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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 

河野 勝（早稲田大学政治経済学術院・教授） 

 

 今年度は、政治学の研究動向を長期的スパンから振り返

ることで、この分野の学術的課題を浮き彫りにすることを

試みた。具体的には、約 20 年前に北米で最先端の教育を

受けた研究者４名を選定し、その後の研究活動の遍歴、政

治学の研究動向の変容をどう評価しているかなどについ

て聞き取り調査した。まず、選挙・世論調査分析を専門と

するイリノイ大学 Brian Gaines 教授は、ランダムサンプ

リングを行っても回答拒否などにより代表性のある調査

対象サンプルを得るのが難しくなっている問題を指摘し

た。Gaines教授によれば、第二次世界大戦以前のサンプリ

ングの手法や技術が確立されていない時代には、大量の回

答者からの回答を集めることで誤差を小さくすることに

成功していたそうで、今後、そのような方法への回帰が起

こるかもしれないとの興味深い見通しが述べられた。次に、

スタンフォード大学 Kenneth Schultz教授は、彼の専門と

する国際関係論において、かつて支配的だったリアリズム

やリベラリズムなどマクロ理論間の論争がすっかり影を

ひそめ、個別の問題に特化したモデル化と実証分析が研究

の主流になってきているとの見解を述べた。さらに、比較

政治学を専門とするカリフォルニア大学デーヴィス校の

Gabriella Montinola 教授は、この分野においてはちょう

ど 20 年ほど前に起こった合理的選択論をめぐる激しい論

争があったが、それ自体がその後の研究動向を決定付けた

わけでは必ずしもなく、むしろさまざまなデータセットが

構築・公開され、とくに権威主義的体制に関わる実証的知

見が積み重ねられるようになったことが、この分野を大き

く発展させた原動力であったと評価した。最後に、政治学

の教育を受けながら、その後社会学へと専門分野を広げた

ハワイ大学 Sunki Chai 教授は、いわゆる分野横断的な研

究を追求することの長所と困難を紹介した。Chai 教授は、

思いも寄らない着想が得られる、個々の専門分野にフィー

ドバックする成果が生まれるなどといった学術的メリッ

トに加えて、とくにリソースの乏しい研究機関においては

研究者間の連帯を促進し学術コミュニティーの強化につ

ながるという点を強調した。この最後の点は、財政的縮小

を迫られている日本の多くの大学における学術振興の方

策に関し、貴重な示唆として受け止められた。 

 

 

社会科学（とくに心理学）の分野に関する学術研究

動向及び学術振興方策 −社会実装を目指す心理学研

究の展開− 
仲 真紀子（北海道大学大学院文学研究科・教授） 

 

平成 27 年度，文部科学省は「国立大学法人等の組織及び

業務全般の見直しについて」や「新時代を見据えた国立大

学改革」で，人文社会科学系においては専門分野が過度に

細分化（たこつぼ化）しているとし「社会的要請の高い分

野への転換」が必要だとした。こういった要請と無関連で

はなく，心理学領域では大きく 3 つの動きがあった。第一

は，公認心理師法の交付，第二は，日本心理学会による認

定心理士（心理調査）資格の新設，第三は，筆者が専門と

している「司法面接」（心理学の知見を生かした被害児童

への面接法）を積極的に使用しようという通知が厚生労働

省，警察庁，最高検察庁から出されたことである。こうい

った動きは心理学が社会的要請に応えることを促進する

と考えられる。 

心理学の動向はこのような社会の要請を反映している

のだろうか。平成 25-27 年度の動向につき以下の調査を行

った。第一は，心理学領域における競争的研究資金（JSPS，

JST 等）に関する調査である。その結果，大型研究費は主

として生物学や脳科学とのつながりの強い基礎的領域に

おいて用いられ，臨床や応用的な研究は中型の研究費にお

いて担われていることが確認された。第二に，心理学関連

9 学会における年次大会のシンポジウム等の内容を他領域

との融合という観点から検討した。本年度は特に司法（法

と心理学），生物（脳科学），精神医療（メンタルヘルス），

災害関連のシンポジウムにつき調査した。題目のわかる

825 件中該当した 163 件の内容を分析したところ，法と心

理学では犯罪捜査や被害者支援，脳科学では基礎の他，心

理学の他領域（音楽，知人関係等）との融合，リハビリへ

の応用，メンタルヘルスではストレスの現状，治療・対処
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行動，震災関係では，被災者心理・支援が重要な課題とな

