
G10baliged,CommodifiedandPrivatiged：

currentinternationaltrend8ineducationandeducationpolicy

Intmduction

StephenJBan

CentrもfbrCriticalEducationPoliCyStudie8

1n81jtuteofEducation,Unjver8ityoflpndon

胸aimhereistotryandsayBomethingabouttheprivatisationofeducationandof

educationpolicyasaninternationalphenomenonofincreasingsignihcance・Thatis，

howtheworldofeducationischangingandeducationischangingintheworld､Iwant

toconveysomesenseoftheinternationalreach,ｃｏｍplexityanddynamismofthe

educationservicesindustry(ESI)．

Iwanttodothisnotasasetofabstractpoliticalpossibilitiesthatmaｙｂｅｃｒｅａｔｅｄｂｙ

ＧＡＴＳ(GeneralAgreementonTradeandServices)negotiationsorthefUlminationsof

theWorldBank,butratherasasetofverypractical,ｏｎ･goingdevelopmentsmareal

globaleconomyofeducationalservices・Ａｎｄｌａｍnotrefbrringheretotheverywen

documentedtradeinhighereducationstudents(worthapproximately55bnUSdollars

ayeajbutbothtodevelopmentsatschoollevelandmoregenerallywithinthe

fbrmationofpoliciesofpublicsectorrefbrmandtheprivatisationofpolicyitself

However,itisimportanttosayfbrtheoutsetthatprivatisationisnotastand･alone

process・Itisintimatelyimbricatedinconcomitantproces8esofpublicsectorrefbrm

andchangesinthefbrm,scaleandmodalitiesofnationalstates．

Iwanttoaddressbrienyhrstsomeaspectsofthenewinternationaleducation

economy,secondsomeexamplesofthemultiplefbrmsofcurrenteducational

privatisationsi,andthirdconcomitantchangesinthefbrmandmodalitiesofthestate，
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andhnanypointtosomeoftherelationshipsamongthesethings・Thisbuildsupon

prevlouswork,reportedinEHEJ“2ｺｍＥｌｃ⑱all2007).Hereasinthatbooklam

searchingfbrfbrmsofsociologicallanguagetorepresentandconceptsthroughwhich

toanalysepublicservlcemarkets・Ishanmakemypointsinpartbyusingillustrations・

Ihopetoindicatethevolumeandscopeofglobaleducational‘privatisation(s)，butonly

somefbrmsofprivatisationaredealtwith．

Thedevelopmentofnewkindsofglobaleducationbusinessesandaneweconomyof

educationbusinessbothcutacrossthepublic-privateeducationdivision,andworkto

rendereducationalServices,ofankinds,asfbrmsofcommoditywhichcanbetraded

andbPomwhichprohtcanbeextracted・Thiseconomyandthesebusinessesor

‘edupreneurs，astheconservativefbrumtheCatolnstitutehastermedthem

(WWW､cato・org/Pubs/Pas/Pa･386es・htmD,aremulti･dimensional・Theyworkacross

variouslevelsandfbrmsofeducation,indiffbrenthelds,indelivery,management，

curriculumdevelopment,programmes,connectivity,trainingandprofessional

development,andthroughPPPs(publicprivatepartnerships)andPFIsやrivate

Enanceinitiatives)－thatistheownershipandmanagementofthestateschooling

inbEastructure・andaslshallgoontoshowtheyworkwithmpoli唖it8e唾AstheCato

lnstituteputsit"Educationcompanies,ｏｒ‘edupreneurs',areenteringtheeducation

markelplaceindroveswithcreative,coste髄cientproductsandservicesfbrstudents

ofanages''．

●

●

Theeducationservlcesmarketoperatesonaglobalscale,involvingmaJor

construction,managementandaccountingcompanies(aswenasmanysmaner

nationalandlocalhrms)andisseenasamajorinvestmentopportunityby

internationalEnancecorporationsandprivateequityhrms．

Partsofstateeducationservlcesandin仕astructureinmanycountriesare
●

nowownedorrunbyfbreignmanagementorinvestmentcompanies．

・Theseare‘emergingmarkets'fbrfbreigndirectinvestment(FDI),ａｎｄａｒｅｐａｒｔ
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ofamoregeneralsurgeinsuchinvestmentwhichbeganduringthel990sand

whichfbrmpartofthe‘portfblioinvestment'ｏｆcommercial,financialand

privateequitycompanles-publicservlcesareincreasinglyafbcusfbr

investmentandproht．

Thesebusinessesoperateacrossaterrainofpolicypossibilitiescreatedbya

global,multi･lateralpolicyin台astructurethatbothdirectlyandindirectly

privilegesprivatesolutionstopublicproblems．

Discursivelyandpoliticanythesedevelopmentsloutlineherearemadepossibleand

arelegitimatedandsupportedbyaarrayofmulti･nationalorganisationsandinterest

groups・ApowerfUlandbroaddiscursivefbrmationisestablishedaroundasetof

multifarioussitesofarticulationandpracticalsupport(seeFigurel)．

Despiteonlycontributing0.5％ofeducationalspendinginthel990stheinfluenceof

theworldbankisdisproPortionateandis‘fbltthroughpolicyadvice,consultants，

oEfShoretrainingofo鐘cials,selectivelyauthoredreports,ａｓｗｅⅡａｓｄｅｂｔ

FigurelThediscursweandpoliticallnhFastructureofprivatisation
●

ＷＴＯ

ＧＡＴＳ
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Libemlisation

OECD-publicsectorrefbrm‐contestability

WorldBank

lFC

Marketisationand

Privatisation

ERT(EU）
Fraserlnstitute

(Canada）
FriedmanFoundation

(USA）

ＳＭＦ(UK）

MaximInstitute(NZ）

‘‘Expo1ting，，countriesEU,NewZealandandAustralia-WTDcontact画Cup､Whatａ１℃calledin
GATS-speak‘‘demandeurs，，
Nationaleducation‘brands，
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conditionalities，(Kelseyp､１０).InpracticaltermstheWorldBankGroupoBfbrsan

educationinvestmentinfbrmationfacility,knownasEdlnvest・Thisisafbrumfbr

individuals,comorationsandotherinstitutionsinterestedininvestingineducationin

developingcountriesandprovidesinfbrmationfbrmakingprivateinvestmentin

educationpossibleonaglobalscale,Throughitcommercialarm,ｔｈｅｌＦＣ

(InternationalFinanceCorporation),theWorldBankoffbrsEnancialsupportto

compameswantingtostart･uporexpandtheiractivitiesinpublicservicesmarkets

(e､g・jh”s趣ｇｍＰｈ”だEtfhz函如",IFC2001).ThecurrentlFCprioritiesare：

TechnologybasededucationcompamesandprOjects

Financmgofstudentloansandcross･borderaccreditation

lTdevelopmentand‘fbrprofit'educationcompanies

●
●
●

These‘investmentshavetomeetlFC'srequiredrateofreturnandonlybemadeinan

enablingpolicyenvlronmentthatreducesordiminishesrestrictiveregulationsonthe

educationmarket，(Kelseyp､１１)．

TheOECDalsoprovidesdiscursivescaGfbldingfbrprivatisationofpublicservlces

throughthenotionof‘contestability，andthereareamultitudeoffUndamentalist,pro・

marketfbundationsandthinktanks,particularlyintheUnitedStates,whichlobby

andcampaignfbr,‘research'ａｎｄｆｉｍｄｐｒｉvatisationinitiatives-e､9.JohnTempleton

Foundation,Catolnstitute,ＭｉｌｔｏｎａｎｄＲｏｓｅＤ・FriedmanFoundationetc・etc.､There

isalsoanemergmgregulatory仕ameworkfbrinternational‘nows'ofprivate

educationalservlces-ormoreaccuratelya住ameworkof‘de･regulation'･throughthe

workofＧＡＴＳ(GeneralAgreementonTradeandServices).Whilenotof5cianypartof

theGATSagendaoftradeliberalisationeducationservlcesaresubjecttoadraft

protocolsignedbyalmost40countriesinterestedinorwillingtoengagemcross・

bordermovementsofsuchservices・Thisgroupofcountries,ｓｏｍｅｔｉｍｅｓｋｎｏｗｎａｓｔｈｅ

‘contactgroup，,isanimatedinparticularbyNewZealand,AustraliaandNorway,an

countrieswhichgiveahighpriorityto‘educationexports'aspartoftheirnational

economicstrategy・Furthermore,aplurilateralrequestonhighereducationhasbeen

1２
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tabledattheWTO(WOrldTradeOrganisation)byNewZealandsupportedby5other

