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社会科学に関する学術研究動向調査研究及び社会

科学分野における研究者の評価の在り方に係る調査

研究 

山本 和彦（一橋大学大学院法学研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

＜学術研究動向調査研究について＞ 

 科研費分科細目の改定について、法学分野においては大き

な改正はされなかった。ただ、新領域法学の細目を中心として、

なお一定のフォローが必要である。このような分野では、多くの

実務家が学会に入って、実務家と研究者が活発な交流を行っ

ている。その中で、実務家を中心とした研究が行われ、研究費

を必要とする事態も増えているように見える。このような事態に

対しては、科研費の審査において実務的な視点を重視するな

どに加えて、制度的な対応が必要になるかもしれない。 

 

＜社会科学分野における研究者の評価の在り方に係る調

査研究について＞ 

科学の分野において研究者及び研究をどのように客観的に

評価するのかは永遠の課題であるが、特に昨今様々な局面で

そのような評価が求められている。しかるに、従来の議論は自

然科学の分野に偏している印象を受けるところ、社会科学分野、

とりわけ法学の分野における客観的な研究業績の評価の在り

方は、相当程度異質な問題を含んでいるように思われる。 

すなわち、①法学分野の研究論文掲載雑誌等については

査読の伝統に乏しい点、②引用数に関するデータベースがな

く引用による評価が困難である点、③法学者の業績において

は実務への影響力（とりわけ判例に対する影響力）が重視され

る点、④法学者を対象とする賞など目に見える形での顕彰が

多くない点などである。 

このような点から、法学分野における研究者及び研究を客

観的に評価することは困難を伴うが、他方で、学界内部におい

ては当然研究業績の評価はされているのであり、何らかの目に

見える形での客観的評価の方法の開発が必要であることもま

た間違いない。とりわけ、近時は大学の内外において法学者と

他の分野の研究者とが同一平面で評価される場面が増えてお

り、客観的評価方法が確立されなければ法学研究者が必要以

上に不利に扱われるおそれがある。 

このような評価の方法として考えられるものとして、①ピア・レ

ビュー（アンケート調査等）の実施、②学会賞等の積極的な設

置、③引用データベースの構築などがある。これらは必ずしも

決定的なものとは言い難いものの、法学界を挙げて研究の客

観的評価の在り方に向けた検討作業を行っていくことは今後

必要不可欠であると考えられ、様々な取組みがされることが期

待される。 

 

社会科学分野にかかる学術研究動向に関する調査

研究及び学術振興方策に関する調査研究 

武川 正吾（東京大学大学院人文社会系研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

＜学術研究動向調査研究について＞ 

日本社会学会、福祉社会学会、社会政策学会、日本社会

福祉学会、日本地域福祉学会に参加し、社会政策・社会学領

域の研究動向について、情報収集に努めた。 

昨年度注目されたイシューは、東日本大震災後の生活問題

である。とりわけ現地の被災当事者からの視点を強調した研究

が多くみられた。例えば、社会政策学会・福祉社会学会では、

現地の実践者も招き、東日本大震災後の生活の状況とその政

策的対応の在り方についての議論がなされた。 

多元的水準での国際交流の進展も見られた。分科会レベル

でも海外の研究者を招いた報告討論が行われたことや、海外

の動向の報告だけではなく共有データを用いた分析結果につ

いての討議が行われていたことが特徴的であった。また国際交

流を進めるために、若手研究者向けに海外での報告ノウハウ

の共有ためのワークショップも行われた。 

研究内容に関していえば、人口変動に注目した研究が確認

される。高齢化に伴う対応についての研究成果や、若年者へ

の社会政策対応の検討、少子化と関連させた、子育て支援に

関する報告や論文も多くみられた。そこでは非正規の問題や

サードセクターの台頭などの共通した社会政策的イシューに対

して、既存の学問分野の境界を超えた研究蓄積が見られた。 

 

