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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−II 

仲 真紀子（立命館大学総合心理学部・教授） 

 

 平成 27 年度に文部科学省が出した文書には，「人文社会

科学系では，専門分野が過度に細分化している」「・・・

社会的要請の高い分野への転換に積極的に取り組むよう

努めることとする」とある。その後，同省は，「社会的要

請の高い分野への転換」「社会的要請をリードするような

積極的な提案」とも述べた。こういった要請を受けてか，

近年，心理学の分野では他領域と連携しつつ，社会的要請

により密接に関わろうとする研究が広まりつつあるよう

に思われる（仲，平成 27 年度調査研究実績報告書）。公認

心理師法の交付や，筆者の領域（法と心理学）においては，

心理学的知見を活かした聴取法の広まりも，こういった動

勢を促進していると考えられる。 

本年度は，昨年度に引き続き，（1）心理学領域における新

規採択課題（科学研究費補助金，JSPS，JST 等）に関す

る調査，（2）日本心理学会，日本認知心理学会，日本発達

心理学会等の 9 学会におけるシンポジウムや講演の他，

2016年 7月に横浜で開催された心理学国際会議（ICP2016）

での報告の分析，（3）国内外での学会等への参加やシンポ

ジウムの企画を通して，心理学領域の学術の動向につき調

査を行った。 

その結果，（1）中・大型の新規採択課題については，従来

通り実験心理学分野の研究課題が多いものの，臨床心理学

分野の研究課題の増加傾向が窺われた。また，小・中型の

課題においても同様の傾向が見られた。（2）学会によるシ

ンポジウム等（25 年度〜28 年度）のうち，題目がわかる

936 件につき分類を行ったところ，生物，司法，医療，教

育，社会，工学，芸術，原理などとの広い関わりが確認さ

れた。（3）ICP2016 や Psychology and Law Society 等の

学会においても，現実の問題はますます重要なテーマとな

ってきていることが示唆された。心理学領域は，社会的な

課題に目を向けつつ，展開しているといえる。基礎も重視

しつつ，頑健なデータにもとづくインパクトある活動を続

けていくことが重要である。 

 
 

社会科学（とくに経済学）の分野に関する学術研究

動向及び学術振興方策－社会科学のグローバルな展

開と動向－ 
阿部 顕三（大阪大学大学院経済学研究科・教授） 

 

 本年度の学術動向の調査研究では、特に経済学における

ファイナンス研究と欧州における経済史研究に関する動

向調査を行った。まず、ファイナンスの最近の研究には、

「曖昧さ」の概念を導入した新しい研究がある。従来のフ

ァイナンス理論において、意思決定者は将来の資産収益率

分布は知っているものとされ、どの収益率が実現するかわ

からないという不確実性（リスク）に直面すると想定され

てきた。しかし、この不確実性と、複数の資産収益率分布

の中でどの分布が実現するかに関する不確実性（曖昧さ）

は異なる。これまで、心理学実験などを通じて、人はリス

クだけではなく曖昧さも回避する傾向にあることが明ら

かにされ、曖昧さをファイナンス理論に組み込む理論研究

やその実証的研究やマクロ経済学への応用が行われてき

ている。 

 次に、欧州の経済史研究については、まず第 1 に、一国

史から国際関係史への研究視角の拡張や西ヨーロッパ、北

米中心の研究から中東欧、アジア、アフリカへの対象の拡

大が見られ、さらに、さまざまな視点からの各国・地域間

の比較史が行われるようになってきた。第 2 に、研究対象

が拡大し、従来主流であった鉄道による交通・輸送の研究

が、道路輸送、さらに航空機による輸送、都市内交通、二

輪車による移動なども対象として新たに導入されてきて

いる。第 3 に、研究の深化と他分野との協働が見られ、技

術、モード、社会組織、環境、ジェンダーなどの視角から

交通・運輸史を拡張・深化させる横断的・融合的な研究が

志向されている。 

 また、本年度は経済学全般の中での研究内容の分布状況

も調査した。特に、2016 年度の日本経済学会における一

般報告のセッションを新しい審査区分別（小区分）に分類

し、その分布を調査した。その結果、「公共経済および労

働経済関連」や「経済政策関連」に当てはまると考えられ

るセッションが多いことが分かった。この 2 つの小区分の

中には、それぞれかなり幅広い研究内容が含まれており、

それらを研究している研究者も多いと考えられる。 
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環境法学・行政法学分野に係る学術研究動向に関す

