実性

こうしたことのすべてにおいて、個々 のく改革以前の、あるいは民営化以前の＞教

師、研究者、講師たちは自分たちが確実性を求めて闘っていると考えている。ある種

の<精神分裂病的な価値＞が、実践におけるコミットメントと経験が印象と業績のた
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めに犠牲にされたり傷つけられたりしてきた。ここには、一方は「良き実践」につい

ての教師自身の判断と生徒の「求めるもの｣、そしてもう一方業績の厳密さとの間に

潜在的な「分裂」が存在している。「政策と好まれる実践の間の元離」が存在してい

るのだ(NcNess,BroadfbotandOsbom2003p255)。バウマン(l991p､197)の用語

では、これは「アンビバレンスの私事化」となる。それはほとんど誰も誇ることがで

きないような骨格に対する要求を個人の肩に背負わせる」ものである。ストレス、疾

病、燃えつきなどはしばしばこのことの結果である。

ここで表示される（非)確実な実践には三つのバージョンがある。その人自身との

関係において、何が正しいのかについてのその人の感覚。その人と自分の生徒との

関係において、学習への関与が業績上の目的によって置き換えられる場合。同僚と

の関係において、デ・リソヴオイとマクラーレン(DeLissovOyandMcLaIも、2003,

p,134)が彼らの確実性についての著書のなかで「個人と存在の集合的契機との間の

真に弁証法的な関係」と述べていたもので、世界とは私たちが作り出したなにもの力、

であるということを知るプロセス、創出と自己創出のプロセスについての闘争と論争

は、服従と沈黙にとって代わられる。価値と目的のこの構造的かつ個人的な分裂症、

その結果としての潜在的な不確実性と無意味さは私たち全員にとってますます日常的

な経験となっている。言い換えれば、自分たちの実践における確実性を維持しようと

している人びとは、自分たち自身について、そして一般的なカテゴリーから逸脱した

自分たちの実践についての知識を保持しようと試みているのだ。これらは今や「彼

らの責務には不十分な知識・・・うぶな知識・・・不適格な知識」roucaultl980

pp､81-82)と見られている。新しい種類の教師、そして新しい種類の知識は、教育改

革によって「呼び出され」ている。すなわちそれは、業績を最大化することのできる

教師、不適切な原理や時代遅れの社会的関与を放棄できる教師、優秀さや改良（どの

ような形態で要求されていても）がその駆動力と成り得るような教師である。これら

の意味において「よい仕事をすること」という概念は、測定可能な成果だけがカウン

トされるという意味において、専門性の「薄い」バージョンにすぎないものとなった

のである(CribbandBall2004)。

ポスト専門職主義

このことすべてにおいて、実践それ自体が商品化されている。価値は諸価値に取っ
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て代わる。道徳的な内省は不必要なものであり、実際障害物である。必要とされるも

のは、スキルと関心、応用と道徳性の両方における柔軟性である。新しい知識労働者

はためらいによって妨げられるべきではない。ここでは冷徹な計算と外的価値が支配

している。これは業績における原型的な「ポストモダン」の専門職である一一それは

底の浅さ、柔軟性、透明性によって定義されており、光景(spectacle)において表象

されている。業績重視の機関(perfbrmativeinstitution)と同様に､｢ポスト専門職主義」

は単純に外的な要求、特定化されたターゲットに応答するものと認識されており、そ

れは起こり得るすべての事態に適合するような定式的な方法一「機能しているもの」

－で武装されている。彼らの「専門職主義」は政策の必要性と変遷を歓迎し受け入れ

る能力に内在している。

教育過程を計量の形態や比較可能な業績にすることはまた、もう一つの重要な機能

に奉仕する。というのもそれは、教育過程をより容易に私事化された形態にするから

である－－すなわち、契約的な形態、＜費用と利潤の計算の形態＞となす。それは監

督可能な成果指標に基づいた商業交換に還元されたバージョンの教育なのである。

ブラシドフオード社に対する異例のボーナス

ブラッドフオードの教育を運営しているある民間企業は、同市にそのターゲット

を低めるよう説得した後、880,000ポンドを受け取ることを可能とした。

昨年、エデュケーション・ブラッドフォードは8.450ポンドのボーナスを受

け取った。今年、それは６６の新しいターゲットのうちの３１を達成し、７ESに

よる調査によれば、地方教育当局を運営している９社のうち業績に対するボー

ナスを受け取った唯一のものであった(7週s)。

この対象化の過程は、より一般的にはくプロダクションの形態＞としての、他の種

類のサービス、プロダクションの他の種類のサービスと「同様の」ものとして、教育

のような、社会的サービスについて考える可能性に寄与する。「人間の相互行為」を

求める教授のような「ソフト」のサービスは、必然的に標準化され、計算され、資格

を与えられ、比較されることができる「ハード」のサービス（本の供給、交通手段、

給食､教材）のようなものを作り出す。これは複雑な人間と社会的過程を「粗い表象」

へと「平準化」することを含んでいる。それは暴力の一形態なのである。「交換可能

性の規範はアイデンティティの原理における暴力に依存している」（DeLissovoyand
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McLaren2003p,2003)。このことすべてにおいて、教授と学習の中に含まれる人間