＜学術振興方策に関する調査研究＞ 

日韓地域福祉学会、日中韓国際社会保障論壇などに参加

して、韓国、中国など、東アジアの研究者から調査動向の聞き

取りを行った。また、日本、中国、韓国の研究者を対象に、国

際会議における言語運用について焦点をあてた質問紙調査

（回収数：89、KJ 法で分析）・聞き取り調査、および通訳者のグ

ループ討議を行った。 

アンケートからは、国内外の研究者の多くは、母国語の使用

が妥当であることを認めている。母国語を用いるメリットとしては、

政策、制度についての概念が国ごとに異なり、母国語を用いる

ことで正確な専門用語を使用できることが評価されている。た

だし、母国語のメリットは、通訳の質に依存していることも指摘さ

れた。現状の東アジア諸国との国際会議では、専門分野に詳

しい留学生が通訳として期待できるという背景があり、この状況

が変化すれば、母語での国際交流は難しくなるだろう。 

一方で英語のメリットとしては、英語での開催はコストを抑え

ることができ、海外に研究成果を直接的に伝えることができると

いうことがある。また、若手研究者には英語での交流を求める

意見が目立った。 

以上を踏まえると、当面は、母国語と英語による交流の両方

が必要である。両者のメリットを生かすためにも、個別の研究者

の語学レベルの向上だけでなく、相互留学の促進などの基本

的な交流が求められる。今後、望ましい形での国際交流を行う

ために、その変容の在り方を模索することが重要であろう。 
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政治学分野に関する学術研究動向調査研究 

川出 良枝（東京大学大学院法学政治学研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

政治学は、今日、実証的政治分析、計量政治学、政治思

想・政治哲学、比較政治学、政治史、行政学・公共政策学、政

治経済学など、様々な分野から成り立つ学問分野である。また、

その対象となる地域も、日本、東アジア諸国、欧米先進国、イ

スラム圏、ラテンアメリカ、アフリカ諸国等々と様々である。また、

国際関係論、国際政治学は政治学の中でも特に大きなサブ分

野、もしくは独立した大きな分野として発展をとげてきた。 

 こうした状況において、各分野における方法論も多様なもの

となり、自然科学・経済学・統計学といった手法をもちいるもの、

文書館資料や政治思想家のテクストの分析といった人文学的

方法をもちいるものなど様々なやり方がある。そのため、政治と

いう共通の現象へのアプローチであるという共通点があるにせ

よ、政治学全体を見通す共通の枠組みが不分明になるという

傾向が看取される。本研究は、多様な分野を内包する政治学

の各分野において、方法論の問題がどう捉えられるかを調査し

た。日本政治学会における「日本の政治学の冷戦後の展開の

批判的俯瞰」、「政治学の再構築へ――新たな課題に応えて」、

「実験政治学」といったセッション、政治思想学会における「言

語と政治」のセッションなど、方法をめぐる最先端の議論が展

開され、いまだ全体を俯瞰するだけの体系化には至らないに

せよ、各専門分野で先鋭な試みがなされていることが確認され

た。 

  

２．その他 

専門研究員の任期を終えるにあたって、学術振興会の業務

の重要性をこれまで以上に深く感じ、それを支える研究員・職

員の職務の責任の重さを痛感した。今後とも、振興会の活動が

発展するためには、その担い手である「ヒト」（人材）のリクルート

の活性化がさらに必要であろう。審査委員候補者データベー

スのより一層の充実をはかる方策の検討など、引き続き検討し

ていくべき課題であると考える。 

 