る調査研究－環境行政訴訟の変革 
大久保 規子（大阪大学大学院法学研究科・教授） 

 

 環境分野の市民参加原則は，情報アクセス権，政策決定

への参加権および司法アクセス権という３つの権利から

構成されている。市民参加原則の展開は，環境・行政訴訟

にも大きな影響を与えており，欧米先進国はもとより，ア

ジア，中南米でも盛んに行われている。 

近年の環境・行政訴訟は，２つの意味で権利に基づくア

プローチ（rights-based approach）により特徴付けられる。

すなわち，第 1 に，政策決定への参加権の保障という意味

で権利に基づくアプローチが浸透し，環境アセスメント等，

参加権の侵害のような手続的瑕疵に関する司法審査が飛

躍的に強化されている。 

第２に，以前の環境・行政訴訟では，権利侵害を原告適

格の要件とするという意味で権利に基づくアプローチを

とる国が多かったのに対し，最近では，事実上の利益も含

めて十分な利益があれば原告適格を認め，または公益訴訟

を導入することによって原告適格の拡大を図る国が増え

ている。それ故，この意味では，権利に基づくアプローチ

からの脱却が図られてきたといえる。 

本調査では，環境公益訴訟は，欧米のみならず，インド，

インドネシア，フィリピン，タイといつた東南アジア・南

アジア諸国に加え，台湾や中国においても認められている

ことなどが確認され，このような傾向が，アジアを含めた

紛争解決の国際的な潮流であることが明らかになった。 

 

 

政治学分野に関する学術研究動向―選挙研究と行政

組織研究における新潮流と展開― 
大西 裕（神戸大学大学院法学研究科・教授） 

 

 現代政治分析は、大きく分けてインプットとアウトプッ

トからなる。インプットの最たる部分が選挙であり、アウ

トプットのそれが行政サービスである。この観点からする

と、2016年度は二つの新しい研究トレンドを指摘できる。 

 選挙研究のそれは、18 歳への選挙権引き下げに代表され

る、積極的投票権保障をめぐるものである。積極的投票権

保障によって新たに投票可能となる人々は、社会的マイノ

リティに属することが多いので、積極的投票権保障の進展

はインプットの多様化をもたらす。日本選挙学会では、共

通論題「18 歳選挙権実施を前にして―その影響と対応―」

で、主権者教育の新たな展開が議論された。なお同学会で

は、他にも高校生に対する意識調査の分析や、実験的手法

を用いた政治教育へのアプローチが報告されている。日本

政治学会では、より広い観点から議論がなされた。主権者

教育について、思想史、国際政治、行政学の立場から分析

がなされた他、一票の格差に関する実証研究や、若年層の

政治参加に関する国際交流セッションが組まれた。公共政

策学会でも経済学者や法律学者を含む規範論の立場から

検討された。 

 アウトプットに関する新トレンドは、行政サービスの包

摂性確保である。産業構成の変化により、かつてのように

標準的な政策需要層を想定しての行政サービス提供は現

代社会にマッチしない。性的少数者への対応や、家族構成

の多様化を受けて、政策需要は急速に多様化しており、と

りわけ地方行政のあり方に変革が求められている。行政学

会では、共通論題「多様性と行政」でこのテーマに関する

議論がなされた。政治学会では、多様な政策需要層を生み

だす原因の一つである社会的格差がインプットに与える

影響について、共通論題「格差社会と政治」で分析がおこ

なわれた。 

 インプットおよびアウトプットに関する新トレンドで

共通するキーワードは、多様性と包摂性である。多様な政

策需要層の包摂という問題意識は政治学で共有されてい

るといえる。 

 

 

経営学分野に関する学術研究動向―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・専任教授） 

 

 日本の経営学研究はグローバル化に向けて舵を切り始

めたところである。 

2016年 6月 25-26日に米国ルイジアナ州ニューオーリン

ズで開催された AJBS（ The Association of Japanese 

Business Studies）大会では，日本経営学会とのジョイン

トセッションが開催された。AJBS は，文字通り，1984 年

に創設された日本の企業システムに関する研究をテーマ
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とした国際的な学会であり，現在でも日本企業を対象とし