っていることが確認された。第三に，国内外での学会等で

シンポジウム企画を通し，科学的知見の社会実装と多専門

連携につき情報収集を行った。 

これらの調査結果は，心理学は決して細分化，たこつぼ

化しておらず，むしろ他領域と融合することで研究範囲と

波及力を増していることを示唆している。しかし，心理学

の専門家が社会的要請に応えるには，背景に頑健な科学的

基盤がなければならない。基礎的方法論や生物学的基盤を

重視した専門領域の確立と，基礎と応用のバランスがとれ

た学術振興，カリキュラムの実施は今後さらに重要となる

だろう。 

 

 

国際関係論分野に関する学術研究動向－多民族国家

の政治的安定をめぐる研究 

月村 太郎（同志社大学政策学部・教授） 

 

本調査研究は多民族国家の政治的安定をめぐるもので

ある。現在、イラク、シリアなどでは依然として戦闘が続

いている。これらの国家は多民族・多宗派国家であり、政

治的安定を求めるためには、短期的なテロ対策だけではな

く、中・長期的な政治的安定性を念頭に置いた方策が求め

られるが、現在のリベラルな平和構築ではその辺りの考慮

が殆どなされていない。それが、それら諸国の政治的混乱、

難民の大量流出、ヨーロッパにおけるテロ拡散の一因にな

っていることは確かである。 

こうした点を踏まえて、今年度はルワンダにおける政治

的安定に関する海外調査を行った。民族的多数派フトゥ人

と少数派トゥチ人が居住する多民族国家ルワンダの内戦

では、1994 年 4 月からの 3 ヶ月間に、1992 年 4 月～1995

年 11 月のボスニア内戦を遙かに上回る数十万人の犠牲者

が出ている。他方で、その後のルワンダの政治は安定して

いる。 

現地調査は 2015 年 8 月に行われ、ルワンダの政治的安

定性が改めて確認された。この点は調査以前から予想され

ており、今回の調査でその裏付けがなされた。政治的安定

の主要な理由として、以下の 2 点を挙げておきたい。 

国際社会の関与の不在－トゥチ人主体のルワンダ愛国

戦線は内戦に完勝し、事後の国家再建はルワンダ愛国戦線

中心に行われている。現カガメ政権の性格はともかく、勝

者による国家再建が安定しているという事実は確かであ

る。これに対して、ボスニアでは国際社会が関与した国家

建設が行われ、現在は政治的手詰まり状態にある。ルワン

ダの隣国であるブルンジでも、国際社会が関与して再建さ

れた国家は安定していない。 

民族的な言説の不在－現政権下では、民族を想起させる

言説は殆ど表面化していないという。民族的亀裂が浮上す

れば、「民主的」選挙の結果、民族的少数派トゥチ人中心

の政権が下野する可能性も高いために、民族的言説を抑え

込んでいるという点もあろうが、民族を架橋する国民意識

を定着させることの重要性は否定できない。これに対して、

ボスニア、ブルンジでは多極共存制が導入されているがた

めに、むしろ民族意識が温存されているのである。 

今後のルワンダには不安を残すが、まず現時点では、内

戦後の政治的安定を確保している点を評価してよく、内戦

後に国際社会が関与して国家建設・再建が行われたボスニ

アやルワンダ、そしてイラクやアフガニスタンの政治的不

安定性と好対照である。このことから、国際社会がリベラ

ルな平和構築を進めようとすることについて、日本として

も改めて再考せざるを得ないと判断することは一概に誤

りとは言えないであろう。 

 