経済法分野（消費者保護と競争法にかかる行動経済

学の影響）に関する学術動向調査研究 

川濵 昇（京都大学大学院法学研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

文献調査・データベース調査によって、経済法分野におけ

る行動経済学の影響について世界的な研究動向を調べ、我

が国の現状と比較した。 

経済法分野、とりわけ競争法と消費者法は規制対象の性格

上、経済学等との学際的な研究を必要とする。消費者法の領

域では１９９０年代後半から行動経済学に依拠する研究が欧米

で急激に増加してきた。この潮流は競争法の領域でも顕著に

なっている。我が国でも行動経済学の重要性は認識されなが

らも、法科大学院の発足以降、学際的研究が滞っているようで

あり、彼我の差に注目した。 

消費者法における行動経済学の影響は、不合理ゆえに保

護が必要という素朴な段階から始まる。体系書レベルではその

段階に留まる例が多いが、国際的には、①行動経済学の知見

を取り入れて介入手法のイノベーション（選択アーキテクチャー

の改善等）に関する探求、②様々な介入がもたらす帰結につ

いての理論的・経験的探求、③非合理性がある場合の介入根

拠の原理的探求、④①～③を踏まえた立法論・解釈論の提案

と様々なレベルで活発な研究が展開されている。また、行動経

済学の利用に否定的な議論とそれへの応答という形で議論の

深化が見られる。例えば、米国ではドッド＝フランク法による消

費者金融保護機構の設立とそれによる諸規制に対して、①～

④の各レベルで激烈な議論が展開され、この領域だけでも多く

の業績がある。これによって、行動経済学を利用する際の立論

は非常に洗練されたものとなっている。なお、同様の議論の深

化は消費者法の他の領域や競争法においても見られる。 

これに対応する我が国の研究動向としては、行動経済学へ

の言及は多いが、素朴な介入正当化論に終始するのがほとん

どである。もっとも、消費者法学会のシンポジウムなどで①～③

にかかる高水準の報告がなされるなど改善の兆しは見られる。

競争法においても。消費者法と同じく改善の兆しは見られる。 

 

２．その他 

法科大学院発足以来、実定法学が教義学的な議論に終始

する傾向に対する懸念があったが、学際的研究を必要とする

経済法の領域でもその傾向が見られた。一部の研究拠点での

み国際的な動向にキャッチアップする研究が行われている状

況なのではないかと危惧される。 

 

経済学分野に関する学術研究動向調査研究 

須賀 晃一（早稲田大学政治経済学術院・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

近年、実験経済学、行動経済学、神経経済学といった既存

経済学のテーゼを拡張したり修正する研究や、政治経済学、

教育経済学、医療経済学などの応用領域における新たな理論

構築や実証分析も積極的に進められており、それらを扱った

多数の研究がさまざまな学会で報告された。それらの新しい研

究に共通する特徴は、旧来の分類から外れる、あるいはいくつ

かの領域にまたがる研究だということである。 

経済理論研究の中で注目されているのは、契約理論、マッ

チング理論、オークション理論、メカニズム・デザイン、行動経

済学などのミクロ経済学に属する分野である。マッチングやオ

ークション、市場デザインでは、そこで考案されたメカニズムに

よる配分の効率性や衡平性が多面的に議論されている。また、

意思決定論や情報・不確実性の経済学では、限定合理性、曖

昧さ、人間性、文化、多元的価値などを取り込む研究が、行動

経済学や実験経済学との協力によりなされている。一方、伝統
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的経済学の分野では、顕示選好理論を始めとして、さまざまな

領域で計量経済学との融合を図った注目すべき研究が進めら

れている。同様に、ゲーム理論と計量経済学の融合も進んで

おり、今後の重要な研究方向を示している。個別取引の詳細

な記録などのビッグデータの使用が可能になることで、さらにそ

の傾向に拍車がかかると予想される。 

マクロ経済学の領域では、動学的確率一般均衡モデルを中

心とした新しいマクロ動学が流行しており、資産価格形成、信

用バブル、財政・金融政策の効果等にまで研究対象を拡大し

ている。その他、最近の研究では、上述の契約理論のようなミ

クロ経済学の分析道具がマクロ経済学にも積極的に取り入れ

られ、主体や政策の合理性に根拠づけが与えられるようになっ

た。応用分野では、金融、ファイナンス、労働経済の領域で興

味深い研究が生まれている。契約理論やメカニズム・デザイン

を応用しながら主体の行動と制度の連関を構成し、マクロ現象

の説明に及ぶ研究などもある。 

 