た研究をする層が一定数あることが確認できる。また，本

大会は，AIB（Academy of International Business）と同

時開催であった。 

一方，日本では経営学関連学会協議会の電子版英文ジャ

ーナル”Journal of Japanese Management”が 2016 年 11

月に創刊された。本ジャーナル第 1巻第 1号には，日本経

営学会，組織学会，日本労務学会，経営行動科学学会，日

本創造学会，非営利法人研究学会に所属する著者たちの 5

編の論文が掲載されている。前述の AJBS と日本経営学会

とのジョイントセッションの試みや経営学関連学会協議

会の”Journal of Japanese Management”発行は，日本

の経営学関連学会がグローバル化について模索している

証左であるといえる。 

しかしながら，2016年 8月 5-9日に米国カリフォルニア

州アナハイムで開催された経営学関連の最大の学会の一

つ AoM（Academy of Management）の Annual Meeting)に参

加した日本人は，全体参加者数 10000 人超に対して 50 人

程度(昨年同様)であった。他のアジアからは，中国（香港

除く）約 500名，韓国約 150名，インド・香港約 140名と

いう参加者数であり，この数値と比較すると，日本人参加

者数はまだ少ないといえる。あくまでも１つの指標である

が，今後の展開について見守っていく必要がある。 

 

 

社会科学分野に係る学術研究動向に関する調査研究 
経済政策分野に関する学術動向—世界・アジアにお

ける日本の経済学研究の位置 
木村 福成（慶應義塾大学経済学部・教授） 

 

 本研究では、経済学研究についてのレーティング・シス

テムである RePEc（Research Papers in Economics）

/IDEAS rankings (https://ideas.repec.org/top/) （ 以 下

RePEc と呼ぶ）の情報を用いて、日本の経済学研究はアジ

ア・世界の中でどのように位置付けられているか、日本国

内の大学・研究機関と個々の研究者のパフォーマンスはど

う評価されているか、経済学研究促進のためにどのような

示唆が得られるかについて、検討した。 

 RePEc は、各研究者・研究機関のヴォランタリー・ベー

スの登録に基づくものであり、2017 年 3 月現在、90 カ国

の 49,761 人の研究者、7379 の研究機関が参加し（日本か

らは 964 人、181 研究機関）、2,800 のジャーナルと 4,500

のワーキング・ペーパー・シリーズ等に掲載された 230 万

件の論文をカバーしている。論文が掲載されたジャーナル

のランキング、論文・要約のダウンロード数、引用件数な

どの情報を用いて、研究業績の数量的評価を行っている。 

 世界各国とアメリカの州を単位とするランキングでは、

日本は世界で第 21 位、アジアでは第 1 位であった。大陸

ヨーロッパ諸国や中国等で顕著なジャーナル志向の強化

が見られる。日本は、論文の量・質では比較的よいが、引

用件数等の指標が弱く、国際研究交流の不足が示唆される。

学部・研究科あるいは研究所単位では、日本の第 14 位ま

でが世界のトップ 10%に入っているが、研究拠点のさらな

る充実が望まれる。個々の研究者については、日本の上位

50位あたりまでが世界のトップ 10%にほぼ対応している。

上位 25%である 241 名の所属を見ると、経済学の広範な教

育需要を反映して、東京以外に立地する大学、あるいは私

立大学にも、相当数の研究者が存在することがわかった。

また、日本の大学・研究機関に所属する外国人研究者や女

性研究者の少なさが目立った。 

 日本の経済学は多くの分野の研究者を抱えており、引き

続き多様性を許容する体制を維持していく必要がある。一

方で、世界のトレンドは研究活動の国際化にある。その大

きな流れに遅れぬよう、研究活動のさらなる活性化を図っ

ていくことが望まれる。 

 

 

社会学分野に係る学術研究動向に関する調査研究 
－家族研究と隣接領域との接合－ 
米村 千代（千葉大学大学院人文科学研究院・教授） 

 

 社会学分野、特に家族研究領域における隣接分野との接

点、横断的研究に関する研究動向を探ることを課題とした。

家族研究分野においては、一方で従来のいわゆる‘標準家

族モデル’からオルタナティブな関係の模索、他方で家族

と他の社会関係との関連を問う流れを生んでいる。実は両

者は、家族を地域や労働市場、福祉国家といった他のテー

マ領域との関連において捉え直していくという共通の課

題を提起している。家族研究と隣接関連領域の研究は、し

かし、対象とする現実としての重なりにもかかわらず、そ
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れぞれの領域においてしばしば分断されて捉えられてき