countries,targetingArgentinaandl3othercountriesonaccesstothedeliveryof

privatehighereducationservices・TheGATSrulesonpublicservlcesstatethatonce

anyserviceisdeliverednationanybynon･stateprovidersthenaccessbyoutside

providerscannotbedenied､Withprivateprovidersathighereducationandschool

levelArgentinawouldappeartohavenogroundsfbrrestrictingtheentryofover8eas

fbr-proftproviderstoitssystem・AlongsideGATStherearealsoagrowmgnumberof

bi-lateralagreementsfbrcross･bordersupply､TheUShasorisnegotiatingsuch

agreementswithCostaRica,Nicaragua,BoliviaandPeru．

Thelntemaljonalnowofeducation8ervice8andcapitalinve8tment

Icanillustratesomeaspectsofthenowofinternationalcapitalwhichismade

possiblebythein仕astructureoutlinedabovewithsomeexamples丘omEngland・The

Englisheducationservlcesmarketいublicandprivate)isincreasinglypenetratedby

overseascapitalandUKcompamesarealsolookingfbrinvestmentopportunities

overseas・Iwilltakeexamples仕omtwoverydiHerentfbrmsofinvestmentand

businessactivity-contractingoutor‘out-sourcing,andPnschemes．

1．Contracting‘refbrstoaprocesswhercbyagovernmentprocureseducationor

education･relatedservlces,ofadefnedvolumeandquantity,atanagreedprice,住om

aspeciEcproviderfbraspecihedperiodwheretheprovisionsbetweenthehnancier

andtheservlceproviderarerecordedincontract'(Patrinos2005pp､２．３)．

In2003Edisonranone･quarterofthe417contracted･outschoolsintheUS,teaching

132,000studentsin20states(seeSaltman2005).EdisonschoolsUKasubsidiaryof

EdisoncorporationisimportingitsUSmanagementmodeltoEnglandasan

‘intemationalnewventure'．

AnAmericaneducationcompanyiBbeingpaid墨１milliontotakeoverthe

managementofanorthLondoncomp唾henBiye8choolandimpmveit8塵Bult8．
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EdisonSchools,thelargestprivateoperatorofstateschoolsintheUnited

States,tookchargethisweekatSalisburyschool,inEnheld,onathree-year

contract・

Partofthecompany'spaymentwillbebasedonpupilsachievingbetterGCSEs

gradesandscoresinnationaltestsfbrl4･year･olds・

ＴｈｅmanagementteamisbeingledbyTrevorAverre-Beeson,afbrmerheadof

IslingtonGreenschoolinnorthLondon・Heiscreditedwithtakingitoutofout

ofspecialmeasuresandmakingitoneofthemostimprovedinthecapital・

TWoofhisfbrmerdeputiestherehavejoinedhimatSalisburyschool・

MrAverre･Beesｏｎｓａｉｄｉｔｗａｓａ"radicalstep”tooutsourcethemanagementof

acommunityschooltoaprivatebusiness．

"1t'saverydiHbrentwayofdoingthings,，，ｈｅsaid."Wearebringingtogether

twosetsofbrilliantexpenence,住omlslingtonGreenand丘omEdison.”

(TheGuardianMarch2007）

Atpresentthissortofmanagementout･sourcingactivityissmanscaleinEngland(４

schoolsl4LEAs,２Children，sServiceshavebeenout･sourced,somehavenow

returnedtoLocalAuthoritycontrol)ａｎｄtherearefbwnewopportunities,The

companlespointtoalackof"politicalwilr'(interviewwithAndrewFitzmaurice,CEO

NordAnglia).Therehavebeenanumberofcompaniesareinterestedinsuch

possibilitiesbutthemarkethasnotasyetdevelopedinawaywhichmakesthiswork

proEtable,thatistheout-sourcingofgroupsofschools．

…essentianybeingthemanagersofagroupofschoolsiswhatweaspireto・

Ａｎｄl'vebeensayingsince,wensincethebeginningofthelabourgovernment

thatthemodelfbrusisexistsintheindependentsector,whichistheGirls

PublicDaySchoolTrust,whichｈａｓ２５，３０schools,Ｉ'mnotsayingthat

everythinginthatmodelwewouldmirrorandwearecertainlynotinterested

initbeingintenectuanyorsociaⅡyexclusivecometothat,butintermsofa

managerialmodelitsinteresting.(NealMclntosh,ChiefExecutiveC田'、
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Inprinciplethat'ssomethingwewouldbequiteinterestedinifthe

governmentnow,oratanypointinthefUture,ｗａｓｔｏｄｏａＳｗｅｄｅｎａｎｄａｎｏｗ

ｔｈｅｐｒｉｖａtesectorto･tooperateschoolswithinthestatesystem,thenwe

wouldcertainlybeinterestedinthat…inScandinaviaatthemomentthere

aｒｅｓｏｍｅ,Ｉthink,someveryinterestingexamplesofschoolsystemsthatare

ownedindiffもrentways:privatesector,voluntarysector,faith,state…thisis

thesortofthingthatcouldbeineitherorbothpoliticalmanifbstostheelection

afternext.(DavidMcGahey,DirectorofEducationServicesVTES）

TheTrustschoolsinitiativeinEngland(EducationandlnspectionsAct2006)may

makethismorepossiblebutremainstobeseen・

InSwedenthishasdevelopedmuchmorevlgorously,ａｌｍｏｓｔｌ５％ofstateschoolsare

nowrunonacontractbasisbyprivateorvoluntarysectorproviders．

ApartfiPomSalisburyschool,threeotherEnglishstateschoolshavebeencontracted

outtoprivateCompanies,ｔｗｏａｒｅｒｕｎｂｙｃｏｍｐａｎｙｃａｎｅｄ３Ｅｓ,whichwasrecently

acquiredbyGEMS・aDubaibasededucationandhealthmanagementcompany，

whichalsorecentlyboughtachainofEnglishprivateschools,Ｔheothercontracted・

outschoolinEnglandwasrunbyNord･Anglia．

Nord-AngliaownsschoolsinMoscow,Pudong(Korea)Warsaw,Shanghai,Bratislava

andBerlinandin2005enteredintoajointventurewithUAEcompanyETAAscon

GrouptolaunchStarBritishschoolsintheUAE,Nord-AngliaCEOcommentedthat

"WehopeStarBritishSchoolwillbethehrstofmanysuchschoolsinthereglonand

beyond” ｗｗｗ・asd聖.com.)IrhisventurecametonothingbutNord･Angliaisnow

runmngagroupofgovernmentschoolsinAbu･Dubai]・A1soin2005itsolditsstakein

twoschoolsintheUkrainefbrj81.3ｍ・Nord･ＡｎｇｌｉａｗａｓｔｈｅＵＫ'slargestproviderof

privatenurseryplaceswithitsChainofLeap丘ogNurseries､Itisoneof5national

schoolinspectioncompaniesitholdsthecontractsfbrschoolsintheNorthWestof

EnglandandthecontractfbrFurtherEducation・Andinajoint-venturewithAmey,a

constructioncompanynowownedbySpanishErmFerrovial,runscontracted･out
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LocalEducationAuthorityservicesinWalthamForest(northLondon).In2004Nord・

AngliasolditschainoflOUKprivateschooLstoGEMSfbrf11.9mandin2007soldit

nurseriestoAustraliancompanyABCLearningwhichalreadyownedtheUKchain

BusyBeesandhasnurseriesintheUSA．

Anover8upplyofchildrcn'８nur8erie8ha8fbrcedNordAngliato8enits88

kindergarten8toanAu8tralianrivaMbrle88thanhalfthepriceitpaidfbr
them＝

NordAngliawasuntilyesterdaythecountry'slargestnurseryschooloperator，

owningtheLeapfFog,JigsawandPetitsEnfantsbrands・Itwinreceivef31､２

mnlionfbrabusinessitbuiltthroughf73millionofacquisitionsthreeyears
ago．

NordAnglia,whichchargesfbesthatareinlinewithleadingprivateday

schools,hasstruggledtogeneratepmEts

ThecompanywillusethecashtopayoEfitsdebts,andconcentrateonits

fblster-growingandmoreprohtableinternationalschools,aimedatthe

childrenofe沖atriates,anditseducationalservicesdivision,whichhelpsto

supportOfstedandtoruntheLondonBoroughofWalthamForest'seducation

services・frimeso血nel4thAugust2007）

Educationservicesisadevelopingmarket,ａｎｄStates(nationalandmulti･lateraDare

market･makers,thisisnotsomekindofspontaneousneo-liberalhPeemarket,its

dynamicshavetobeunderstoodalongsidethedynamicsofandchangeｓｉｎｔｈｅｓｔａｔｅ

ａｎｄｔｈｅｒｏｌｅｏｆｔｈｅｓｔａｔeinshapingindustrybehaviourandeconomictransactions

(Burch2006).Burchmakesthepointthatstatepoliciescancreateincentivesand

pressuresfbrpublicsectorproviderstouseprivatesectorservices(seelooksin

particularattheeEfbctsinthisregardofNCLB(NoChildLeftBehind)intheUS)．

ShealsonotesthatvendorsofServices‘havesoughttoleverageNCLBmandatesas
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partoftheirmarketingstrategies，や.2593).IhavenotedthesamethinginEngland