 

公法学分野に関する学術研究動向－公法学と環境政

策学との交錯 
大久保 規子（大阪大学大学院法学研究科・教授） 

 

現在，国連における持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の

設定，環境分野における市民参加条約（オーフス条約）の

展開等を背景に，参加に関する国際的なガイドラインの作

成や各国・地域の制度比較研究が急速に進んでいる。 

具体的には，第１に，間接民主主義に重点を置く伝統的

な民主主義研究に対し，市民やＮＧＯの政策決定への参加

を重視する，いわゆる「環境民主主義」の研究が急速に進

んでいる。第２に，公法学においても，各国・地域の制度
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比較のための指標を開発しようという動きが始まってお

り，実際に，2015 年には世界初の環境民主主義指標が公

表されている。第３に，情報アクセスに関しては，知る権

利という公法的な視点に加え，環境に関するメガデータを

意味のあるビックデータとして活用するため，環境学，情

報学，法学等，関連諸分野にまたがる共同プロジェクトが

行われている。第４に，21 世紀に入り，独立の環境裁判所

や特別の環境法廷を設置する動きが，アジア，ラテンアメ

リカ，アフリカにおいても広がり，原告適格の拡大はもち

ろん，迅速な仮の救済の実現，訴訟費用の低減等，特別の

環境訴訟手続が設けられている。 

これに対し，日本では，市民参加研究は盛んに行われて

はいるものの，法的な指標の開発は緒についたばかりであ

る。また，政策担当者の市民参加条約に関する認識は低く，

市民参加とＩＴ政策との密接な関連性も十分意識されて

いない。さらに，環境裁判所の増大は，伝統的な司法概念

にさまざまな変容をもたらしているが，日本では憲法によ

り特別裁判所の設置が禁止されていることもあって未だ

関心が薄く，日本の司法概念が極めて狭い特殊なものであ

ることすら，あまり知られていない。以上のように，この

分野では国際的な政策・研究動向と日本の違いが顕著とな

っており，日本も含む国際的な比較共同研究の推進が望ま

れる。 

 

 

理論経済学分野に関する学術研究動向 

柴田 章久（京都大学経済研究所・教授） 

 

1990 年度および 2000 年度、さらには 2014 年度から

2015 年度において、日本経済学会春季大会と秋季大会の

一般報告、ポスター報告及び招待告報において発表された

研究の内容を数量的に分析することにより、以下の事実を

見出した。（１）2010 年以降、新たな分野である「行動経

済学・実験経済学」に関する報告シェアは、「マクロ経済

学」や「国際経済学」のように早くから確立された分野に

匹敵する水準に達している、（２）2000 年前後より、結婚、

出産、育児、子供の教育あるいは介護といった問題を対象

とする「家族の経済学」に関する研究が増加し、現在も高

い水準を維持している、（３）2015 年には「災害の経済学」

や「金融危機」に関する報告は前年度までと比べて減少し

ている、（４）2014 年より「経済成長・経済発展」分野の

報告が増加している、（５）1990 年時点では、純粋な理論

分析が高いシェアを占めていたが、現在では少子高齢化な

どの現実的重要性の高い研究課題の研究シェアが増加し

ている。 

また、我が国の経済学分野における代表的な国際学術誌

である、Japanese Economic Review（JER）と Journal of 

the Japanese and International Economies (JJIE)を取り

上げ、1990 年、2000 年、2010 年に掲載された論文に占

める国際共著論文のシェアを調査した。その結果、2010

年までは JERにも JJIEにも国際共著論文はほとんど存在

していなかったが、2010 年時点においては、１割程度の

シェアを占めていることを見出した。しかしながら、1 割

程度ではまだ低い水準に留まっているといわざるを得な

い。我が国の研究力を一層高めていくためには、国際的ネ

ットワークの形成と強化が不可欠であり、ここで見出した

結果は、国際共同研究を今後一層推進していくことの重要

性を示唆しているといえよう。 

 

