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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−III 

仲 真紀子（立命館大学総合心理学部・教授） 

 

近年，研究における社会的意義が重視される傾向にある。

そこで，2015 年から 3 年間にわたり「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」I〜III として，心理

学研究と社会との結びつきについて調査した。具体的には，

（1）心理学関連の学会のシンポジウム等の件数やテーマ

の分析（2）競争的研究資金の採択課題の分析，ならびに

（3）国内外での学会や調査を通し，心理学と社会的な問

題との関わりやその研究動向を調査した。（1）については，

9 つの心理学関連の学会で行われたシンポジウム等を司法，

医療，教育，発達，社会，生物等に分類し，さらに下位の

テーマに分類した。全体として司法に関わるシンポジウム

は増加しており，その内容は犯罪捜査，被害者支援，裁判

員制度，加害者心理・支援等，司法の実務と直結する内容

が多かった。この他，医療については障がい，ストレス，

治療・対処行動など，個人の生活とつながる課題，震災関

係については被災者心理，被災者支援，災害対策，震災後

の犯罪などが引き続き重要な課題であることが示唆され

た。（2）については，基盤（S）や基盤（A）で採択され

た課題は実験系であること，応用・実践的な課題（社会心

理学，教育心理学，臨床心理学）は基盤（B）や基盤（C）

により担われていることが明らかになった。基礎研究と応

用・実践的な研究が行われ，補助金も特徴的な仕方で用い

られている。（3）国内外での学会や調査により，心理学，

社会学，福祉学，法学，医学等の多領域の知識や方法が，

福祉や司法にかかわる諸問題の解決のために用いられて

いることを確認した。また，そういった融合・連携がさら

なる研究課題の発見につながり得るという洞察も得た。貧

困，犯罪，虐待等の今日的課題の背後にある要因は複合的

であり，単一科学によっては理解や解決は困難である。専

門性を活かしつつディシプリンを乗り越えて連携ができ

る学術的枠組みの整備が必要である。 

 

 

 

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動向と展開－ 

阿部 顕三（大阪大学大学院経済学研究科・教授） 

 

 今年度の学術動向の調査研究では、国際経済学関係の研

究を中心に調査を行った。まず、国際貿易の分野では、こ

れまでも一つの大きな研究課題であった貿易構造の決定

要因の実証的研究を再検討する動きが見られる。伝統的な

貿易理論は、ある産業で生産される財と別の産業で生産さ

れる財との間で国際的な取引が行われるような産業間貿

易を想定したものであった。このような貿易に関して、国

際間での生産要素（労働や資本など）の賦存量（供給量）

の相違が貿易構造を決定するというヘクシャー＝オリー

ン定理の実証研究は過去にも行われていたが、最近では実

証的にその再検証が行われている。 

また、近年では工業製品などを中心に、ある同一産業に

分類される財が国際間で互いに取引されるような産業内

貿易が多く見られる。近年、このような貿易を説明するた

めに、独占的競争市場（多数の企業が競争しているが各企

業が差別化された財を生産するような市場）に企業の生産

性の異質性を導入したモデル（メリッツ・モデル）が考案

され、生産性の高い企業が輸出、ひいては海外への直接投

資を行うことなどが示されている。このモデルを用いた理

論分析は非常に複雑になることや、企業レベルのデータが

利用できることなどから、近年では理論的な展開よりも実

証分析に重点が置かれている。最近の国際経済に関する研

究は、理論的な分析から実証的な分析へと急速に変化して

おり、実証可能なトピックが研究される傾向がある。 

また、本年度は経済学分野での学会報告における研究分

野の分布状況も調査した。2017 年度の日本経済学会にお

ける一般報告では、科学研究費の審査区分（小区分）の「理

論経済学関連」、「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 3 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・行政法学分野の学術研究動向－環境司法

の専門化 

伊達（大久保） 規子（大阪大学大学院法学研究科・教授） 

 