た。たとえば家族研究と地域研究には対象の重なりは多い

が、必ずしも横断的な研究が多くなされてきたとは言えな

い。家族領域における領域横断的研究動向を追うために、

地域社会学との接合領域を対象として動向を追った。具体

的には、地域社会学会の会報の復刻版からタイトルを検索

し、家族に関するトピックの動向を調査研究した。全体と

して地域社会学会会報において家族がタイトルに含まれ

る論文は多くはない。主婦や女性の地域活動が、分析期間

を通してテーマとなっている他、農家を対象とする研究は、

会報が刊行された 1970 年代の地域社会学会においてはす

でにマイナーなテーマであることがわかった。おそらくこ

の点については、地域社会学においても村落社会研究会等

との住み分けが進んだことにも要因があるだろう。専門学

会の成立は、分野を細かく切り分けて専門研究を深化させ

ることにつながったと言える。しかし、同時に隣接分野間

の学術交流の進展がはかられることが、家族研究において

は再び望まれている。今日、子育て支援や高齢者支援の研

究においては、改めて地域や NPO 等の中間集団への関心

が集まっている。家族変容、地域変動のなかで、地域社会

においてこれらの動向がどのように展開していくのかが、

両分野にとっての一つの鍵になっていくと思われる。 

 

 

社会福祉分野に関する学術研究動向 －地域福祉及

びソーシャルワークの研究動向を中心に－ 
岩間 伸之（大阪市立大学大学院生活科学研究科・教授） 

 

 ソーシャルワーク研究の成果は、当然のことながら具体

のソーシャルワーク実践に寄与できるものでなければな

らない。それゆえに、現在の生活課題と福祉施策の動向を

正確に見極め、そこで機能できる地域福祉理論及びソーシ

ャルワーク理論の構築が求められることになる。 

 人口減少・少子高齢化という人口構造の変化を背景とし

て、生活課題は多様化、深刻化、潜在化の様相を呈してい

る。従来の社会福祉制度の枠組みに合致しない新しい生活

課題も顕著となっている。平成 27 年度に始まった生活困

窮者自立支援制度は、新しい潮流下にある支援制度である。

本制度は、生活困窮者を経済的困窮に限定することなく、

社会的孤立の状態にある人を対象としている。また、厚生

労働省が平成 27 年 9 月に示した『誰もが支え合う地域の

構築に向けた福祉サービスの実現－新たな時代に対応し

た福祉の提供ビジョン－』は、今後の福祉政策の方向性を

示唆するものである。厚労省が「新しい地域包括支援体制

の構築」を打ち出したことのインパクトは大きい。具体的

には、すべての人が世代や背景を問わず、安心して暮らし

続けられる「全世代・全対象型地域包括支援」を推進する

としている。このビジョンは、これまで対象者別の縦割り

で設置されてきた地域の相談機能について、「対象」とい

う枠を取り外し、地域における「生活のしづらさ」を視野

に入れた本当の意味での「包括支援」に向けて踏み出した

ことを意味するものである。 

 本研究では「社会福祉分野に関する学術研究動向」とし

て、社会福祉施策の潮流をふまえながらソーシャルワーク

研究を中心とした研究動向を明らかにする為、国内外にお

けるジェネラリスト・ソーシャルワークないしは地域を基

盤としたソーシャルワークの研究動向を把握するととも

に、わが国における生活課題の実態をふまえつつ、地域を

基盤としたソーシャルネットワークの実践とその理論化

についての検証を行った。 

上記の調査研究を踏まえて、以下の点が確認できた。地域

包括ケアや生活困窮者自立支援制度など新しい施策によ

る支援を具体化するためには、地域を基盤としたソーシャ

ルワークの展開が重要となる。また、今後、障がい・高齢

といった対象者別ではない「全世代・全対象型」の支援の

仕組みの構築が必要とされ、ジェネラリスト・ソーシャル

ワーカーの役割が重要となるが、依然として多くの課題が

存在する。ソーシャルワーカーには、地域資源についての

理解、地域の関係者組織団体等との連携、個別援助を地域

全体の援助につなげていくための専門職の視点や実践力

が問われている。さらに、新しい地域包括支援体制の担う

ソーシャルワーカーの養成には、その前提となるソーシャ

ルワークの理論化が急務であるが、学会等の現状としては、

依然、その途上にあると言える。また、地域の福祉の担い

手などの高齢化も深刻な問題である。ソーシャルワーカー

には、地域自体の高齢化、過疎化などの構造的な状況を踏

まえた実践が求められている。ソーシャルワークと福祉政

策の両方からのアプローチが重要と言える。 
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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