(Ball2007)."Acrossthecountry,urbanschoolsystemsarerelyingontheservlcesand

productsofspecialty･servlceproviderstojump･startcompliancewithNCIB.,,

い､2582).Sheidentihesfburfimctionswhich‘arecentraltotheneweducational

privatization:testdevelopmentandpreparation,dataanalysisandmanagement，

remedialservices,andcontentarea-specihcprogramming，(p､2588).USschool

districtshistoricanyhavecontractedwithoutsidevendorsfbrservlcesmeachof

theseareasbutNCIBhasacceleratedthistrendconsiderably．

Asindicatedabovetheeducationservicesindustryisadynamicmarketwhichis

driveninpartbymergersandconsolidationsandinternationale印ansion・

IncreasinglytheeducationbusinesseslikeotherErmsareseekingtodivers町and

internationaliseandarecontinuaⅡylookingfbrnewmarketopportunities,especiany

whenmarketgrowthintheUKismodest・However,ａｓ(Cavesl974)pointsoutfrms

donotbecomemultinationalsunlesstheyaregoodatdoingsomethingandexpemence

inthｅＵＫｃａｎｂｅｕｓｅｄａｓａｂａｓｉｓｆｉＰｏｍｗｈｉｃｈｔｏｅ沖andoverseas．

‘ＴｈｅＵＫｅ】qpenencehasservedastheunderlyingmodelfbrmuchofthe

developmentinternationanyofSBM'(www・cea・ＣＯ､uk)．

NordAnglia，sreputationande沖ertisewithBritisheducationgivesitarare

opportunitytocapitaliseuponthedemandinoverseasmarketsfbrimproved

qualityineducationprovision.(Companyannualreport2006p､8）

Thesebusinessesmayormaynotbeincreasingtheirriskastheye沖andoverseas-

thatremainstobeseen.Asnotedalready,theincreasinginternationalactivitiesof

especianyUSandUKeducationbusinessismadepossiblebytheincreasing

liberalisationofpublicservicesboththroughnationalcommitmentstoGATSand

variousbi-lateralagreements,andinthefUturethroughappealstoWTOtribunals．

2.ＴｈｅＤＢＭＯ(Design,Build,ManagementandOperation)ofstateinstitutionsby

privatecapital-PFIsorPPPs・WhattheWorldBankcalls‘facilityavailability，(with
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‘input'ａｎｄ‘outputsbundles').Hereprivateinvestorsfinance,buildandrunfblcilities

whichareleased･backtothestateovera25･30yearperiod(likeroadsandbridgesbut

alsoschoolsandhospitals).In2003theUKPFIdebtmarketstoodatf8.2ｂｎｕｐ仕ｏｍ

364.9bntheprevlousyear・NewinvestmentinPFIs2003wasj66.7bn.１，２００３．４the

SwedishconstructionErmSkanskadidthemostPFIbusinessintheUKatjE3bn.，

fbnowedbyBalfburBeatty,andJapanesecompanyKajima・TheCountyofO鮭nbach

andcityofCologneinGermanybothhavelargePPPschemesinvolvingover90

schoolsinthefbrmerand7inthelatter・ThefrstpartoftheO鮭nbachschemewas

awardedtoasubsidiaryofFrenchconstructioncompanyVinci,therestofthescheme

andtheCologneprOjectwenttoGermanycompanyHOCHTIEF､Thecompanieswill

runtheOEfenbachschoolsfbrl5yearsandtheCologneschoolsfbr25years・Vinci

recentlyboughtoutmostofthｅＰＦＩｗｏｒｋｏｆ‘beleaguered,UKconstructionand

servlcescompanyJarvis・ThegovernmentofNewSouthWales(Australia)iscurrently

buildinglOschoolsusingPPPs,fnancedbyprivateinvestorsfUnds・P3Sastheyare

canedinCanada(anexampleof‘policyborrowing，fromtheUK),havebeenused

extensivelyfbrschoolbuilding(andotherstateinfPastructure),inparticularinBritish

ColumbiaaｎｄＮｏｖａＳｃｏｔｉａｗｈｉｃｈｈａｓｏｖｅｒ３０Ｐ３ｓｃhools

Thishrstorderactivityinturngeneratesa‘secondarymarket'ｉｎthe‘se血lg-on，of

PFIcontracts,whichisofconsiderableinvestmentinteresttobanksandprivate

equity､Innis伽eistheleadinginfiPastructureinvestmentgroupintheUKsponsormg

andmakinglongtermmvestmentsinPFIandPPPinfiPastructureprQjects､In2006

1nnis仕eehadaplatfbrmof47PFIinbFastructureprOjectswithacapitalvalueofsome

3E8billioncoveringhealth,education,transportandgovernmentaccommodation(e,g・

universityhostels).InnisbPeeprovidesachannelfbrinstitutionalinvestorstoinvestin

ＰＰＰ/PFIassetsandhastodateraisedfl､１２billionfbrinvestmentinPFIandPPP

prQjectcompanies・InnishFee'sinvestorsincludeleadingUKinstitutionalinvestors

suchasthePrudentialandHermesandlocalauthoritypensionfimds・Overseas

institutionalinvestorshFomSweden,Germany,Switzerland,ＵＳＡ,CanadaandJapan
currentlyprovide４２％oflnnis仕ee，sfimds．
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StarCapitalPartnersan581mEuprivateequityfUndacquiredtheSecondaryMarket

InfiFastructureFund(jointventurebetweenAbbeyNationalandBabcockandBrown）

ｉｎ2003.SMIFacquiresinterestsininbPastructureassetsbPominvestorsand

developersinPFIs.(e,9.Varndeanschool,BrightonfPomJarvisandHSBC'sequity

interestintheFalkirkSchoolsprQjectfbrjE18m).In2003SMIFhadassetsoffl20m

in23interestsineducation,localauthorityandhealth(withanunderlyingasset

valueoff2bn).STARisbackedbyanetworkofcorepartnerEuropeanbanks，

including:TheRoyalBankofScotlandGroup,Santander,EspiritoSantoandOne

EquityPartners(STARwebsite）

SellingPolicy

Thethirdheldofeducationservicesfbr･profitactivitylwanttohighlightｉｓｔｈｅｅ印ort

andsaleofeducationpolicy,publicsectorrefbrmandschoolimprovement､Thereare2

dimensionstothis:(1)thedisseminationofpoliciesbetweenwesterncountriesina

‘丘eemarket，ａｎｄ(2)the‘loan，or‘imposition'ofpoliciesondevelopingcountries

throughprOjects,developmentaidorstructuraladjustment‘conditionalities'.Again

letmedothisbyillustration,andtheexampleofUKcompanyCambridgeEducation・

Thiswillreiterateseveralofthepointslhavealreadymade．

ＣＥＡ(CambridgeEducationalAssociates,laterre-namedCambridgeEducatio､)was

establishedinl987byDerekForeman,exDeputyDirectoroflLEAandBrianSmith

ex-DeputyDirectorofCambridgeshireLEA・ItdealsinLEAconsultancyand

outsourcingandcurrentlyrunscontractstomanagelocalauthorityservicesin

lslington,SouthwarkandScillylsles・ItconductsOfStedinspectionsofschoolsand

doeslCTtraining,ａｎｄｏ錠rslnterimmanagementandPPPsupportandadministers

theTeacherPayRefbrmprogrammeandprQjectmanagesseveralacademies(new

schoolsintheEnglisheducationsystem)､Ithasanannualturnoverofaround錨0ｍ・

In2000CEAenteredintoajointventurewithMottMacdonald(turnover2003.4

je342mandprohtoff7､8ｍ)aninternationalEngineeringPrOjectManagement

Consultancyworkingintransport,property,healthcare,Communications,energy，
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CEalsooperatesextensivelyinselling,directlyorthroughaidcontracts,school