 

経営学分野に係る学術研究動向に関する調査研究－

グローバル視点から見た経営学研究 
中西 晶（明治大学経営学部・教授） 

 

かつては、「日本的経営」(Abegglen, 1958)や「組織的知

識創造理論」(Nonaka & Takeuchi, 1995)など、研究対象

である日本企業の経営の特殊性に焦点を当てた研究が世

界的にも注目されたが、21 世紀になった現在、そのプレゼ

ンスが低下しつつある。報告者が参加した2015年8月7-11

日にカナダ・バンクーバーで開催された経営学関連の最大

の学会である AoM（Academy of Management）の Annual 

Meeting(メインテーマは”Opening Governance”)におい

ても日本人からの参加者・報告者の少なさが目立った。 

とはいえ、日本においてもこうした問題意識を持ってい

る学会・研究者は増加している。たとえば、2015 年 9 月

2-5 日に熊本学園大学で行われた日本経営学会第 89 回大
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会(統一論題は「株式会社の本質を問う － 21 世紀の企業

像」)においては、3 つの英語セッションが設けられるとと

もに、上記 AoM 等の海外学会での参加・発表経験のある

7 名の研究者によるワークショップ「日本の経営学系学会

の大会スキームについて」が開催され、学術研究発表のあ

り方や若手研究者の育成などについて活発な議論が交わ

された。他の経営学関連学会でもグローバル化は大きなテ

ーマとして挙がっており、国際学会の開催、英語論文誌の

発行、海外研究者の招聘、若手研究者の海外派遣などが検

討・実践されつつある。経営学関連の学会でつくる経営学

関連学会協議会では、2016 年 3 月 6 日に明治大学におい

て、「英文電子ジャーナルの創刊 ～グローバル化時代のプ

ラットフォームの共有と知的発信の強化を目指して～」を

テーマにワークショップを開催し、電子版英文ジャーナル

「Journal of Japanese Management」の創刊を決定して

いる（2016 年 10 月発刊予定）。 

 このように、現在の日本の経営学研究はグローバル化

（必ずしも米国化を意味しない）に向けて舵を切り始めた

ところであり、今後の動向を見守る必要があるといえる。 

 

 

「社会福祉学分野にかかる学術動向に関する調査研

究」：とくに社会福祉における権利擁護の問題を中心

にして 
秋元 美世（東洋大学社会学部・教授） 

 

