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「社会科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（とくに経済学）のグローバルな

展開とその動向―」 

阿部 顕三（大阪大学大学院経済学研究科・教授） 

 

今年度の学術動向調査では、次の２つの研究動向につい

て調査した。第１に、企業のオフショアリング行動に関す

る理論的研究では、不完備契約理論を応用して多国籍企業

のオフショアリングあるいはアウトソーシングに対する

組織形態の決定を考察したり、企業の異質性を考慮して企

業の組織形態の選択と企業の生産性との関係について研

究が行われてきた。また、最近では、先進国企業において

は海外に委託した業務を本国に戻すというリショア－

（reshore）という選択肢が出現しており、リショアーの可

能性を考慮した上で企業の組織形態について分析した研

究も行われはじめている。これらの研究の実証的側面にお

いては企業レベルデータを用いた研究が盛んに行われて

いるが、理論モデルとの隔たりも指摘されており、新たな

理論モデルの構築も必要であると言われている。 

第２に、経済学における新たな分析方法の動向の一つと

して、種々の記事やスピーチからのデータマイニングや機

械学習の手法の応用がある。近年、オンラインショッピン

グのウェッブサイト、求職サイト、ニュース記事、ソーシ

ャルメディアなどで種々の情報が取得可能となっている。

それらのデータはテキストとして提供されているが、それ

らを分析する統計的方法も発展してきている。最近では、

ニュースや新聞記事のテキストマイニングをマクロ経済

の予測に用いる研究、転職サイトのレビューの賃金や労働

環境に関する文字情報をもとにして将来の企業業績や株

価を予測する研究、株主総会における経営者のスピーチの

文言の傾向から経営者の性質や企業文化を分類し、将来の

企業業績や株価変動と関連づける研究なども出てきてい

る。 

 また、今年度も経済学分野での学会報告における研究分

野の分布状況を調査した。2018年度の日本経済学会の一般

報告では、昨年度に引き続き科学研究費の審査区分（小区

分）の「公共経済および労働経済関連」、「経済理論関連」、

「経済政策関連」などに相当すると考えられるセッション

が多かった。また「若手・女性のための特別セッション」

も設けられ、若手や女性の研究を支援する動きもある。 

 
社会科学分野（とくに社会学）に関する学術研究動

向及び学術振興方策――社会的不平等研究の動向調

査を中心に―― 

佐藤 嘉倫（東北大学大学院文学研究科・教授） 

 本年度は主に 3 つの領域で動向調査を行った。第 1 は、

社会的不平等研究の動向調査である。グローバリゼーショ

ンとネオリベラリズの進行に伴って生じている社会的不

平等の拡大や社会の分断に対してどのように対応するか

という規範的な研究が進んでいる。昨年開催された国際社

会学会・第 XIX回世界社会学会議や第 113回アメリカ社会

学会大会、第 4回 World Social Science Forumでも不平

等や社会的分断が大きなテーマだった。これらの学会大会

への参加を通じて得られたことは、税制や社会福祉制度、

社会保障制度の改革のような「ハードな対策」だけでなく、

ソーシャル・キャピタルによる「ソフトな対策」も重要だ

ということである。たとえば、ロサンジェルスと東京のホ

ームレスに関する研究では、ホームレスと福祉施設職員と

の、またホームレスと支援 NGOメンバーとの良好な人間関

係がホームレス状態からの離脱を促進することを指摘し

ている。今後は、法律や政策のようなハードな対策とソー

シャル・キャピタルのようなソフトな対策が相乗効果を持

って、社会的不平等や社会的分断の低減に貢献することが

期待される。第 2は、人工知能に関する社会科学的研究の

動向調査である。経済学では人工知能が人々の雇用を奪う

可能性について議論が進んでいる。また法学では自動車の

自動運転など人工知能に関する法律的な問題が検討され

ている。社会学では、まだ人工知能を正面から取り上げた

研究は多くないが、人工知能が社会に進出している現代社

会において、人工知能と人間の関係という新しい関係性を

どのように分析するのかが大きなテーマとなってくるだ

ろう。第 3は、人文社会系学問の振興のための方策の探求

である。大きくまとめると、研究者のみならず学部学生か

らの国際化、研究、教育両面での文理融合、研究成果の社

会還元を通じて人文社会系学問の新たな可能性を切り拓

くことができるだろう。 
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政治学関連分野に関する学術研究動向 

－アカウンタビリティ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） 

 