7.5％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、過去３年間と比べると最低となったが、これは

日 本 心 理 学 会 大 会 が 、 International Congress of 

Psychology と併催になったため、実験心理学以外、欧米以

外からの研究発表が行われたためであり、それ以外の学会

の動向から、研究分野が全体として安定的に推移している

と考えられる。 

 視覚研究者が参加する VSS は約３０％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。注意に関する研究は、統合的認知の中

心的テーマであり、VSS や PsychonomicS では複数のセッ

ションに分かれて、多数の研究発表が行われている。

CogSci でも注意の研究が取り上げられるようになってき

ている。オブジェクト・情景認知に関する研究は、統合的

認知の中で相変わらず注意研究に次いで発表件数が多い

ものの、日本国内での発表が少なく，停滞しており、身体

と空間の表象に関する研究も、新しい展開が乏しい。一方、

感覚融合認知に関する研究は、VSS や PsychonomicS での

発表が増えており、また国内でも日心や基礎心で関連シン

ポジウムが開催されるなど、再び注目を集めている。美感

に関する研究は、数は多くないものの、発表数は安定して

いる。共感覚に関する研究は、主に VSS と PsychonomicS

で研究発表が行われており、特殊な現象としてではなく、

感覚融合認知の関連研究としても捉えられつつある。 

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－先進国における STEM 
教育とコンピテンシー育成のための教育の実践的展

開に関する動向調査 
丹沢 哲郎（静岡大学学術院教育学領域・教授） 

 

 イギリス・ドイツ・アメリカをはじめとする先進諸国に

おいて、近年急速に取り組みが強化されてきた STEM

（Science, Technology, Engineering, and Mathematics）

教育について、H28 年の夏にアメリカ・デンバーにおいて

開催された 5th Annual STEM Forum & Expo に参加し、

より実践に根ざした研究の動向に焦点化して調査を実施

した。また、科学と技術（工学）の統合を標榜したアメリ

カ McGraw Hill 社のミドルスクール科学教科書 Physical 

iScience において、両者がいかに統合されているかを調査

した。 

一方で、研究レベルでどの程度活発に STEM 教育研究

がなされているかを、Springer Link と Wiley Online 

Library の 2つの電子ジャーナルパッケージを活用して調

査した。その結果を、前年度の調査結果の流れの中に位置

づけることにより、現在の研究動向を把握した。 

調査の結果、アメリカにおける STEM 教育の展開につ

いて、以下の 5 点が明らかになった。 

①中等教育を中心に実践されつつも、それが初等教育

まで広がりつつあること。 

②学校での管理運営や教育行政といった学校や地域で

の課題が扱われ始め、学校における正式な教育プログ

ラムとしての確立を目指した動きが現れてきているこ

と。 

③科学と技術（工学）の具体的な統合モデルが、実践

レベルでも教科書レベルでも提案されつつあること。 

④そのモデルは技術（工学）を核として展開されたも

のが多く、科学を中心としたアプローチは見られなか

ったこと。 

⑤国際誌での研究論文発表数は、年を追って確実に増

大しつつあり、その内容は実践と評価に移行しつつあ

ること。 

 上記の通り、STEM 教育（研究）をめぐる現在の動向は、

いよいよ実践を志向した取り組みにシフトしつつあるこ

とが明らかとなった。しかしながら、汎用的能力育成を目
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指したコンピテンシー育成や市民性育成と、STEM 教育と

の関連、そして、科学・技術と数学との統合の可能性につ

いては、今後の議論や実践の結果を待たねばならず、今後

に残された課題である。 

 

 

教育社会学分野に関する学術研究動向‐職業実践領

域に焦点をあてて－ 
吉本 圭一（九州大学・人間環境学研究院・教授） 

 