refbrmsolutions.‘Globally,CambridgeEducationworkswithgovernments,donors

anddevelopmentagenciestoraisethequalityofeducation・Webringinnovationand

expertisetohelpbuildlocalsolutions(companywebsite).Amongmanyother

examplesCEiscurrentlyworkingwith：

NationalGovernmentofThailnnd

ProvincialgovernmentsinChina

EducationMinistryinHongKon

Califbrni

NewOrlean

CityofNewYork

DfD,ＥＣ,WOrdBank,ADBprQjects(PapuaNewGuinea,Eritrea，

Bangladesh,Cambodia)etc.(WorkinginpartnershipwithUniversities，

NGOsandotherprivatecompanies)．

●
●
●
●
●
●
●

ＴＷｏｅｘａｍｐＩｅｓｏｆｓｕｃｈｗｏｒｋａ『einGhanaandTheMaIdives：

2０

Ghana:SupporttoPlanning,Budgeting,MonitoringandEvaluation,Cambridge

EducationassistsGhanatoimproveitseducationsectorperfbrmanceby

strengtheningitsmanagementcapacityandsystemsPrOjectduration:2004to2005

CambridgeEducationprovideｄsupporttotheMinistryofEducation,YOuthand

Sport,Ghana,toimproveresourcemanagement,throughdevelopingplanning，

budgeting,monitoringandevaluation(PBB皿)Systems､Thefbcusofthissupportwas

todevelopthecapacityoftheMinistrytoreviewandrevisetheEducationStrategic

Plan,ｔｈｅoverarchingpolicydocumentfbrtheeducationsectorandtoimprove,cost

andevaluateoperationalplansaroundkeypolicygoals．
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Maldives:StrengtheningtheFrameworkofEducation

CambridgeEducationwaschosenbytheAsianDevelopmentBankandthe

governmentoftheRepublicofMaldivestoprovideandmanagetechnicalassistancem

threeareas:legislation,過nanceandmaterialsdevelopment､PrOjectduration:2005tｏ

２００６

CambridgeEducationsupportedtheMaldivesindraftinglegislationfbranew

EducationAct;indevelopingasustainable丘1ancial丘ameworkfbrincreasedand

equitableaccesstopost･secondaryeducation;andinenhancingcapacitytodevelop

learningandteachmgmaterialsfbrlowersecondarygrades・Keyactivitiesincluded

assessingandreviewingcurrenteducationlegislationO,olicy,prioritiesandrefbrm

needs);carryingoutastakeholderconsultation;drafting焔nalisingkeysectionsofnew

educationlegislation;assessingcurrenteducationfinanceandneedsofstudentsfbr

hnancialassistance;carryingoutapovertyandeconom1cassessmentsurvey;drafting

aMediumTermFinancingFramework/Ｅ]qpenditureplan;reviewingcurrentlower

anduppersecondaryschoolcurriculumandneeds;developingcurriculumand

trainingmaterialsaccordingtoidentifiedneeds;ａｎｄｔrainingcurriculumdevelopers．

ＣＥｉｓａｌｓｏａｃｔｉｖｅｉｎｔｈｅＵＳｉｎｄｏｉｎｇＣｈarterschoolreviews,workingwiththeKIPP

(KnowledgeisPowerProgrammeFoundation)whichruns57stateschools,andwith

theGatesFoundation・ＮｅｗＹｏｒｋ,theUS,slargestschooldistrictwith1.1mstudents

hashiredCambridgeEducationtoleadtheintroductionofaprogrammeof‘school

reviews，basedontheEnglishlnspectionsmodel,(acontractwortharound＄6.4ma

year).CEistrainingNewYorkreviewerssothattheycanassumefUn･controlofthe

reviewsystemincomingyears・AsthetabloidNewYorkSunputit"TheBritishhave

arrived:They，reReviewingCitySchools，,(July31st2007).Thenewspapergoesonto

saythattheCity'smayorlearnedabouttheEnglishlnspectionmodel"仕omSir

MichaelBarber[ex･advisertoTonyBlairandnowGlobalExpertinMckinseyandCoJ

whohasworkedasaconsultantfbrthecity，seducationdepartment"．
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CompanieslikeCambridgeEducatiｏｎ‘sen'policy,‘sell，refbrmand‘sen，school

improvement,asready-made，ｏ缶the･shelfgenencpackagesof‘ideas'､Auofthisis

thenbothafbrmof‘policyentrepreneurship'andatthesametimeaprocessofpolicy

transfer,andamechanismof‘policyconvergence'.Thecompaniesaredelivering

‘development‘andaidpolicy(fbraproft),developinglocalpolicyin的structures,and

embeddingprevailingpolicydiscourses,ｄｉｒｅｃｔｌｙｏｒａｓ‘spillovers，intothelocalpolicy

systems・ThiscanalsobeseenaswhatKelsey(2006)cans‘regulatoryre‐

territorialisation，､Thecompanyconsultantsare‘carriersofglobalinstitutionalized

managementconcept(HansenandLairidsen2004p､515).Thesearegenerlc

discourseswhichattheorganisationallevelhavenospeciEcitytoeducationorschools・

Theyencompassassetofrecurrentpolicytrendsthatinclude‘variousaspectsofnew

publicmanagement(ＮＰＭ),suchasderegulation,contractmg-out,ａgent造cationand

privatization'(Bache2003p､301).Ｔｈｅｙalso‘sen'orinstitutionalisefUrther

opportunitiesfbrprivateparticipation.Inthedevelopmentofabasiceducational

provisioninmanydevelopingsocietiesprivateinvolvementisbuiltintothesystems

bFomthestart・Thisalsoinvolvestoinsertionandnaturalisationofwesternmodelsof

organisation,education,leadershipandemployment,andtheextensionofthe

commodihcationandcommercialisationofeducation,throughfbrmsofwhatMihyo

(2004)cans‘intenectualdumping，．

Concl皿iＯｎＢ

Educationservicesbusinessesvaryinsizeandcapabilityanditislikelythatwewill

seemoreacquisitionsandfailuresandmoreverticalintegration・ThemostsuccessfUl

internationalcompames，ａｔpresent，seemtobethosewhicharesubsidiariesor

divisionsofinternationalmanagementservlcescompanies伽ouchenParkman，

Cambridge/MottMacdonald)ormanagementandlCTspecialists(CapitaandSerco）

orthelargeaccountanciesandconsultancies（PriceWaterhouseCoopers，ＫＰＭＧ，

ToucheDeloitte),althoughsomeofthesmallerUK‘niche'compamesareexpanding

modestabroａｄ(EdunovaandProspects).ThefUtureofthepublic/Privateproviders，

likeGEMSandNord-Angliaseemslesscertain．
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However,thisisnotasimplestoryabouttheinevitableexpansionofglobalbusiness

interestsandthesearchfbrnewsourcesofproEt・Thereisacomplexinter･relation

herebetweencompanlesandstates(atleastintheWest),therelationships,asKelsey

suggestsare‘reciprocalandcontradictory'.‘Globalisedcapitalismneededthestate，

frsttorestructureandthento"enable"itsprohtableoperationandeXpansionacross

borders，(Kelseyp､４).Increasinglynationstatesprovidestabilityandlegitimacyand

actonbehalfoftheirownnationalbusinessestopromoteandfnanceeducational

servlces,andusepublicpolicytostimulatetheoutwardinvestmentdynamlc,and

operateasabrokerfbrsocialandeconomlcmnovations,ａｓｗｅｎａｓａｔｔｅｎｄｉngtothe

fbcusedallocationofitsresources-thisiswhatJessop(2002)callstheworkofthe

‘competitionstate，andisthedevelopmentofNISs(NationallnnovationSystems)．

‘Nationalcompetitivenesshasincreasinglybecomeacentralpreoccupationof

governancestrategiesthroughouttheworld'(ＷａｔｓｏｎａｎｄＨａｙ２００３ｐ２９９)．

Furthermore,‘thereisawiderangeofgovernmentsupportmeasuresfbrexporters，

renectingtheeasilyident造ablebenefits住omincreasedoverseastrade，(Tavaresand

Young2005p,１２).Thestateworkstodevelopappropriatemeta･capacitiesand

supportsthedevelopmentof‘newpolicynarratives'whichinturnmobilisesupport

behindnewaccumulationstrategies・Thestatealsoactsasa‘commodifyingagent，

renderingeducationintocommodityandcontractablefbrms,andworksthrough

publicsectorrefbrmmeasurestorecalibratepublicsectorinstitutionstomakethem

homologicalｗｉｔｈ‘ｔｈｅＥｒｍ，andamenabletotheprocessesofthe‘marketfbrm'､States

alsocreatetheeconomicandextra-economicconditionswithinthepublicsectorwhich

enablebusinessestooperateandtoextractprofit・Ontheotherhand,capital,itis

argued,offもrsthestateameansofachievinge缶ciencygainsineducation,intermsof

qualityimprovementwhileatthesametimecuttingcosts(Hoxby2003).Thereisa

mutualconditioningandaccommodationbetweenstateandcapitalandPPPsofa

varietyofkindsareincreasinglycommon､AsBurch(2006)pointsoutandillustrates

thereisｎｏｓｉｍｐｌｅｚｅｒｏ･sumprocesshereofpublicorprivateprovisionbutoftenthe

emergenceofnewfbrmsofpublic/iprivateconaboration・Thus,ａｓ(Leys2001P80）

pointsout:‘Itisnotthatthestatehasbecomeimpotent,butthatitisconstrainedto

useitspowertoadvancetheprocessofcommodification'．
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序論