（社会福祉学の学術研究動向：社会福祉に関連する諸学会

の学術大会を通して） 

平成 27 年度の社会福祉領域の学会活動を通して見られ

る学術動向を見てみると、前年と同じく、これまでの研究

活動の総括という動きが見られるのだが、それに加えて、

そうした動向を踏まえつつ、今の日本社会において、それ

ぞれの学会が取り組むべき新たな課題を探り出し、提示す

るという流れがより強く表れてきているように思われる。

たとえば、「社会福祉学が現代社会にどのように貢献して

きているのか」と大会テーマで問いかけた社会福祉学会は、

認知症をめぐる問題などを踏まえ、当事者の尊厳と人権擁

護に関する問題をシンポジウムでとりあげていた。また、

社会事業史学会が「戦争と人権と社会的排除」の問題を、

また介護福祉学会が「外国人の介護人材」の問題をとりあ

げているのも、東アジアという枠組の中で現代日本が直面

している問題が明らかに反映されているだろう。 

（社会福祉学研究の現状分析） 

 本年度の調査研究活動としては、社会福祉分野で注目さ

れる最近の動向を探ってみた。そうした中で、特徴的だっ

たこととして見いだされたのが、子どもと貧困に関する社

会福祉分野からの発言が、著書、論文を通して従来以上に

積極的になされていたという点である。子どもの貧困問題

については、かねてより重要な研究課題として認識されて

きたところではあるが、ここにきて、さらにそのことをめ

ぐる問題が深刻化し、学問的にも多様な視点からの、かつ、

内容的にもより立ち入った分析が求められるようになっ

てきた。そうした社会的な動きを反映して、この問題に関

する研究成果が多く見られるようになっているものと思

われる。 

（社会福祉と権利擁護） 

 その他に調査研究活動としては、「見守り・権利擁護の

根拠を何に見いだすのか」という問題を扱った。この点は、

一般的にはニーズや権利の問題として議論されることが

多い。ただし、ニーズにしても権利にしても、支援を必要

とする側にいる人の視点から論じられるものである。この

ことが基本をなすことは言うまでもないが、この枠組だけ

だと、たとえば「ゴミ屋敷問題」のように十分に対応でき

ない場合がある。そこで注目されるのが、バルネラビリテ

ィに対する責任という視点である。原因がこうだから責任

があるということではなく、むしろバルネラビリティに対

する役割としての責任（助けることができる立場にある者

の責任）というものを設定したほうが良いのではないかと

いうのが、この議論のポイントである。 

 

 

社会学分野に関する学術研究動向－家族研究および

関連領域における学説の展開とアクチュアリティ－ 

米村 千代（千葉大学文学部・教授） 

 

本調査研究においては、日本家族社会学会、家族問題研
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究学会、比較家族史学会の 3 学会における過去 10 年間の

大会テーマを比較考察することを通して、家族社会学の学

術研究動向を探った。3 学会の大会シンポジウムにおいて

見られる共通のキーワードは、少子高齢化、格差、支援、

未婚化であり、特に子どもに焦点をあてたテーマが複数見

出された。アクチュアリティという本研究課題に照らして

言えば、個々の学会個別の特徴はありながらも、人口問題

や福祉問題に関連するテーマが多く設定されているとい

うことができよう。 

 社会学全体の傾向として、公共社会学に対して一定の関

心が集まり、分析者として客観的、中立的に社会と一定の

距離をとる研究だけではなく、より実践的に社会問題や社

会設計にコミットしようとする調査研究への広がりを見

ることができる。家族研究においても、子育てや介護への

支援および支援関係を問う研究や、より広い文脈で、たと

えば福祉国家や福祉レジーム、社会政策との関連で、家族

の現状を捉えようとする傾向が顕著になっている。個々の

研究は、方法においてもテーマ的にも多岐にわたっている

が、全体としていうならば、大きな社会制度のなかで家族

や家族の未来を位置づけようとする研究、子育てや介護の

「現場」に定位する研究、家族の多様性あるいはオルタナ

ティブに着目する研究を特徴としてあげることができる。

これらのテーマは、社会における現実的な眼前の課題に即

したものである。アクチュアルな問題に、学術研究として

応えようという思考や態度が表れているといえる。こうし

た傾向は、しかし現在になって新しく生まれたものではな

い。これまで家族問題として取り組まれてきた先行研究を

丁寧にサーベイすることにより、より深み、厚みのある実

践的学術研究が展開することが期待される。 

 

 

臨床心理学分野に関する学術研究動向 
大森 美香（お茶の水女子大学基幹研究院人間科学系・教

授） 

 