 本調査研究は、教育学分野で 21 世紀にはいって多様な

展開を遂げた学術領域として、高等教育ならびに第三段階

教育にかかる、新しい学術領域形成に関わってきた国内外

の関係学術団体等および学術雑誌等を調査し、その学術的

アプローチの特性を把握するとともに、この第三段階教育

関連領域形成における、職業実践的領域にかかる学術研究

動向を検討することを目的とした。特に、教育社会学と関

連の既存学術関係団体等が、どのように第三段階教育の研

究領域形成に関与しているのか考察を行った。 

今日、第三段階教育における職業教育は規模拡大を進め

ており、近年改訂されたユネスコの職業教育にかかる勧告

では、「質とレリバンス」が制度的にも研究面でも課題と

されている。諸外国では、職業教育の「質」を高めるため

に職業統合的な学習（work integrated learning）を組込

んでおり、また多くの国で教育スタッフの資格として研究

能力向上を含めた能力開発を課題としている。日本の第三

段階教育にはこれらの観点での課題が多く残されている。

他方、日本でも教員の実践の振返りを軸とする学術研究へ

の関わりが強調され、職業実践的、応用的な思考を持つ新

たな学術団体が形成されつつある。 

教育社会学系学会における「伝統学会」と「領域学会」

の動向を調査した結果、いずれのタイプの学会でも、学術

に中心を多く研究とそれ以外の実践家たちも関与する学

際的な領域ならでは研究とが混在し、後者の領域について

研究方法論の共有という課題が多く指摘されているなど

の共通的特徴が明らかになった。学術雑誌をみても、「領

域学会」では創設当初の多様な研究があったものの、次第

に方法論的吟味が進み、雑誌の性格が徐々に学術的性格を

強めており、その段階で原著論文等の採択率が急速に低下

している。過渡期においては実践を研究に昇華するするプ

ロセスに注目することも重要な観点となるが、こうしたア

プローチはさらに洗練の余地が大きいと考えられる。 

 

 

産業・組織心理学分野に関する学術研究動向―キャ

リア研究のこれまでとこれから― 
金井 篤子（名古屋大学大学院教育発達科学研究科・教授） 

 

 わが国におけるキャリア研究は 1990 年代の後半からス

タートしている。これには 2 つの流れがある。まずひとつ

は高度経済社会の停滞による企業のリストラを契機とし

て、終身雇用制度が崩壊し、セカンドキャリアの問題を中

心とした研究の流れである。もうひとつは若年層の就業観

やキャリア観の希薄化を問題意識としたキャリア教育の

研究の流れである。本研究では、学会参加を通じて、わが

国におけるキャリア研究の動向と世界の動向を検討した。 

まず、国際学会として ICP2016 横浜大会、国内学会と

して、産業・組織心理学会第 32 回大会および日本キャリ

アデザイン学会第 13 回研究大会に参加した。研究発表の

動向を検討したところ、現況としては、キャリアの概念が

広範であることから、 career adaptability 、 career 

resilience、キャリア自律などの、キャリアを説明するよ

り有用な概念が検討されている状況であると考えられる。

一方、キャリア発達過程を検討する研究は重要であり、同

様に変化の過程にアプローチする方法論の開発が重要で

あると考えられる。一方、個別の職業キャリアに関する研

究も一定の数がみられた。キャリアを説明しようとする場

合、基盤としてすべてのキャリアに普遍的に説明できるこ

とと、そのうえに個別のキャリアに特有の説明がなされな

ければならないことの二段構造を想定することができる。

往々にして各職業キャリア特有の特徴の検討は心理学で

は各論として評価されにくい傾向が見受けられるが、当然

検討されるべき重要な課題の一つであると考える。 

一方、実践研究の現況としては、キャリア支援の現場に

おける非常に現実的な問題への取り組みの検討がなされ

ているといえる。実際のところ、こういった支援は理論を

背景にしながらも、それぞれの現場にある資源（往々にし

て限られた資源）を活用せざるを得ず、しかし、だからこ

そ非常に独自の活動となる。しかし、それらの独自の活動

がそのほかの現場における活動のヒントとなることも確
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かであるので、これらの現場独自の実践が集約されること

には一定の意味があると考えられた。 