グローバル化、商品化、そして民営化

一教育と教育政策における現在の国際的な潮流一

ステイープン・』・ボール

(批判的教育政策学センター教育研究所、ロンドン大学）

青木研作訳

私のここでの目的は、国際的な現象として重要性を増している教育や教育政策の民営化につい

て次のことを論じることにある。それは、教育の世界がどのように変化しているか、世界の中で

教育はいかに変化しているかということである。私は教育サービス産業の国際的な広がり、複雑

性、そしてダイナミズムの意味を伝えたいと思う。

私はこのことをＧＡＴＳ（サービスの貿易に関する一般協定）に基づく交渉あるいは世界銀行の

激しい抗議によって生み出される一連の抽象的な政治的可能性としてではなく、むしろ現実のグ

ローバル経済における一連の具体的な教育サービスの発展として論じたい。そして、私は高等教

育の学生に関する十分に実証されている取引の実態（およそ年間550億米ドルの価値）について

ここでは言及しないが、次の二つの点、初等中等学校段階における発展および公共部門改革や政

策そのものの民営化の発展について言及する。しかしながら、民営化は独立したプロセスではな

いと断っておくことは重要である。それは国家の形式、規模、様態における公共部門改革や変化

の付随的プロセスと密接に重なりあっている。

私は、第一に新しい国際的な教育経済の諸側面、第二に現在の教育の民営化の多様な形式のい

くつかの例、第三に国家の形式や様態における付随的な変化を簡潔に述べ、そして最後にこれら

の諸関係性について指摘したい。これは以前執筆した『教育株式会社』（Ban2007）での研究が

基礎になっている。ここではその本と同じく、公共サービスの市場を分析するために、社会学的

な表現形式と概念を探求している。私は一部において実例を扱うことによって主張を展開するつ

もりである。ここでは民営化の一部の形式しか扱っていないが、グローバルな教育上の「民営化」

の量や範囲を示したいと思う。

新たな種類のグローバルな教育ビジネスと新たな教育ビジネス経済の発展は双方とも公的一私

的という教育の区分を越えるものであり、あらゆる種類の教育サービスを交換可能で利益を生む

ことのできる商品の形へと変える働きをするものである。この経済やこれらのビジネスあるいは

保守的なシンクタンクであるケイトウ研究所が名付けた「教育実業家」（wwwcato・org/Pubg/Pａ
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s/pa･386e８.html）は多元的なものである。これらは、マネジメント、カリキュラム開発、学習計

画、接続性、研修そして専門的能力の開発といったさまざまな領域において、また、ＰＰＰ（官民

のパートナーシップ）やＰＦＩ（民間資金を活用した公共施設整備)、すなわち公営学校のインフラ

に関する所有権や経営権を通じて、教育のさまざまなレベルや形式を横断している。なお、ＰＰＰ

やPFIについてはそれらが政策そのものとして行われることを示すつもりである。ケイトウ研究

所が指摘しているように、「教育企業あるいは『教育実業家』はあらゆる年代の生徒のための創造

的で費用効率の高い商品やサービスをともなって大挙して教育市場に参入している｣。

★教育サービスの市場は（多くの規模の小さな国内企業や地元企業だけでなく）ゼネコン、

大手マネジメント会社、大手会計事務所を含むグローバルな規模で取引が行われており、

国際金融会社や非公開株投資会社により主要な投資機会としてみなされている。

★多くの国々で公教育サービスやインフラの一部が、現在、外国のマネジメント会社や投資

会社によって所有されたり経営されたりしている。

★これらは外国直接投資にとって「新興成長市場」であり、その一環として１９９０年代に始

まる投資の急増は、商事会社、金融会社、非公開株投資会社の「資産運用投資」の一部を

形成している。つまり、公共サービスは投資や利潤の観点から次第に注目されているので

ある。

★これらのビジネスは政策の実現可能性という範囲を超えて実施される。それは、公的な問

題の民間による解決に優先権を与える直接的または間接的な、グローバルで多国間の政策
インフラによって生み出される。

私がここで概説してきたこれらの発展は広範囲にまた政治的に可能であるとされ、多くの多国

籍企業や利益団体により正当化され支持されている。強力かつ広範囲にわたる構造が一連の多種
多様な連結や実質的な支援に基づいて作られている（図１参照)。

1990年代における教育関連の支出はわずか0.5％であったにもかかわらず、世界銀行の影響は不

釣り合いなほど大きく、その影響は「支払い条件だけでなく、政策的助言、コンサルタント、担

当官の海外研修、選択的に作成されたレポートを通じて感じられる」（Kelseyp・１０)。実際、世
界銀行グループにはエドインベスト（EdInvest）として知られる教育投資のための情報提供機関

がある。これは発展途上国の教育投資に興味をもつ個人、企業、そして他の機関のためのもので

あり、教育への民間投資をグローバルな規模で可能にするための情報を提供する。その商業部門

を通じて、世界銀行グループの一員であるＩＦＣ（国際金融公社）は公的サービスの市場への活動

を開始したい、あるいは拡大したいと考えている企業に財政的な支援を行う（e９．血１月egZmg血
ｐｈブ””Ｅげ“a"bzz,IFC2001)。現在のIFCの優先事項は：
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図１．民営化の広範囲で政策的なインフラ

OECD（経済協力開発機構）－公的部門改革一競争可能性

ＷＴＯ

（世界貿易機関）

ＧＡＴＳ

（サービスの貿易

に関する一般協定）

貿易自由化

公共部門改革

および

新しい国家のあり方

世界銀行

国際金融公社

市場化と民営化

ＥＵ産業会議

フレイザー研究所（カナダ）

フリードマン財団(アメリカ）

ＳＭＦ(ＵＫ）

マキシム研究所

「輸出」国であるＥＵ，ニュージーランド、そしてオーストラリア－ＷＴＯのコンタ

クト・グループ。ＧＡＴＳにおいて、おしやくりの「要求者」と呼ばれている。

国民教育の「ブランド」

○テクノロジーに基盤を置く教育企業や教育プロジェクト

○学生ローンへの融資や国境を越えた認証評価

○ＩＴ開発や「利潤追求型」の教育企業

これらの「投資はIFCの要求する収益率を満たさなければならず、また教育市場にある制限規定

を減らすことを可能にする政策環境でなければならない」（Kelseyp,１１)。

ＯＥＣＤもまた「競争可能性」という概念を通じて公共サービスの民営化のための言説的足場を

提供し、また、数多くの原理主義者、市場支持の財団、シンクタンクが存在し、特にアメリカで

は、例えば、ジョン・テンプルトン財団、ケイトウ研究所、ミルトン。アンド・ローズ。Ｄ・フ

リードマン財団などにより、「研究」と資金提供における民間のイニシアティブを求めるロビー活

動やキャンペーン活動が行われている。また、ＧＡＴＳの作用を通じて、民間の教育サービスの国

際的な「動き」のための新たな規制の枠組み－より正確に言えば「規制緩和」の枠組み－も

存在する。教育サービスはＧＡＴＳの貿易の自由化に関する正式な議題ではないけれども、このサ

ービスの国境を越えた動きに興味をもつ、あるいは従事したいと考える約４０カ国により署名さ

れた議定書原案の影響を受けている。こうした国々のグループは「コンタクト・グループ（争点

ごとに結成される非公式協議グループ)」として知られているが、特に国家の経済戦略の一部とし
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て「教育輸出」に高い優先度を与えるニュージーランド、オーストラリア、ノルウェーによって