近年，環境法・行政法の分野では，環境裁判所や環境法

廷が急増し，「環境司法の専門化」ともいうべき状況が生

じている。環境司法の専門化は，「環境上の法の支配」，「司

法への市民参加」などの文脈で議論されてきたが，この数

年は，さらに「環境立憲主義」という観点から注目を集め

ている。従来，司法アクセスについては，原告適格の拡大

が主たる論点とされてきたが，最近では，訴訟類型や救済

の多様性，審理の迅速性，廉価性，仮の救済の付与等，よ

り包括的な観点から制度改革が議論されている。 

このような傾向は，欧米先進国にとどまるものではなく，

中南米やアジア地域でも，顕著に認められる。とくにラテ

ンアメリカ・カリブ諸国では，2018 年３月に環境分野の

参加に関する地域協定が採択された。この協定の交渉過程

では，実効的な司法アクセスを保障するための法的枠組み

の整備に加え，関係者のキャパシティビルディングや環境

保護者に対するハラスメントの防止等が重要な課題とさ

れ，これらに関する規定も盛り込まれた。また，アジアに

おいても，インド，インドネシア，フィリピン等で，環境

問題の特質に応じ，特別の環境訴訟法や訴訟規則を設ける

国が増加するなど，同様の傾向が認められる。 

その背景には，自然資源をめぐる紛争の深刻化に直面し，

多くの国で環境権が憲法に明記され，環境立憲主義の一環

として環境権侵害に対する訴訟を認め，問題の解決を図ろ

うとしていること等があると考えられる。さらに，この問

題は，より一般的には，持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）

の目標１６に掲げられているように，法の支配の確立とい

う問題として捉えられている。欧州，中南米では，地域内

の各国比較が進んでいるのに対し，アジアでは包括的な比

較研究がなされておらず，環境民主主義，環境立憲主義と

いう観点からの比較研究が重要な課題になっていると考

えられる。 

 

 

政治学分野に関する学術研究動向－ガバナンス研究

における新潮流と展開の分析－ 

大西 裕（神戸大学大学院法学研究科・教授） 

 政治学のうち現代政治分析は、大きく分けてインプット

とアウトプットからなる。2017 年度に動向調査の対象と

したガバナンスに関する研究も、この二つの面に分けて整

理することで、政治学界における研究上のトレンドを見る

ことができる。 

 インプットに関するガバナンス研究のトレンドは、大き

く 2 つに分かれる。１つは、選挙を通じた政治家の説明責

任の確保である。ここで論じられたのは、主に近年の選挙

における環境的、制度的要因が有権者や候補者にどのよう

に作用したのか、という点である。総じて、有権者や政党

のあり方に、これまでにない変化が見られることが明らか

にされてきている。それは、第 1 に選挙制度の中でもより

細かな制度変化が有権者に与える影響であり、第 2 に、ポ

ピュリズムに代表される有権者そのものの大きな変化で

ある。もう一つは、政党が所属議員を統率するという意味

での政党政治のガバナンスに関する論点である。ここでは、

政党内の制度などがどのように作用し、政党のガバナンス

を作り出しているかが議論されていた。 

 他方、アウトプットに関するトレンドには、政府内の統

治構造と、地方ガバナンスの２つが見られた。前者につい

ては、大統領、首相、地方自治体の首長などの執政部と行

政組織の関係である。ともすればトップダウン型のリーダ

ーシップになりがちな近年の執政部が行政組織とどのよ

うな関係を形成できるのか、あるいはそれに失敗するのか

が焦点となった。行政学会の共通論題においては、より理

論的に「執政中枢」が重要な課題となった。執政中枢は、

執政長官を直接に補佐する機関あるいは集団であり、その

あり方が政府内のトップダウン的なガバナンスに影響す

る。具体的な議論として、執政機関がどのような機能を有

するのか、なぜ増大したのか、各国間の違いをどのように

説明するのかが比較研究で説明されていた。後者について

は、より細分化されたテーマが論じられる傾向が見られる。 

 総じていえば、ガバナンス研究については、インプット

側のキーワードはポピュリズムであり、アウトプット側は

執政中枢であったといえるだろう。いずれも、政治権力が

個人化を示す現代の政治状況の分析に向けられたものと

いっていいと考えられる。 
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経営学分野に関する学術研究動向―国際情勢の変化

から見た経営学研究 

中西 晶（明治大学経営学部・専任教授） 

 