２．その他 

学会や国際会議などで学術動向調査を進めてみると、既存

の領域に収まらない研究や領域をまたいだ研究が数多く生み

出されていることに気づく。科学研究費等でこれらの将来性の

ある研究を支援していくためには、学会や先端的研究の動向

に沿ったピアレビューのシステムが構築されなければならない

が、その要諦はピアレビューに携わり正当な評価のできる研究

者の養成にあると思われる。それはとりもなおさず優れた研究

者の養成そのものであったり、それと対をなすもの（有能な若

手研究者の指導者）であったりするが、日本の研究者の層はま

だまだ薄い。有能な研究者の養成から、有能なレビューアーの

養成、そして将来性のある研究の選択とその下での有能な研

究者の養成へ、好循環が生まれるような仕組みを意識的に作

る必要があると考える。しかし、世界の経済学研究者全体から

見れば日本の研究者の数はわずかであり、適切なレビューア

ーの選択は困難な問題である。そこで、これまで各班で議論さ

れてきた客観的評価システム（査読論文の公刊数などを基準と

した）の導入を積極的に推し進めることが必要であろう。 

 

経済学・経営学分野に関する学術研究動向調査研

究 

平木  多賀人（東京理科大学経営学部・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

金融経済学（ファイナンス）関連分野における研究動向調査

として、論文著者とその研究対象のロケーションの不均衡の問

題を選択した。特に学術生産プロセスの入口（ワーキングペー

パー開示）からと出口（ジャーナル論文公刊）までを国際比較

の見地で調査・分析した。まず入り口において、わが国のファ

イナンス研究者が世界に対していかに成果発信を行っている

か（あるいはいないか）米国リポジトリ機関を中心に動向調査を

行った。さらに、国際的学会発表そして研究の最終化であるジ

ャーナル発表における生産性を”アカデミックホームバイアス”

からの観点で、日本の研究者と研究支援・助成組織の課題そ

して現状と新傾向を課題としてまとめた。 

まず世界最大の社会科学リポジトリである Social Science 

Research Network (SSRN)への実地踏査と同所の統計資料か

ら、わが国の研究者はその経済規模や国勢にふさわしい学術

発信や貢献を行っていないことが確認された。言語的制約はこ

のインバランスの一部の説明にしかならない。学会発表でも、

他のアジア先進国とは対照的に、日本は世界の中では相対的

インバランスをより大きくしている。この分析結果から、わが国研

究者には本来研究活動の入口にあるべき市場インセンティブ

を与え、またリポジトリなど研究成果公開のインフラの整備・統

合を国際の観点で急ぐ必要があるとほぼ結論づけることができ

た。 

世界と日本の金融経済学関連研究者研究のアカデミックホ

ームバイアスの文献サーベイとデータセットの構築・分析にも

取り組んだ。特にファイナンスのトップ実証研究に焦点をあて

た場合、米国以外の市場や制度（特に日本市場）を扱うとその

投稿は棄却される確率が近年高くなっていることが状況証拠

的に判明した。また、世界の研究者は日本企業や市場をパス

し自国や新興国に主眼をおくホームバイアスの傾向をより強く

している。国力とくにその経済力とアカデミックホームバイアス

の間の相関は高く、このためわが国金融経済学研究者は、研

究インフラをより高度化すると同時に、状況打破に向け国際を

扱う論文の質と比率上げ国際ベンチマークにより接近する必

要があると提言したい。 

 