活気に満ちたものになっている。さらにいえば、高等教育に関する要求がニュージーランドとそ

の他５カ国によってＷＴＯに上程されている。これは、アルゼンチンや他の１３カ国への民間の高

等教育サービスの供給を狙ったものである。公共サービスに関するＧＡＴＳの規約では、あらゆる

サービスは国家以外のプロバイダーにより全国的に一度でも提供されるならば、その後外部の供

給者によるアクセスを拒否することはできないと定めている。高等教育と初等中等学校段階での

民間プロバイダーの参入により、アルゼンチンでは外国の利潤追求型のプロバイダーが学校制度

に参入することを規制する根拠を失ったように思われる。ＧＡＴＳと並んで、国境を越えた供給に

対する二国間による合意の数も増加している。アメリカはコスタリカ、ニカラグア、ボリビア、

そしてペルーとの間で二国間の合意を達成したり、あるいは現在交渉を行ったりしている。

教育サービスと資本投資の国際的フロー

私はイングランドのいくつかの例から、上述してきたインフラ（教育市場の発展条件）によっ

て可能となる国際資本フローのいくつかの側面を例証できる。イングランドの（公私双方の）教

育サービス市場には海外の資本が次第に入り込んできており、イギリスの会社もまた海外におけ

る投資機会を探している。私は投資とビジネス活動の２つのまったく異なる形式－－１つは外注

あるいはアウトソーシングであり、もう１つはPFIの枠組み－の例を取り上げる。

１．契約することとは「出資者である政府とサービス・プロバイダーとの間で契約として記録さ

れる規定に沿って、合意した値段で、特定の期間に特定のプロバイダーから決められた量の教育

や教育関連サービスを調達するプロセスのことである」（Patrinos2005pp､2.3)。

２００３年時点で、エジソン社はアメリカにある４１７校の外注学校のうちの４分の１を経営し、

２０にわたる州の１３万２千人の生徒の教育を行っている（Saltman2005を参照)。エジソン・コ

ーポレーションの子会社であるエジソンスクールズＵＫ社は「新たな国際的ベンチャー」として

そのアメリカ式経営モデルをイングランドに輸出している。

アメリカの教育会社はロンドン北部にあるコンブリヘンシプ・スクールの経営を引き継ぎ、

その成績を改善することで100万ポンドが支払われることになっている。

アメリカ最大の公営学校運営の民間業者であるエジソンスクールズ社は、今週、エンフィー

ルドにあるソールズベリー・スクールと３年間の契約を結んだ。

会社の報酬の一部は生徒がＧＣＳＥや１４歳全国テストで良い成績を達成することに基づいて

支払われる。

このマネジメント・チームはロンドン北部にあるイズリントン・グリーン・スクールの前校

長であるトレバー・アヴェール･ビーソンにより率いられている。彼は特別措置校を引き継ぎ、

ロンドンで最も改善された学校の一つにしたという実績をもつ。ソールズベリー・スクールの

新しい経営には、トレバーと共に働いていた当時の副校長２人も参加している。
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アヴェール・ビーソン氏はコミュニティ・スクールの経営を民間ビジネスにアウトソーシン

グすることを「大胆な措世」であると述べ、次のように語った。

「これは非常に独特なやり方である。我々はイズリントン・グリーン・スクールとエジソン

社という２つのすばらしい経験を一つのものにまとめあげようとしている｡」

（TheGuardianMarch2007）

現時点でアウトソーシングのようなマネジメントは､イングランドでは小規模で(４つの学校、

１４の地方教育当局、２つの子どもサービス機関がアウトソーシングされ、そのいくつかは現在地

方当局の管理下に戻っている)、新規の機会はほとんどない。教育企業は「政治的な意志」の欠如

を指摘している（ノードーアングリア社最高責任者アンドリュー・フィッツモーリスとのインタ

ビュー)。そのような可能性に関心を抱く会社は数多く存在するが、市場は未だ、学校グループの

アウトソーシングによって利益を生むところまで発展していない。

…基本的に学校グループの経営者になることは我々の目指すことである。そして、我々に

とってのモデルは私立独立部門に存在し、それは２５か３０の学校を有するガールズ・パブリ

ック・デイ・スクール・トラストであるということを、労働党政権発足以来、私は述べてき

たのであるが、私はこのモデル全てを我々のお手本にするだろうとはいってはいないし、こ

のモデルが知的あるいは社会的な排除をもたらすことについてはあまり気にしていないと言

っているわけではなく、経営モデルの観点から興味がある、といってきたのである。（C巴Ｔ

最高責任者ニール・マツキントッシュ）

原則として、現在あるいは将来いかなる時にで、もし政府がスウェーデンをモデルとし、公

教育の枠内で学校を経営することを民間部門に認めるならば、我々は確かに興味をそそられ

るだろう。その際、我々が関心をもつのは、現在のスカンジナビアにおいて、民間部門やボ

ランタリー部門や信仰を基礎にするもの、公営といったさまざまな方法で所有される非常に

興味深い学校制度の例が存在するということであり、これは次の総選挙の時には、労働党か

保守党、あるいは両方の選挙綱領に盛り込まれるだろうといった類のものである（VTES教

育サービス部長デイビッド・マクギャーエイ)｡」

イングランドのトラスト・スクール・イニシアチブ（EducationandlnspectionAct2006）は

このことを可能にするだろうが、未だ不明な点は多い。スウェーデンにおいては、これははるか

に活発に発展しており、現在、公営学校の約１５％が民間部門やボランタリー部門のプロバイダー

との契約によって運営されている。

ソールズベリー・スクールの他には、３つのイングランドの公立学校が民間会社に外注されて

いる。そのうちの２つは３ＥＳと呼ばれる会社によって経営されており、これはドバイを本拠地に

した教育と健康分野のマネジメント会社であるＧＥＭＳ社に近年買収された会社であり、ＧＥＭＳ

社はまたイングランドのある私立学校チェーンをも近年買収している。イングランドの外注され
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たもう１つの学校はノードーアングリア社により経営されている。

ノードーアングリア社はモスクワ、プドン、ワルシャワ、上海、ブラティスラヴァ、ベルリン

に学校を所有し、2005年には、ＵＡＥの会社であるエータ・アスコン・グループとともにスター・

ブリティッシュ･スクールズをＵＡＥに作る計画を進めるための共同ベンチャー事業を開始した。

ノードーアングリア社の最高責任者は「スター・ブリティッシュ・スクールがその地域の多くの

学校のなかで最高の学校になることを我々は期待している」（wwwasdaa・com.）とコメントした

（このベンチャー事業は失敗に終わったが、現在ノードーアングリア社はアブダビにある公立学

校の一部を経営している)。また2005年には、ウクライナに所有していた２つの学校を１３０万ポ

ンドで売却した。ノードーアングリア社はリープフロッグ・ナーサリーズ・チェーンを所有する

イギリス最大の私立幼稚園のプロバイダーであった。ノードーアングリア社は全国学校視察を請

け負う５つある会社の１つであり、イングランド北西部にある学校との契約ならびに継続教育の

契約を結んでいる。そしてスペイン系企業のフェロビアル社により現在所有されている建設会社

のエイミー社との共同ベンチャー事業において、（ロンドン北部の）ウォルサム・フォレスト地方

教育当局が外注したサービス事業を請け負っている。２００４年に、ノードーアングリア社はイギリ

スにある１０の私立学校をＧＥＭＳ社に１１９０万ポンドで売り、そして２００７年には、イギリスのチ

ェーンであるビジー・ビーズやアメリカに幼稚園を所有しているオーストラリア企業のエービー

シー・ラーニング社に幼稚園を売った。

幼稚園の供給過剰により、ノードーアングリア社はその８８の幼稚園を、買収した額の半分

以下でオーストラリアのライバル会社に売らざるをえなかった。

ノードーアングリア社は昨日までこの国最大の幼稚園の運営会社であり、リープフロッグ、

ジグゾウ、プティ・アンファンといったブランドを所有していた。ノードーアングリア社は３

年前に７３００万ポンドでそれらを買収し、今回のビジネスで３１２０万ポンドを受け取るだろう。

一流の通学制私立学校からの授業料収入があるノードーアングリア社は利益を生み出すこと

に必死である。

ノードーアングリア社は債務返済に現金を使おうとしており、急成長と多大な利益の見込め

る、国外在住の子どもたちのためのインターナショナル・スクール、それにＯｆＳＴＥＤをサポー

トし、ロンドン区のウォルサム・フォレストの教育サービスを請け負う教育サービス部門に特

化しようとしている。（TYmesonlinel4thAugust2007）

教育サービスは発展しつつある市場であり、そこでは国家（単一であれ多国間であれ）がマー

ケット．メーカーであるので、これはある種の自発性に委ねられるネオ。リベラルの自由市場で

はなく、そのダイナミクスは、国家におけるダイナミクスや変化や、産業の対応や経済取引を方

向づける国家の役割に沿って理解されなければならない（Burch2006)。バーチは、公共部門の
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プロバイダーが民間部門のサービスを利用するためのインセンティブやプレッシャーを国家政策