 本調査研究は、臨床心理学を含む心理学および周辺領域

としての教育学の学術動向を調査することを目的とした。

当該の分野は、１）個人の心理プロセスや教育の営みに関

する科学的解明を基盤とした現代社会の問題解決、２）基

礎的理論の応用可能性の探索を行う領域であり、学術世界

において構築された理論と実践の架橋を行う特徴を有し

ている。さらに、人文科学、認知科学、精神医学と共同が

行われる学際的な学問領域である。 

 本調査研究は、上記の特徴をふまえ、国内外の学術動向

についての現況の把握および将来の方向を探索するため、

国内外の最新の研究動向、国内外の学術会合の開催状況、

若手研究者の育成、キャリアパス等に関する動向、国際共

同研究の動向に焦点を当てることとした。 

 国内の動向調査として、日本心理学会第 79 回大会（名

古屋）に参加した。日本心理学会「国際賞奨励賞」を受賞

したのは４名であり、その研究テーマは「比較認知科学か

らみた協力社会の進化」、「触覚による物体認識の脳内ネッ

トワーク」、「正直さと不正直さを支える脳のメカニズム」、

「意識をつくるワーキングメモリ」であった。いずれも、

心理過程にかかわる神経学的ないし生物学的基盤に関す

るテーマであったことは興味深い。  

国外学会の開催状況や動向として、2015 International 

Conference on Eating Disorders (ICED)/ および 2015 

European Conference of Health Psychology Society 

(ECHP)に参加した。2015 ICED の開催状況として特筆す

べきは、そのグローバル化の取り組みであろう。本学会は、

北米中心の開催であったが、この 10 年間で北米以外で開

催するなど、より広い地域からの参加者を集める工夫がな

されている。2015 年の大会では、Global Breakfast のセ

ッションが設けられ、各国の研究者の交流がさらに促進さ

れていた。2016 年大会では、Global Inclusion のセッシ

ョンが予定されており、世界各地域からの発信促進工夫が

なされていた。 

2015 European Conference of Health Psychology は、

キプロスのリマソルで開催された。近年、臨床心理学や健

康心理学はより学術融合的になっており、心身の健康の生

物学的基盤に関する研究や、各種テクノロジーを行動変容

に応用するシンポジウムやセッションが数多く設定され

ていた。 
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実験心理学、認知科学分野にかかる学術研究動向に

関する調査研究 
横澤 一彦（東京大学大学院人文社会系研究科・教授） 

 

 本報告では，昨年度に引き続き、統合的認知に関する実

験心理学及び認知科学分野の研究発表が行われる６つの

国内外開催の学術会議を調査した研究動向に関して述べ

る。国際会議は、Vision Sciences Society annual meeting 

(以下 VSS)、Annual conference of the Cognitive Science 

(以下CogSci)、Annual meeting of the Psychonomic Society 

(以下 PsychonomicS)の３つであり、国内会議は、日本認知

科学会大会、日本心理学会大会、日本基礎心理学会大会の

３つである。都合により CogSciには参加できなかったが、

それ以外の学会大会には参加し、研究成果の発表も合わせ

て行った。調査した６学術会議の発表件数の約１３％が、

統合的認知に関する発表が占めていることが明らかにな

り、研究分野が全体として安定的に推移している。 

 視覚研究者が参加する VSSは約２７％の発表が統合的認

知に関わる発表であり、視覚研究が引き続き注意やオブジ

ェクト・情景認知を中心として、統合的認知の問題として

検 討されて いる現 状を反 映してい る。 CogSci や

PsychonomicSは、相対的にオブジェクト・情景認知が少な

く、身体と空間の表象に関する研究テーマが多くなってい

る。感覚融合認知に関する研究は、VSS での研究発表が大

半であるということは、依然として視覚を中心として、そ

れ以外のモダリティとの感覚融合認知の研究が進められ

ているということになる。美感に関する研究は、まだ色嗜

好など限定的な観点からの問題での研究発表が中心であ

り、それ以外には散発的に研究発表が行われているにすぎ

ない。共感覚に関する研究は、色字共感覚や色聴共感覚を

中心として、VSS、CogScie、PsychonomicSそれぞれでほぼ

同数の研究発表が行われるようになっており、非共感覚者

の共感覚傾向を含め、個人差研究の新しい展開として引き

続き注目していく必要がある。 

 

 

 

 

教育学（教科教育）、科学教育・教育工学（科学教育）

分野に関する学術研究動向－科学・技術・工学・数

学の統合的教育アプローチ STEM Educationとコンピ

テンシー育成に関する教育・研究の新たな潮流と展

開 

丹沢 哲郎（静岡大学学術院教育学領域・教授） 

 