２．その他 

本調査研究のために以下の国内外の学会に出席した。 

2012 年 5 月 日本ファイアナンス学会（一橋大学・学術総合セ

ンター） 

2012 年 9 月 Northern Finance Association Meeting （カナダ） 

2012 年 9 月 Social Science Research Network (SSRN) 訪問

（米国） 

2013 年 1 月  Allied Social Science (American Finance 

Association) Meetings （米国） 

 

社会福祉学分野に関する学術研究動向調査研究 

副田 あけみ（関東学院大学文学部・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

社会福祉学関連分野の研究で特に目についたのは、(1)東

日本大震災への対応・生活再建と社会福祉・ソーシャルワーク

の役割と、(2)経済のグローバリゼーションと脱工業化がもたらし

た新たな問題群への社会福祉の対応、であった。 

(1)については、日本社会福祉学会を初めとする多くの学会

が、震災対応・生活再建支援に直接、間接に関わってきた実

践家・研究者によるシンポジュウムを実施するとともに、学会誌

などで特集を組んでいる。彼らはシンポジュウムでの議論や研
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究結果を踏まえ、国や地方自治体の社会福祉政策への示唆

や提言等を行っている。社会福祉系学会連合では災害福祉に

関する研究および支援活動の促進を目指し、災害福祉アーカ

イブの作成に着手した。7月にストックホルムで開催された Joint 

World Conference on Social Work and Social Developmentでは、

わが国の研究者の発表もいくつかあったが、セッション「災害マ

ネジメント：ソーシャルワーク及び社会開発の展望」での活発な

議論は、さらなる海外への発信の必要性を感じさせた。 

(2)については、社会福祉学会がシンポジュウム「日本社会

の再生と社会福祉学の役割」を開催し、新たな問題群を含む

社会的要援護群への対応を議論している。そこで提唱された

社会包摂モデルとしての社会起業・社会的企業に関しては、

地域再生の観点からの研究やソーシャルワークの観点からの

研究が発表されつつある。また、新たな問題群や多様化したニ

ーズの存在を踏まえ、改めて社会福祉学が議論すべき課題に

ついて「原理・歴史」「政策」「運営」「ソーシャルワーク」の 4 つ

の領域での対論を集めた 5 巻本や、新たな社会問題・生活課

題に関する対策と実践方法を「岡村理論」の継承・発展によっ

て論じた 4 巻本も刊行された。そのほか、訳本を含めソーシャ

ルワークのスキルや専門性に関する単行本が多く刊行された

ことも注目される。新たな問題としての「貧困と社会的排除」を

論じた諸論文でも、制度・サービスの新設だけでなく、さまざま

な関係性構築を含めたパーソナルな相談支援が必要と論じて

いる。新たな問題群をめぐる以上の動向は、社会福祉学は社

会政策論とソーシャルワーク論とに分化していく、あるいはいく

べきといった一部の主張に対する反証の試みのようにも見え

る。 

いずれにせよ、日本のソーシャルワーク研究は、今後も制

度・政策や運営管理との関係性を持たせつつ行われ、対象を

狭く限定してより厳密なエビデンスを追求するアメリカのソーシ

ャルワーク研究とは一線を画すものであり続けるだろう。 

 