により創出できるということを指摘している（特に、アメリカ合衆国の「誰も見捨てない法（No

ChildLeftBehind：NCBL)」体制への関心からのこの効果に注目している)。バーチはまたサー

ビスの売り手が「自分たちのマーケティング戦略の一部として「NCBL」法定業務に融資したい

と考えている」と述べている(p､2593)。私はイングランドにおいて同様のことを述べてきた(Ball

2007)。バーチは「全国にわたって、都市部の学校制度は、『NCBL』法を順守するために専門サ

ービスプロバイダーのサービスや製品に頼っている」（p,2582）と述べ、「新たな教育の民営化の

中心となる機能として、テスト開発とテスト対策、データ分析とデータ・マネジメント、補習教

育サービス､そして教科内容における特殊領域のプログラミング｣の４つを挙げている(p､2588)。

アメリカ合衆国の学区は歴史的に、これらの領域のいずれかにおいて外部のサービスの売り手と

契約してきたが、「NCBL」体制はこの傾向をますます加速させている。

上述してきたように、教育サービス産業は、部分的には吸収合併や新設合併や国際的な拡大と

いった動きのあるダイナミックな市場である。他の業界同様教育ビジネスも次第に多様化や国際

化を求めてきており、特にイギリスにおける市場の成長が鈍い時には、新たな市場機会を絶えず

求めるのである。しかしながら、指摘されているように（Cavesl974)、企業は何らかのビジネ

スで成功していなければ、そしてイギリスにおける経験が海外に拡大するための基盤として利用

されうるのでなければ、多国籍企業になることはない。

「イギリスの経験は学校に基礎をおく経営（SBM）の国際的な発展の多くの基盤をなす

モデルとして提供されてきた」（wwwcea､ＣＯ・uk)。

ブリティッシュ教育におけるノードーアングリア社の評判や専門知識は、教育供給の質

の改善を求める海外市場の需要に応えるための格好のチャンスを与えるものである。

（Companyannualreport2006p､8）

これらのビジネスが海外に拡大するにつれてリスクが増加するのかどうかは今のところ不明で

ある。しかし、すでに述べたように、特にアメリカ合衆国とイギリスの教育ビジネスの国際的な

活動の増大が可能になっているのは、ＧＡＴＳへの国を挙げての取り組みやさまざまな二国間協定

を通じて、また、ＷＴＯの調停機関に訴えることを通じて、公共サービスの自由化が進行してい

るからである。

２．PFIあるいはＰＰＰとは、民間資本による国家機関のＤＢＭＯ（デザイン、建設、管理、運営；

Design,Build,ManagementandOperation）のことである。世界銀行は（｢インプット」と「ア

ウトプット・バンドル」をもつ）「施設の利用可能性」と呼んでいる。ここでは民間の投資家が、

25-30年の期間で国家にリースバックされる施設(道路や橋だけでなく学校や病院も）を融資し、

建設し、運営するのである。２００３年にイギリスのPFI公債市場は前年の４９億ポンドから８２億

ポンドに達した。２００３年の新規のPFI投資は６７億ポンドであった。２００３．４年に、スウェーデ

ンの建設会社であるスカンスカ社はイギリス最大の３０億ポンドのPFI事業を行い、その後に（
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ルフォア・ビーティー社と日本企業の鹿島建設が続いた。ドイツのオッフェンバッハ郡やケルン

市にはどちらも大規模なＰＰＰの計画があり、オッフェンバッハ郡の９０を超える学校、ケルン市

の７の学校がその計画に含まれている。オッフェンバッハ郡の計画の一部はフランスの建設会社

バンシの子会社に与えられ、オッフェンバッハ郡の残りの計画とケルン市の計画はドイツ系企業

のホッホティーフ社に与えられた。これらの企業はオッフェンバッハ郡の学校を１５年間、ケル

ン市の学校を２５年間経営することになる。バンシ社は最近「窮地に陥っていた」イギリスの建

設＆サービス企業のジャーヴィス社のPFI事業の大部分を買収した。ニューサウスウェールズ州

政府（オーストラリア）は現在、民間投資家の資金によるＰＰＰを利用して１０の学校を建設中で

ある。ＰＰＰはカナダではＰ３ｓと呼ばれており（イギリスからの「政策借用」の一つの例である)、

学校の建設（そして他の国家のインフラ）に広く利用されているが、特にブリティッシュコロン

ビア州とノバスコシア州では３０を超えるＰ３s学校がある。

こうした第一段階の活動はPFIの契約の「販売」を扱う「第二次市場」を次々に生み出し、銀

行や非公開株投資会社の投資対象として関心を掻き立てている。イニスフリー社はＰＦＩとＰＰＰ

のインフラ計画への長期間の投資を支援するイギリスの大手インフラ投資グループである。２００６

年に、イニスフリー社は、健康、教育、運送、公営の宿泊施設（例、大学の寮）にまたがる約８０

億ポンドの資本価値をもつ４７のPFIによるインフラ計画を所有していた。イニスフリー社は機

関投資家がＰＦＩとＰＰＰの資産に投資するためのチャンネルを提供し、現在までのところ、ＰＦＩ

とＰＰＰ事業に携わる会社への投資のために１０億２０００万ポンドを集めている。イニスフリー社

への投資家には、イギリスの大手機関投資家であるプルデンシャル社やハーミーズ社、そして地

方当局年金基金などが含まれる。スウェーデン、ドイツ、スイス、アメリカ、カナダ、そして日

本といった海外の機関投資家は、現在、イニスフリー社の資金の４２％を提供している。

非公開株投資会社であるスター・キャピタル・パートナーズ（ＳｍR）社は、2003年に、ＳＭＩＦ

社（アビー・ナショナル社とバブコック。アンド・ブラウン社の合弁企業）を買収した。ＳＭＩＦ

社はＰＦＩの投資家やディベロッパーからのインフラ資産で利益を得ている。（例えば、ブライト

ンにあるヴァーンデン・スクールでのジヤーヴイス社の事業やフオルカーク・スクール・プロジ

ェクトでのＨＳＢＣ社の出資者利益１８００万ポンド)。2003年に、ＳＭＩＦ社は（20億ポンドの原資

産価値をもつ)地方当局の２３の教育事業と健康事業において１億２０００万ポンドの資産を保有し

ていた。ＳｍＲ社はコア・パートナーである、ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド・グル

ープ、サンタンデール、エスピリト・サント、そしてワン・エクイティ・パートナーズといった

ヨーロッパの銀行ネットワークにより支援されている（ＳｍＲ社のウェブサイト)。

販売政策

私が強調したいと考える利潤追求型の教育サービスの第三の領域は､教育政策､公共部門改革、

そして学校改善の輸出と販売である。これには２つの次元がある。（１）「自由市場」における西

洋諸国間の政策の伝播、（２）種々のプロジェクト、開発援助あるいは構造調整のための「コンデ
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挙げて説明することにしよう。ここではイギリスの企業であるケンブリッジ・エデュケーション

社を取り上げる。私がすでに論じてきた点のいくつかは繰り返しになるだろう。

ＣＥＡ（CambridgeEducationalAssociates：後にCambridgeEducationに改名）は内ロンド

ン教育当局事務局の元副局長であるデレク・フォアマンとケンブリッジシヤー教育当局事務局の

元副局長であるブライアン・スミスにより1987年に設立された。ＣＥＡは地方教育当局に対する

コンサルタント業務を行い、現在はイズリントン、サザウォック、シリー諸島の地方当局のサー

ビスを管理する契約を結んでいる。ＣＥＡはOfSTEDの学校査察を実施し、ICT(Infbrmationand

CommunicationTbchnology)トレーニングを行い､そして暫定マネジメントやＰＰＰ支援を提供し、

そして教員給与改革計画を執行しており、またプロジェクトではいくつかのアカデミー（イング

ランドの教育システムにおける新しい学校)を経営している｡ＣＥＡの年間の売上高はおよそ５０００

万ポンドになる。２０００年には、ＣＥＡは、運輸、不動産、ヘルスケア、通信、エネルギー、レジ

ャー、公共事業の分野における国際的なエンジニアリング・プロジェクト・マネジメントのコン

サルタントを行うモット・マクドナルド社（2003.4年は売上高３億４２００万ポンドで７８０万ポン

ドの利益を上げた）との共同ベンチャー事業に参加した（同社の年次報告書)。

ケンブリッジ・エデュケーション社はまた、直接的にあるいは補助契約を通じて、学校改革ソ

リューションの販売を広く行っている。「グローバルなレベルで、ケンブリッジ・エデュケーショ

ン社は教育の質を引き上げるために政府や援助資金供与者や開発機関と連携する。我々はローカ

ルなソリューションを創出することを助けるイノベーションや専門知識をもたらす｣（同社のウェ

ブサイト)。その他の例をあげれば、ケンブリッジ・エデュケーション社は現在次のような機関と

連携している。

タイの中央政府

中国の地方政府

香港の教育省

カリフォルニア

ニューオリンズ

ニューヨーク市

国際開発省、欧州委員会、世界銀行、アジア開発銀行のプロジェクト（パプアニューギニ

ア、エリトリア、バングラデシュ、カンボジア）など（大学やＮＧＯや他の民間企業との

パートナーシップによる取り組み)。

○
○
○
○
○
○
○

そうした仕事の例としてガーナとモルジブの例をあげる。
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ガーナ：計画・予算・監視・評価への支援