 アメリカでは、ブッシュ前大統領ならびにオバマ大統領

が、国の国際的競争力強化のための教育法案として「アメ

リカ競争力法」（America COMPETES Act, 2007）「STEM教育

法」（STEM Education Act, 2015）、さらには「あらゆる生

徒の学習支援法」（Every Students Succeeds Act, 2015）

を矢継ぎ早に成立させた。その主眼は、理数系教科を中心

とした教育改革と、その結果としての優秀な理数系人材の

育成にある。これらの法律の中で登場した新しい教育領域

が STEM教育である。これは、科学・技術・工学・数学の 4

教科を統合的に教授しようという試みであり、アメリカ最

大の科学教育関連学会である NSTA（National Science 

Teachers Association）も、2012年に発表した新しい科学

教育スタンダードを受けて、この流れを急加速しようとし

ている。 

 そこで、2010 年から 2016 年 3 月までに発表された研究

論文と、2015年秋に開催された NSTA Area Conference（ネ

バダ州、リノ）における研究発表を中心に、STEM教育関係

の研究動向を調査した。その結果、STEM 教育研究や STEM

教育の考え方が広まっているという状況には至っておら

ず、未だ普及のための基盤形成（広報・学習・意義や課題

の検討）の段階にあることが見て取れた。しかしながら、

年を追って論文件数が増大していること、研究内容も実践

に基づく検証を主とした研究にシフトしつつあること、そ

して技術（工学）教育からの積極的なアプローチが始まっ

ていること、さらには STEM 教材の開発のために企業やプ

ロジェクトが動き出していること等、本格的な STEM 教育

研究（実践）の動きが始まっていることも明らかになった。 

 日本においては、未だ STEM 教育への取り組みは進んで

いないが、ヨーロッパ諸国における取り組み開始もあり、

STEM教育が、日本の科学教育の一つの大きな柱を形成する

ことが予見される。 
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教育社会学分野に関する学術研究動向―教育と訓練

に関する国際標準分類と国際的枠組みの展開― 

吉本 圭一（九州大学・人間環境学研究院・教授） 

 

 本調査研究は、＜教育と訓練＞の分野分類をめぐる教育

社会学的研究である。すなわち＜教育と訓練＞、修了後の

＜産業・職業＞、それらの専門知識・技能の体系にかかる

＜学術＞、それらの分野の標準分類とその相互対応関係の

把握を試みる。究極には、それらを学修成果として参照・

整序し国際的通用性を高めていこうとする国際的な学

位・資格枠組みまでを視野に置く。こうしたアプローチに

より、＜学術＞の分類、＜産業・職業＞の分類、＜教育・

訓練＞の分類の三者固有の力学、ならびに政策的な関与お

よびその将来展望を検討する。 

 本受託研究においては、教育学関係の学術動向を調査す

るにあたり、まず関係学会における学会テーマの特徴や学

会員の動向調査を縦覧することで、大学と第三段階教育の

構造変化に伴い、伝統的な分野から新たな実践的テーマへ

の関心の移行ないし学術分野の枠組み自体のゆらぎを読

みとることができた。 

そこで、教育と訓練の分野のダイナミクスを探究する教

育社会学のアプローチをもとに、第三段階教育の分野全体

に関心を拡げ、学術分野の在り方を検討することとした。

今回、UNESCO の国際標準教育分類 ISCED ならびに EU・

CEDEFOP の教育訓練分類をもとに、日本の学校種別に分断

された専門分野分類を統合して EQ 教育訓練分野分類を作

成した。それをもとに検討してみると、多くの＜教育＞＜

訓練＞分野において従来の学術の枠組みで適切に把握し

きれない分野が多く展開しており、科学研究費区分におけ

る「複合領域」などと表現される分野が広く存在している

ことが明らかになった。さらに、今後制度化される新たな

高等教育機関における研究機能なども、どのように考える

べきなのか、探究すべき課題が明らかになってきた。 

また、本研究においては＜教育と訓練＞に焦点をあてて

いるが、＜教育と訓練＞の一方の延長にある＜産業と職業

＞の分類、そして＜学術研究＞の分類、それらの対応関係、

変化とゆらぎについて、解明していくことが今後の課題と

なろう。 