の相互行為の特異性は消し去られる。これは、専門職的労働を一般的なあるいは資格

をもっていない労働と取り換え、そして専門職的制度文化を、一般的な管理システム

と、実質とは無関係に質と効率性における改善を「もたらす」ことを企図した文化と

取り換えるための論理をもたらすのである。

改善を売ること

イングランドの公教育に対する民間部門の参加の一側面は、学校をより効率的かつ

より安価に運営できるようにするものとして､そして､学校を「改善する」ことを「可

能にする」ものとして市場に出される、一連の支援サービスと生産物であり、これら

は学校に直接売りつけられている。コンサルティング方式の民間企業は、学校が政府

の政策要求に応じるのを助けるために、生徒の能力を向上させるために、或いは、場

合によっては、「特別な措置」－「失敗」と見倣された学校に貼られるラベルーから

脱出するために、学校の中で、そして、学校とともに働く。言い換えれば、改善、パ

フォーマンス、そして効果性は商品として売買されうるものである。会社によって、

値段やコスト、サービス、そしてブランドは異なる。教育サービス産業(Education

Serviceslndustry)における大部分の大手企業は、「改善パッケージ」を販売する。大

部分は公立部門の中で開発される専門知識は、学校へ売り戻される。

学校改善売ります

（ブランド）

Concentra"Futureproofing”

EdisonschoolsUK．‘EdisonDesign”

TribalGroup"Pupils，Champions”
n

Edunova"stepchange

Prospects"PerfbrmanceLifbCoaching”

Moushell-Parkman"enablingimprovement"ａｎｄ"Leadershipchallengemodel"ａｎｄ

“EmotionalLiteIacydevelopment”

ＨＢＳ"econfidence”

いくつかの場合、監査、指導と助言、そして専門性およびリーダーシップ育成は、
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一つの統合されたパッケージにおいてパフォーマンスの監視や管理との関連を持ちう

るものである。

エジソンの学校改善プログラムの要素をマクラーレンのパフオーマンス管理ツー

ルと結びつけることによって、パートナーシップは、学校におけるリーダーシッ

プの能力をつけるための網羅的で効果的な環境を提供する(EdisonschoolsUK)。

これは、使用価値(質的な関係）と交換価値(量的な関係一商品間の交換の比率）の

置換または不鮮明化のもう一つの形式である。ここでは社会的な関係それ自体、リー

ダーシップ、専門性の開発、教師の能力は、「収益」を生む「投資されるべき」何か

である商品である。達成可能性、競争そして改善は、教育学的関係や対人関係を再生

する。それらは、クノール･セティナ（Knorr-Cetina）が「ポスト社会的関係」－「人

間から離れて事物の方に向かう社会的活動の変化」－と呼ぶもの、脱社会化(Wittel

2001p､６４)とである。

結論

今や、私は教育におけるこれらの変化と教育の社会的関係をより一般的な文脈に

位置づけることによって結論付けたい。そのような壮大な単純さの全ての危険性と

ともに、私は、我々は、「交換のたった一つの様式によって完全に秩序付けられた」

(SlaterandTonkiss2001p､199)社会、好みによっては市場社会とも呼べる社会の誕

生を目の当たりにしているのだ。私は、商品化の有用な比喰は容易に誇張され、また

無差別に適用され、そしてそれに伴って、その鋭さや力は失われてしまうということ

を受け入れる準備が出来ている。教育、家族、研究は実際、幅広い範囲のふるまい、

メカニズムと機関によって表象されるものであり、また、これら社会的フィールドの

中の異なる点においては、交換や秩序は異なる方法において完成されるということは

明らかである。教育政策自体矛盾に満ちている。それでもなお、公的サービスの中に

おいて、民営化、商品化、そして市場の力は改革のメカニズムに関してだけではなく、

それらが、我々が利用できるような自己の可能な形式に関して、そして「我々が我々

をある特別な存在とするために我々 自身やお互いに働きかける実践」（Rosel992)ｐ・
'６１)に関しても、免れえないものである。
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イングランドにおける教育の商品化

教育のように、「複雑な社会制度内での交換の構築の微妙な違いがある分析」

(SlaterandTonkiss2001p､199)についての緊急の必要があるが、おそらく我々 が見

ているものは、フーコーが認識論的変化、つまりある期間にディスコースの生産と知

識の条件を統治している規則の下にある深遠なる変化と呼ぶようなものであり、これ

は文化の総体あるいは多次元的な規則性といってもよく、支配的なディスコースの肉

と骨として形を現してくる社会構造と社会的関係とも呼べるようなものである。

つまり、社会的関係の性質を帯びている一般的な変化は、バーンシュタインが混

乱(dislocation)と呼んだ(Bemsteinl996)、近代主義者の考えを支えた多くの重要な

境界線の除去や、道徳領域の崩壊と道徳的義務の経済的義務への完全な従属(Walzer

l984)に基づいていた。教育と学習に対して、またその内部で新しい関係が生まれて

いる「危機がある、そして危機にさらされているのはまさに教育それ自体の概念であ

る」（Bemsteinl996p､８８)。

私がここで論じているのは、民営化は単に教育サービスの配送の管理における技術

的変化ではないということである。民営化は、教育の意味と経験、教師や学習者であ

ることを意味するものにおける変化を含むものである。それは、我々の日常的な実践

や考えの全ての側面に入り込みながら---.我々が自分自身について考える方法や他者

との関係、我々の最も本質的な社会的関係にまで入り込みながら-----我々が誰である

か、そして我々がすることと我々の関係を変える。それは、我々が行動する可能性の

枠組みを変えている。これは単に改革の過程なのではなく、社会的変容の過程なので

ある。民営化と商品化によっていまなされつつあるこの校滑な仕事についてのいくら

かの認識なしに、これらの点において、我々は、確実性の可能性と教育、学習、研究

の意味が徐々に、しかし容赦なく消されつつある、まったくの偶然性によって成り立

っている世界で、我々自身が、生き、働いていることに気づくかもしれない。

6３
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