社会学・ジェンダー研究分野に関する学術研究動向

調査研究 

牟田 和恵（大阪大学大学院人間科学研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

社会学分野においては、社会学関係で世界最大の国際会

議である世界社会学会議横浜大会の開催（平成 26 年 7 月）が

近づいているが、その大会テーマ「格差社会と向き合う――グ

ローバル社会学をめざして」は、まさしく現在の日本の社会学

が直面している課題である。同大会は、東西冷戦の終焉・経済

のグローバリゼーション・情報革命など社会の全面にわたる大

きな変容を経て、21 世紀の現在、テロリズムと紛争、新しい格

差と貧困、ナショナリズムの噴出、そして度重なる災害や経済

危機という深刻な社会問題に直面するに至った状況のなかで、

社会学には今、理論的にも方法論的にも新たな転回と挑戦が

求められているという認識の下、準備が進められている。この

認識は、世界大会の準備のためのみならず、社会学全体での

共通した状況認識であり、さまざまなアプローチにより、諸課題

への取り組みが行われている。併せて、学のグローバリゼーシ

ョンをめざして、学会大会や学会誌での英語部会・英語論文カ

テゴリーの増設など、研究を国際的に発信していく取り組みも

増加している。 

ジェンダー研究分野においては、日本社会全体の貧困や格

差の広がりの中でも、とりわけ女性の貧困が進行していること、

政権交代により男女共同参画政策が後退していること等の危

機感のもと、ジェンダー平等への新たな方向性を模索する試

みが行われている。 

若手研究者の育成については、大型の競争的資金による任

期付きの特任研究員・助教といったポストは増加したが、任期

終了後にパーマネントポストを得るのは相変わらず厳しい状況

が続いており、それが大学院に進学し研究者を目指す学生の

減少を招いていることが非常に懸念される。 

 

心理学分野に関する学術研究動向調査研究 

三浦 佳世（九州大学大学院人間環境学研究院・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

心理学分野に関し、基礎系心理学を中心に、学会の大会企

画、専門誌の企画、日本学術会議の分科会構成、大型科研の

採用課題、日本学術振興会賞の応募テーマなどに基づき、動

向の分析を行った。その結果、１）～５）の特徴を見ることが出

来た。以下に概要を示す。 

１） 実験室研究から日常文脈へ（基礎心理学の応用的展開、

社会的認知への関心、社会的要請への意識向上、な

ど） 

２） 学融合的研究の活性化（脳科学・ゲノム研究、法と心理

学、経済行動学、進化心理学など） 

３） 「知」から「情」へ（感性、感情、情動的知能、触覚、共感

覚、身体性などへの関心） 

４） 対象の拡大と個人差への注目（乳幼児、高齢者、非定

型、比較認知行動学での成果） 

５） 国際化（ICP2016 への取り組み、アジア諸国との共同） 

上記に加えて、心理学の国家資格問題や、心理学の早期

教育の提案を背景に、日本学術会議や日本心理学連合を中

心に、心理学教育に関する議論も活発に行われた。また、メデ

ィアの進展に伴う研究方法や成果公開の方法の変化も、さまざ

まな機会に垣間見られた。 

１）～５）は数年来の動向であるが、社会貢献に関しては、東

日本大震災を受け、アカデミズムの役割や使命を直接問う企

画や、災害、リスク認知などの企画が立てられた。専門誌の錯

視の特集号においても、日常場面での錯覚が取り上げられ、

一方、新学術領域「法と人間科学」では、裁判員制度を背景に、

目撃者の証言や裁判員の判断過程など、認知心理学の現場

への適用が示された。経済学との関係においては、ノーベル

経済学賞を受賞した心理学者カーネマンの翻訳書が出版され、

多方面で学融合的な展開が示された。学融合の観点から特に
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目立ったのは脳科学で、調べた関連学会の大会すべてで、脳

に関連する講演やシンポジウムが企画されていた。日本学術

振興会賞も、妬みなどの社会的認知に対し、脳イメージングや

分子イメージングからアプローチした研究に与えられた。学問

が方法論によって分類されるのであれば、心理学とは何か、社

会科学とは何か、が問われているとも言える。なお、特別推進

研究には霊長類研究所からの応募が採択された。比較認知行

動学の興隆も目を引く。また、論理から感情への流れも引き続

き示され、身体化（エンボディメント）や未分化な感覚への関心

も目を引いた。最後に、国際化に関しては、国際心理学会

ICP2016 の準備が加速される一方、韓国との交流企画を中心

に、アジア諸国との連携も定着したように思われる。 

 

認知科学分野に関する学術研究動向調査研究 

熊田  孝恒（独立行政法人理化学研究所脳科学総合研究セ

ンター・連携ユニットリーダ－） 

 