欧米の政権交代などに伴う国際情勢の変化と経営学研

究との関連について動向調査を行った。また、AI（Artificial 

Intelligence）、 IoT(Internet of Things)、Big Data、

Industry4.0、gig economy といった技術の進展が経営・経

済に及ぼす影響について急速に国内外で注目されてはじ

めていたことから、技術の進展のインパクトについても調

査した。 

①国際情勢の変化 

2017 年 8 月 4 日～8 日、米国ジョージア州アトランタに

おいて開催された AoM(Academy of Management)の

Annual Conference（77th）に参加した。米国では同年 1

月にトランプ政権による特定国家に対する入国制限が行

われたことから影響が懸念されたが、AoM では、既存の

中立ポリシーを変更するとともに、多様な国からの研究者

を歓迎することを明確にした。また、10 月にはトランプ政

権に対する抗議声明文を発表している。研究者、研究コミ

ュニティのアイデンティティに関わるものであり、国際情

勢の変化に伴い、経営学を代表する学会において政治的な

行動をとらざるを得なかったということである。 

②企画 

UCLA Anderson School Distinguished Research 

Professor の Sanford M. Jacoby 教授を招聘し、2017 年 11

月 15 日（水）に、経営学関連学会協議会後援のもと、明

治大学において講演会を開催した。講演は、インターネッ

ト配車サービス Uber を対象に、gig economy の展開につ

いて紹介し、日米の比較を行うものであった。講演におい

ては、すでに”gig job”の従事者が全米労働者の 16％に達

し、その中でもドライバーサービスである Uber と Lyft は

全米の 3％を占めることが紹介された。さらに、米国にお

けるタクシー業界との競争などから、日本における展開に

ついての活発な議論が交わされた。 

 

 

 

 

 

経済政策分野に関する学術研究動向—世界・アジアに

おける日本の経済学研究の位置と科学研究費の分野

間配分 

木村 福成（慶應義塾大学経済学部・教授） 

 

 本研究では、昨年度に引き続き、経済学分野の大学・部

局および研究者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、日本の中でどのくらいのランキングの

垂直的移動が見られるのか、日本の経済学研究の位置付け

はアジア・世界の中でどのように変わっていっているのか、

また、それらから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、検討を加えた。 

 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、2018 年 3 月現在、96 カ国

の 52,708 人の研究者、7,552 の研究機関が参加し（日本か

らは 1,014 人、185研究機関）、3,025 のジャーナルと 4,649

のワーキング・ペーパー・シリーズ等に掲載された 250 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アジア諸国において、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 16 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 60 位あたりまでが世界のトップ 10%に

ほぼ対応している。大学・研究所のばらつきは大きく、研

究分野の分散も大きかった。ここから、研究者個人が直接

世界の学術動向とつながり、研究活動を展開している姿が

見えてくる。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。 

 日本の経済学研究については、アジア諸国と比しても国

際化が大幅に遅れていることを自覚し、研究課題の多様性

を尊重しつつも、世界標準での評価をより明確に取り入れ

ていくことが必要である。 
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社会学分野に関する学術研究動向－家族研究の学際

性 

米村 千代（千葉大学大学院人文科学研究院・教授） 

 