ケンブリッジ・エデュケーション社はマネジメントの能力とシステムを強化することによっ

てガーナの教育部門のパフォーマンスを改善するのを手伝う。プロジェクト期間：2004～2005

年。

ケンブリッジ・エデュケーション社は、ガーナの教育・青年・スポーツ省に対して、計画・

予算・監視・評価（PBME）システムの開発を通じて、資源管理を改善するための支援を行っ

た。この支援の焦点は、教育戦略計画および教育部門の重要な政策文書を見直したり修正した

りする教育・青年・スポーツ省の能力を高めること、そして重要な政策目標に対するコストと

実施計画の評価を改善することである。

モルジブ：教育制度の強化

ケンブリッジ・エデュケーション社は、法制、財政、教材開発の３つの領域における技術支

援を提供し、管理するために、アジア開発銀行とモルジブ共和国政府により選ばれた。プロジ

ェクト期間：2005～2006年。

ケンブリッジ・エデュケーション社は新しい教育法に向けた法案作成においてモルジブ政府

を支援した。その法案の内容は、中等教育以降の教育へのアクセスが増加しかつ公平であるた

めの持続可能な財政的枠組みの開発、ならびに中学校段階での教材の開発能力の強化であっ

た。重要な活動には現在の教育法（方針、優先事項、改革ニーズ）を評価し再検討することが

含まれていた。具体的には、関係者との協議の実施、新しい教育法の重要項目の起草と確定、

現在の教育財政と財政支援に対する学生のニーズの評価、貧困や経済のアセスメント調査、中

期資金の調達体制および支出計画の起草、現在の中学校と高校のカリキュラムとニーズの再検

討、明確化したニーズに沿ってのカリキュラムやトレーニング教材の開発、そしてカリキュラ

ム開発者のトレーニングといった活動である。

ケンブリッジ・エデュケーション社はまたアメリカ合衆国でも活動しており、５７の公立学校を

経営するIqPP（｢知は力なり」プログラム）財団やゲイツ財団と共にチャーター・スクールのレ

ビューを行っている。１１０万人の生徒を抱えるアメリカ最大の学区であるニューヨーク市は、イ

ングランドの査察モデルに基づく「学校レビュー」プログラムの導入を進めるためにケンブリッ

ジ・エデュケーシヨン社と契約を結んでいる（年間６４０万ドル相当額での契約)。ケンブリッジ・

エデュケーション社はニューヨーク市のレビュー担当者をトレーニングしているので、ニューヨ

ーク市のレビュー担当者たちは数年後にそのレビュー・システムを完全にコントロールできると

考えられている。タプロイド紙のニューヨーク・サンは「イギリス人が市内の学校をレビューす

るためにやってきた」と表現している（2007年７月３１日)。その新聞は、市長が、かつて市の

教育局のコンサルタントとして働いたことのあるマイケル・バーバー卿（トニー・ブレアの元ア

ドバイザーで現在マッキンゼー社のグローバル・エキスパート）から、イングランドの査察モデ

ルについて学んだと続けている。

ケンブリッジ・エデュケーション社のような企業は、既製の、購入可能な「アイデア」の汎用
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パッケージとして、政策を「売る｣、改革を「売る｣、学校改善を「売る」のである。このすべて

は「政策における企業家精神」の一形式であると同時に政策転換のプロセスであり、また「政策

収散」の仕組みでもある。それらの企業は、地方の政策システムに直接的あるいは波及的な方法

で、「開発」や（利益のための）援助政策を伝達し、地方の政策インフラを整備することにより、

広く行き渡っている政策論を定着させる。これはまたケルシー（Kel8ey2006）が「規制された再

テリトリー化」と呼ぶもののように見える。企業コンサルタントたちは「グローバルに制度化さ

れたマネジメント・コンセプトの運搬人」である（Han8enandLairid8en2004p､515)。これら

は、組織的なレベルでは教育あるいは学校への特殊性をもたない一般的な政策論である。それら

は、「規制緩和、外注、エージェント化、民営化といったニュー・パブリック・マネジメントのさ

まざまな面」（Bache2003p､301）を含む流行の政策潮流を網羅している。それらはまた民間が

参加するさらなる機会を「売る」あるいは制度化する。多くの発展途上にある社会における基礎

的な教育提供の発展において、民間の関与はその制度の開始時点から組み込まれている。これは

また、組織、教育、リーダーシップと雇用についての西洋モデルの組み込みや順応、そしてミヒ

ョー（Mihyo2004）が「知的なダンピング」と呼ぶやり方を通じて、教育の商品化と商業化の伸

展を伴う。

結論

教育サービス業にはさまざまな規模や機能があり、我々はますます企業の買収や破産や垂直的

統合を見ることになるであろう。いくつかの小規模なイギリスの「ニッチ」企業は外国へ展開し

ているけれども（エデュノヴァ社やプロスペクツ社)、現在、最も成功している国際的な企業は、

国際的なマネジメント・サービス企業の子会社か一部門（ムーシェル・パークマン社、ケンブリ

ッジ／モット・マクドナルド社)、あるいはマネジメントや情報通信技術の専門会社（キャピタ社

やセルコ社)、あるいは大手の会計事務所やコンサルタント会社（プライスウオーターハウスクー

パーズ社、ＫＰＭＧ社、トウシュ・デロイト社）であるようにみえる。ＧＥＭＳ社やノードーアン

グリア社のように、官民型のプロバイダーの将来はあまり確実ではないように見える。

しかしながら、グローバルな事業収益の必然的な拡大と、利潤の新たな源泉の追求は単純な話

ではない。ここには（少なくとも西洋においては）企業と国家との複雑な相互関係があり、ケル

シーによれば、その関係は「互恵的であると同時に矛盾もしている」のである。「グローバル化し

た資本主義は国家に対して、まずリストラを要求し、次に利益ある事業を可能にすることを要求

し、そして国境を越えた拡大を可能にすることを要求した」（Kelseyp､4)。国民国家はますます

持続性と正当性を提供し、自分の国のビジネスが教育サービスの販売促進と融資を行えるように

行動し、そして国外投資への原動力を刺激するための公共政策を用い、また、集中的な資源配分

を行うだけでなく、社会革新や経済革新のブローカーとして機能するのである。これは、ジェソ

ップ（Jessop2002）が「競争国家」の働きと呼ぶものであり、国家イノベーション体制の発展で

ある。「国家の競争力は世界中でガバナンス戦略上のますます主要な関心事となっている」

（ＷａｔｓｏｎａｎｄＨａｙ２００３ｐ､299)。さらにいえば、「増大する海外取引の利益を反映して、輸出業

3５



日英教育研究フォーラム１２号

者のための幅広い政府の支援策が存在する」（Thware8andYbung2005p､12)。国家は適切なメタ

能力を発展させるために働き、新しい集積戦略の支援を次々に動員するという「新しい政策の物

語」の発展を支援する。国家はまた教育を商品や契約に変える「商品化のエージェント」として

行動し、公的諸機関を公的部門の諸改革を通じて、「企業」との類似性や「市場形態」の修正可能

なプロセスを作るよう組み替えるために働く。国家はまた、ビジネスが利益を追求し引き出せる

ように公的部門内の経済的条件と経済外的条件を創出する。他方で、論じられているように、資

本は、コスト削減と同時に質の改善も行うという観点から、国家に対して教育における効率性を

猿得する手段を提供する（Hoxby2003)。国家と資本および多様なＰＰＰとの間には相互の制約と

融資が増大しつつある。バーチ（Burch2006）が指摘し描いているように、ここでは公共あるい

は民間の単純なゼロサム的なプロセスは存在しないが、しばしば公共と民間のコラボレーション

の新しい形式が出現する。そのようなことは、次の指摘にもみられる。「それは国家が無気力にな

るということではないが、国家は商品化のプロセスを前進させるためにその権力を使用するよう

強制されるということだ」（I鐙y82001p､80)。
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