１．調査研究活動の概要 

１． 認知科学分野における高齢者研究のアクティビティに

ついて 

高齢者心理学の国際専門誌における我が国の研究者のア

クティビティ（発表論文数）を調査したところ、心理学の他分野

に比して低いことがわかった。その理由を次の 2 点から考察し

た。 

２． 高齢者心理学の研究費を巡る問題 

現状の科研費細目において、高齢者心理学を対象とした適

切なものが存在しないこと、また、他の競争的資金が主に現状

の高齢社会における問題解決（健康寿命の増進、社会インフ

ラの整備など）をめざすものであり、その基盤となる基礎研究に

は重点が置かれていないことがわかった。一方、米国では、

NIH の下で、基礎研究に対して、特に高齢者研究の学際性を

考慮した研究費の配分体制が整っている。我が国においても、

学際的な視点から高齢者に関する基礎研究を助成する研究

資金や科研費細目が必要である。 

３． 高齢者心理学研究者の育成を巡る問題 

我が国においては、高齢者研究者が既存の各学部に所属

しており、高齢者研究を専門とする教育・研究機関はほとんど

ない。ゆえに既存の学部内での教育や研究の評価が中心とな

るため、高齢者研究が正しく評価されるとは限らない。そのた

め、高齢者研究のみを専門とすることが難しい現状がある。 

４． 高齢者心理学研究の今後の方向性について：認知神

経科学との関連 

国際的な高齢者心理学、認知科学の専門誌における特集

号の動向、ならびに、最近の発表論文の内容から、今後の高

齢者心理学の研究動向を調べたところ、認知神経科学の影響

が少なくないことがわかった。特に、神経線維連絡を画像化す

る方法との組み合わせ、あるいは、情動と認知の相互作用、可

塑性、個人内変動など、高齢者独自のテーマ設定などが行わ

れており、高齢者研究が、認知神経科学はその関連領域の発

展と相俟って、独自の進展を遂げていることがあきらかになっ

た。 

 