 社会学領域における家族研究の動向を把握するために、

家族社会学関連のジャーナル 3 誌を対象として、2000 年

以降の掲載論文を調査した。具体的には、Journal of 

Marriage and Family(1939 年創刊、以下 JMF)、Family 

Relations（1952 年創刊、以下 FR）、Journal of Family 

Theory and Review（2009 年創刊、以下 JFTR）の 3 誌を

対象とし、2000 年以降の掲載論文の傾向を分析した。2000

年以降の傾向として一見して明確であるのは、LGBTQ や

Queer Families に関する論文が複数見いだされ、領域とし

て定着しているということである。また transnational, 

multiethnic  Families など、multi あるいは trans 

という表現が、研究対象および研究方法を形容して多く用

いられる傾向がある。家族の多様性は、家族研究にとって

もはや前提であり、テーマとしても多岐にわたっているこ

とが明白に現れていた。JFTR は、そのタイトルに Theory

と掲げており、文字通り理論研究を取り扱う雑誌であるが、

家族そのものを包括的に説明するような一般理論ではな

く、様々な家族現象をそれぞれに説明する理論が取り上げ

られている。○○学という特定の領域が先に来るのではな

く、個別テーマに対応した個別の理論を論じるというスタ

イルである。 

FR と JFTR については、さらに、特集企画の動向を追っ

た 。 multidiscipline, across the disciplines, 

transdisciplinary, という表現のもとにディシプリンを超

えた、あるいはディシプリン横断的な研究を重視する傾向

を見ることができる。テーマは、特集企画であるという理

由もあるが、階層・階級、地域、経済、教育、メディア、

ビジネス、医療等多岐にわたっている（FR）。家族研究と

して取り上げられる領域は、家族そのものの多様性ととも

にかなり幅広い。 

ディシプリンを超えたり、横断したりするためには、まず

はそれぞれのディシプリン（理論や方法）があって、その

高い専門性に基づきながら横断的、融合的に研究や対話を

深めていくこと、その双方が重要である。家族研究者の目

の前には、現実に、様々な具体的な問題が存在している。

今回見いだされた学際性という傾向は、それらの問題に対

して学術研究が答えていくための一つの実践であるとい

えよう。 

 

 

社会福祉学分野に関する学術研究動向－社会福祉の

価値・理念に焦点をあてて－ 

今井 小の実（関西学院大学大学院人間福祉研究科・教授） 

 

 本年度は、社会福祉学界が、①「社会福祉士の養成教育

に対するカリキュラムの大幅な見直し」、②「他分野学界

からの社会福祉の研究対象への接近などの事態」を受け、

大きな岐路にたたされているとの問題意識から、学会主催

の大会、フォーラム、シンポジウムなどを中心にその動向

調査を行った（下記一覧参考のこと）。特にこのような状

況の際に道しるべとなるのは、その実践・研究を貫く価値

であるという認識から、動向を理解し評価するためのフィ

ルターに社会福祉の理念・思想を置いた。 

その結果、見出されたのは、この調査の背景としてあげ

た２つの問題意識が社会福祉学界においても広く共有さ

れているという点であった。しかし今回調査した限りにお

いては、その重要性を認識しつつも、学界はその岐路の行

方を示すような社会福祉の本質に迫る価値の問題に踏み

込むまでに至っていないことが確認できた。その意味で、

アメリカのソーシャルワーカー協会創立 100 年を記念し

たシンポジウムで示された提言は、改定グローバル定義で

示されたソーシャルワークの価値「社会正義」を前面に出

した貴重なものであり示唆的であった。日本の学界におい

ても思想・理念を重視した研究を深化させない限り、先に

示した２つの問題を克服することはむつかしいと思われ

る。そこに大きな貢献ができる社会福祉の歴史研究に期待

したい。 

 

2017 年 5 月 13-14 日 社会事業史学会第 45 回 

2017 年 5 月 28 日 日本社会福祉学会第 65 回春季大会  

2017 年 6 月 3 日 第 134 回春季社会政策学会大会 

2017 年 7 月 22- 23 日 日本ソーシャルワーク学会第 34 回札幌大会  

2017 年 10 月 21- 22 日 日本社会福祉学会第 65 回秋季大会 

2 0 1 7 年 1 1 月 1 8 日  社 会 事 業 史 学 会  国 際 交 流 プ レ シ ン ポ ジ ウ ム  

2017 年 12 月 2 日 同志社大学社会福祉学会第 32 回年次大会  

2017 年 12 月 9 日 第 14 回日本社会福祉学会フォーラム 
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2017 年 12 月 17 日 ジェンダー史学会第 14 回年次大会 

2018 年 1 月 11-14 日 Society for Social Work and Research（Washington D.C.)  

 

 

教育社会学分野に関する学術研究動向―職業教育関

連の新学術研究領域形成をめぐって－ 

吉本 圭一（九州大学大学院人間環境学研究院・教授） 

 

 本調査研究では、新たに創設される専門職大学等で想定

される新職業教育領域が、どのような学術ディシプリンを

もとに、また現場における実践的な知識・技能クラスター

をもとに編成・再編成されていくのか、また、それらを包

含する教育におけるアウトカムを重視する質保証・向上の

アプローチが成立しうるのか、教育と社会的ステークホル

ダーの関わりを探究する教育社会学における今日的な政

策科学的課題の把握に取り組んでいる。その基本的ダイナ

ミックスとして、成長分野等において新たな学術領域を形

成可能性のある分野を比較するため、資格系－非資格系の

対照軸を設定して特定分野を分析対象として絞り込み、先

端的職業教育関係者や、その分野をカバーしてきた学術領

域の関係者、関連学会等を対象として、挙郁訓練プログラ

ムの学修成果とコンピテンシーとの対応性に注目し、新職

業教育領域の共通性、学問ディシプリン間、社会的ステー

クホルダー間、また相互の葛藤や緊張などに注目して動向

分析を行っている。ここでは、「資格系」－「ジョブ型」

モデルとして医療・介護分野を、「非資格系」－「メンバ

ーシップ型」モデルとしてビジネス分野を取り上げた。 

一方の専門的職業を中心とする「ジョブ型」労働市場が確

立している医学隣接領域では、多くのコメディカル職の教

育プログラムが第三段階教育として高度化しており、医学

モデルと医療関係者が多様な形態で教育訓練プログラム

編成に関与している。他方で、日本的経営による「メンバ

ーシップ型」労働市場では、教育の学修成果は学問ディシ

プリン単位で編成され、職業のコンピテンシーが企業特殊

的であり、相互に参照困難とみられている。しかしながら、

事務系職種にかかる職業能力評価基準構築において、資格

職業系と同様に職務遂行能力と知識・技能とを包含するモ

デルが展開していることが確認された。 

いずれの領域においても、吉本圭一編（2018）『職業資

格・高等教育資格枠組みを通したグローバルな専門人材養

成のためのコンソーシアム－職業教育における学修成果

とコンピテンシーをめぐる分野別アプローチ－』（九州大

学第三段階教育研究センター、2018 年）の、＜知識＞＜

技能＞＜態度＞＜応用＞の学修成果とコンピテンシーの

タキソノミーと、対応する教育訓練方法論による学位プロ

グラム編成の可能性が明らかになった。 

 

 

産業・組織心理学分野に関する学術研究動向 

－ワーク・ライフ・バランス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） 

 

 ワーク・ライフ・バランスは 2000 年代の欧米諸国にお

いて、実現すべき生き方のスローガンとして登場し、近年

わが国でも政策的に取り組まれてきている。このワーク・

ライフ・バランスの実現には、心理的、社会的、文化的な

アプローチによる知見の創出が欠かせないことから、ここ

ではこの視点から、国内外のワーク・ライフ・バランス研

究の動向および今後の方向性について検討した。具体的に

は、ヨーロッパ心理学会 ECP2017 および産業・組織心理

学会に参加し、研究動向について調査した。従来、ワーク・

ライフ・バランスに関しては、ワーク・ファミリー・コン

フリクトなど、両立の難しさからくる心理的問題を扱うこ

とが多かったが、近年のポジティブ心理学の影響から、ワ

ーク・ファミリー・ファシリテーション、ワーク・ファミ

リー・エンリッチメントなど、2 つの領域があることによ

る良い心理学的影響を扱う研究が増加傾向にある。しかし、

そのポジティブな影響についての実証的な検証はまだ緒

に就いたばかりであり、今後のさらなる積み上げが期待さ

れる。さらに、現実的にはネガティブな影響とポジティブ

な影響が同時に存在するわけで、それらの相互作用も同時

に扱っていくことが必要である。仕事と家庭という 2 つの

領域間の影響関係についての検討も依然として重要なテ

ーマである。従来、スピルオーバーなどが検討されてきて

いるが、現状では、一方の領域の資源がもう一方の領域に

とって意味があるかどうかについては一致した見解は得

られていない。加えて、非常に大きな問題は、何をワーク・

ライフ・バランスというのかという問題である。すでに、

いくつか心理学的測度の開発がなされているが、実際のと



平成 29年度学術研究動向等に関する調査研究 報告概要（社会科学専門調査班） 

 

ころ、操作的な方法論にとどまっている。このワーク・ラ

イフ・バランスをいかに図るのかという問題と関連して、

何をワーク・ライフ・バランスというのかについては、今

後さらに議論されるべき問題と考える。 

 

 

認知科学・実験心理学分野に関する学術研究動向： 

加齢が人の認知過程，人と外界との相互作用過程，

社会的相互作用に与える影響 

原田 悦子（筑波大学・人間系・教授） 

 