教育・心理学分野に関する学術研究動向調査研究 

園山  繁樹（筑波大学人間系・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

１）台湾の特殊教育における英才・才能教育の動向：海外の

special education とわが国の特別支援教育における研究対象

で大きく異なるのが英才・才能教育の分野であり、わが国では

この分野の研究がきわめて少ない。一方、台湾や韓国では英

才・才能教育の歴史は古く、公的制度として実施されている。

そこで国立台湾師範大学から教授 2 名を招聘し、日本自閉症

スペクトラム学会と日本特殊教育学会での特別講演において

実際を調査した。台湾では 1973 年に資優教育学級が設置さ

れ、1988 年に「資優生徒入学修業年限及び推薦進学方法」が

施行された。現在、資優教育の対象は「卓越した潜在能力又

は傑出した実績を持つ者であり、専門家のアセスメントと鑑定

により学習に特別なニーズがあり、特殊教育及び関連するサ

ービスが必要とされる者」とされ、6 分野がある（一般的な知的

能力、特定の教科学習、芸術的才能、創造力、リーダーシップ

能力、その他の特殊な才能）。また、障害と才能を併せ持つ児

童生徒に対して、障害児教育と資優教育の両制度の適用も行

われている（視覚特別支援学校における楽器演奏の特別指導、

高い知的能力をもつアスペルガー障害児、等）。 

２）韓国における幼児特殊教育の動向：わが国において保

育所や幼稚園で障害を有する幼児を保育する「統合保育」は

広く実施されているが、専門的な免許・資格はなく、保育者の

専門性の確保は喫緊の課題である。一方、韓国では障害のあ

る幼児の保育・教育の制度が拡充され、また幼児特殊教育の

教員免許状がある。そこで韓国・大邱大学校から研究者を招

聘し、日本自閉症スペクトラム学会での特別講演からその実際

を調査した。韓国では 2008 年に特殊教育対象幼児の義務教

育年限が拡大され、3 歳未満を無償教育、満 3 歳～満 5 歳を

義務教育とし、乳幼児期から特殊教育及び関連サービスを提

供している。2011 年 4 月現在、障害を有する幼児に対する義

務教育は、特殊学校 155 校、幼稚園特殊学級 247 学級、幼稚

園通常学級 1,119 学級の他、障害児専門保育施設 150 ヶ所、

障害児統合保育施設 537 ヶ所、一般保育施設 368 ヶ所で行わ

れている。一方で、幼児特殊教育免許に関する養成学科は増

えているが、幼児特殊教育教員免許状所持者が学級等に配

置されている割合はまだ十分ではない。 

３）自閉症スペクトラム障害に関する研究動向：特別支援教

育の対象の中でも人数が多い自閉症スペクトラム障害に関す

る研究動向を、関連学会の発表件数からみると以下の通りであ

った。①日本特殊教育学会第 50 回大会：ポスター発表 479 件

のうち、自閉症スペクトラム障害関係 73件（15％）。②日本自閉

症スペクトラム学会第 11 回研究大会：計 82 件の発表等。③

The 38th Annual Convention of the Association of Behavior 
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Analysis International：計 959 件の発表等のうち 145 件（15％）。

④The 7th Annual Autism Conference of the Association of 

Behavior Analysis International：計 124 件の発表等。 

 

２．その他 

科研費助成事業については、電子申請システム等の不具合

が時々発生しており、より安定的かつ効率的なシステムの構築

が必要である。 

 

教育学分野に関する学術研究動向調査研究 

湯川  嘉津美（上智大学総合人間科学部・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

教育学分野の学術研究動向について、教育学関連の学会、

日本学術会議の心理学・教育学委員会、学術雑誌・図書を対

象に調査研究を行った。 

学会の研究動向については、日本教育学会、教育史学会、

日本教育社会学会、日本保育学会等の年次大会に出席し、

シンポジウム、課題研究、研究発表をもとに調査を行った。教

育学分野では、グローバル化、多文化、格差、子どもの貧困、

高等学校改革などをテーマとする研究が増えており、教育学

研究の重要なテーマとなっていることがわかる。また、幼児教

育・保育学においては、保幼小の連携・接続、保育の質保証、

保育専門職の養成など、今日的課題に取り組む姿勢が顕著で

あり、とくに保育の質保証をめぐっては、国際比較研究による

成果も示されている。 

「子どもの貧困」問題や教育・保育の質保証については、日

本学術会議の心理学・教育学委員会「子ども・子育て環境の

質保証のあり方検討分科会」でも議論が重ねられた。そこでは

格差の現状と格差が子どもの発達（学力や健康）に与える影響、

格差の世代間連鎖等がデータをもとに明らかにされたほか、子

どもの保育・教育の質保証の問題については、具体的な政策

提言を行うことが決議された。 

 教育学分野の学術論文・図書についていえば、いずれも増

加傾向にあり、博士論文の刊行も増えている。しかし、数の増

加が必ずしも質の向上につながっているとはいえず、学会誌に

ついては、投稿数の増加に比して、掲載本数が減少する傾向

にあり、とくに若手研究者の育成が課題となっている。 

平成 24 年度の学会活動として注目すべきは、第１回教育学

関連諸学会共同シンポジウムが開催されたことである。教育学

分野の研究は細分化が進み、学会数も多いが、これまで教育

学関連諸学会が連携して教育学の課題に対処しようとする姿

勢は稀薄であった。共同シンポジウムの開催を機に、教育学

関連学会の連携が進むことが期待される。また、日本学術会

議の会員が呼びかけ人となって、教育学関連学会連絡協議会

の結成準備も進められており、平成 25 年度には連絡協議会の

結成が予定されている。 