 近年，社会の高齢化が実生活の中で実感として感じられ

るようになり，また人々の日常的な生活の中に人工知能や

各種自動化技術（自動車自動運転や人顔の自動認識機能等）

が実利用されるようになってきたことから，特に心理学・

認知科学領域において，こうした技術導入や高齢化に対し，

科学的研究から何を社会に発信していくべきか，基礎研究

を社会に対してどのように「届けていくか」という議論を

展開するシンポジウム等が様々に行われるようになって

きている．報告者自身もそのいくつかの企画運営に携わり，

また話題提供なども行う中，社会の中の問題につながるテ

ーマを背景に科学的研究を実施し，またその成果を社会活

動の中に戻していくこととの「暗黙の要請」が多くの研究

者に共有されつつあるように思われる．そうした問題の共

有，ならびに実際の研究のあり方についての情報交流につ

いては有益と思われるが，一方で，たとえば，社会の高齢

化の問題については実際には大きな地域差があり，地域差

をどのように研究に組み入れていくべきか，あるいは地域

差を乗り越えて一般性のある研究の価値をどのように打

ち立てていくべきか，といった問題があること，また科学

技術と生活についても「どのような領域に適用されるか」

によって多くの問題設定が変化することも同様であるこ

とから，必ずしも多くの人が同じ問題意識に立てていない

という問題については，「そこに問題がある」との記述に

とどまりがちであるように感じられる．こうした研究の一

般性をめぐる状況について，心理学が自然科学的な方法論

をベースとしつつ，「社会科学の一研究領域として」どの

ように研究を組み立て，評価していくかについて，研究領

域を越えた検討が必要かもしれないと考え始めている． 

同様の問題は，神経科学領域での研究が，より力動的に

実際の認知的活動との関係性を明らかにする中で，社会的

活動，社会的信念との関係性の研究が重視され始める中で、

同様に問題となりうる．人という，本来多次元に多様性を

含みうる存在を対象とする科学的研究において，心理学・

認知科学研究の前提・基盤となる社会科学的枠組をどのよ

うに考えるのか，今後さらに検討が必要と考えるところで

ある． 

 

 

教育学分野に関する学術研究動向：教育学研究のグ

ローバル化における新たな潮流 

宮崎 樹夫（信州大学学術研究院教育学系・教授） 

 

 本調査の目的は，教育学研究のグローバル化に関する国

際的な実態や動向を把握するとともに，我が国における教

育学研究の実態や動向を把握し，両者の格差を特定するこ

とである。特に本年度は，特に数学教育，科学技術教育の

グローバル化に関する国際的な実態や動向を把握するこ

とに焦点を当てて調査研究を行った。その主な結果は次の

３点である。 

 研究者の業績評価に関する規準のグローバル化 

イギリスの研究大学（教育学）では，論文の業績審査

において，国際誌での論文掲載，特にトップジャーナ

ルでの掲載が強く推奨されている。逆に，査読システ

ムが不透明な著作物はもとより，国内誌掲載の論文は

業績として認められていない。また，研究者には，数

年ごとに行われる外部評価ごとに，新しい論文の提出

が義務づけられている。 

 ファンド獲得のグローバル化 

EU は加盟国の大学を対象とする大規模なファンド

を有している。こうしたファンドに対し，各大学の教

育学部・大学院等はファンド獲得の専任チームを編成

し戦略的に研究資金を獲得している。一方，我が国の

教育学研究では，ファンド獲得を研究者個人に委ねる

習慣が蔓延っており，各研究者の能力を十分に活かす

ことができていない。大学としての組織的なファンド

獲得について抜本的な改善策の考案が喫緊の課題で

ある。 

 分野横断的・融合的な研究としての STEM 教育研究

の躍進 
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数学教育，科学技術教育に関する国際会議では，

STEM 教育に関する研究が数多く発表され，これに

特化した分科会が開催されている。イギリスでは

STEM 教育に特化したセンターを有する研究大学が

あり，香港では大学と教育現場が一体となって

STEM 教育の団体が組織され始めている。一方，我

が国でも日本科学教育学会において，STEM 教育に

関する研究が発表され，これに特化した分科会が開催

されている。しかし，日本数学教育学会では STEM

教育に関する研究は僅かであり，特に STEM 教育に

強く関連する数学的モデリング研究の積極的な貢献

が求められる。 