アカウンタビリティ（説明責任）は、政治学では、元来

は国民によって選ばれた政府が、国民に対してその活動を

説明する責任と理解されてきた。今日、この概念は、国民

と政府の間のみではなく、様々な政治主体間で成立し、そ

の使用範囲が拡張されている。大きく分けると、一つは、

有権者と政治家の関係や、政治家と官僚との関係なども含

む垂直的アカウンタビリティであり、もう一つは、大統領

と議会など複数の代理人間における水平的アカウンタビ

リティである。 

 垂直的アカウンタビリティにおいて、最大の論点になっ

たのは、選挙と政党である。2012年の第 2次安倍政権成立

以降、自民党の圧倒的優位に終わる選挙が続いているが、

それはアカウンタビリティを重視した 1993 年の選挙制度

改革の意図とは大きく異なるのではないかとの問題意識

がある。これに対し、国レベルと地方レベルの選挙制度の

ミスマッチが野党の統合を困難にしているとする研究や、

野党への信頼の低さが問題であるとする研究が出されて

いる。 

 水平的アカウンタビリティが最大の論点になっている

のは政治体制論である。とりわけ、執政長官の暴走が民主

主義体制を破壊するのではないかという点が、途上国はも

ちろん、先進国でも問題として意識されるようになってき

ている。途上国では、新たに民主化した国に民主主義の後

退が見られるのではないかということが論争になってい

る。そこで指摘されるのは、大統領など執政長官に対する、

議会やマスメディア、司法の影響力後退である。権力間の

均衡が破れ、執政権力が突出する傾向が見られ、水平的ア

カウンタビリティが機能しにくくなりつつあるのである。 

 水平的アカウンタビリティの衰退が民主主義体制を崩

壊させるという途上国研究の見解は、先進民主主義国でも

当てはまるかもしれない。欧州における極右政党の登場や

アメリカにおけるトランプ大統領の登場は、有権者と既存

政党との間のリンケージの衰えや新興メディアの介入な

どポピュリズムとして捉えられることが多いが、リビツキ

ィとジブラットは執政長官による水平的アカウンタビリ

ティの破壊の方が重要であるとの見解を示している。 

 

職場におけるメンタルヘルス研究分野に関する学

術研究動向 
金井 篤子（名古屋大学大学院教育発達科学研究科・教授） 

 

職場におけるメンタルヘルスの問題はますます重要と

なっている。わが国では、2014年の労働安全衛生法の改正

により、2015年より全従業員に対するストレスチェック制

度がスタートし、電通の入社一年目の女子社員の過労自殺

が 2017 年に労災認定されたことをきっかけに、労働時間

の見直しなどを含む働き方改革の議論がなされ、2018年に

は働き方改革法が交付され、2019 年 4 月から施行された。

こういった制度の導入や議論が有効に展開するためには、

アカデミックな立場からの実証的なデータを基にした発

言が重要と考え、本調査研究では、産業・組織心理学領域

における近年の研究動向を整理し、今後の研究の方向性を

探ることを目的とした。具体的には、29th International 

Congress of Applied Psychology（ICAP2018）、産業・組

織心理学会第 34 回大会に参加し、発表プログラムの分析

を行った。 

ICAP2018では、産業・組織心理学領域の発表のうち、職

場におけるメンタルヘルス研究が約 11%を占めた。この 10%

前後という割合はここ数年のわが国の産業・組織心理学会

においても同様であったが、2018年度の学会においては発

表数の約 19%となり、この領域の研究が海外の動向よりも

少し多い傾向がみられた。その原因としては、先に示した

わが国の社会情勢が関係しており、主にストレスチェック

制度によって取得されたデータの解析が進んだことがあ

る。これらのデータの蓄積は非常に重要であるが、多くが

請負企業のデータ解析であり、利益相反に留意した評価を

行う必要がある。また、発表の多くをメンタルヘルスを阻

害する要因としての職務ストレス研究が占めたが、WHO の

健康の定義からも明らかなように、職務ストレスを減じれ

ば、それでメンタルヘルスが実現するということは言え

ず、今後の研究動向としては、生き生きと働ける職場を実
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現し、メンタルヘルスを促進する要因の研究の積み上げが

期待されていると考えられる。 

 

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 

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、日本の経済学研究の位置を確認し、あわせて今

後の研究支援のあり方について考察を加えた。 

 RePEcは、Christian Zimmermann (Federal Reserve Bank 

of St. Louis)が中心となって作成しているもので、世界の

各研究者・研究機関のヴォランタリー・ベースの登録に基

づき、作成・公表されている経済学研究のレーティング・

システムである。2019 年 3 月現在、232 カ国・地域の 55,772

人の研究者、14,318 の研究機関が参加し（日本からは 1,084

人、189 研究機関）、3,229 のジャーナルと 4,982 のワーキ

ング・ペーパー・シリーズ等に掲載された 260 万件超の論

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 22位（2019年 3月）、アジアでは第 1位で

あった。2017年以降のデータによれば、順位はおおよそ 20

位あたりまではほぼ安定している。日本がその安定グルー

プの下限に位置付けられていることは、これまでの日本独

自の経済学がそれなりの地位を築いてきた証左として強

化できよう。 

 しかしここからは、国際化の進展する欧州勢、新興国・

地域の追い上げは必然である。アジア勢と比べても遅れて

いる大学・研究所の国際化には、いよいよ本腰を入れてい

かなければならない。留学生受入には十分な注目が集まっ

ているが、彼らを惹き付けるのは最終的には研究能力であ

る。研究業績ランキングは言うまでもなく、研究の質と量

を測る１つの指標でしかない。しかし、学術雑誌への論文

掲載はやはり重要である。その点にもう少しウェイトをか

けた研究費の配分も検討に値しよう。 

 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。 

 

「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（２）－」  

今井 小の実（関西学院大学大学・教授） 

 

昨年度に引き続き、今年度も社会福祉の価値・理念に焦点

をあてて、社会福祉学分野の学術傾向の動向調査を行った。

その出発点は、社会福祉学界が大きな岐路に立たされ、社

会福祉の存在そのものが問われているという問題意識に

あった。 

その意味で、2018年 9月に日本学術会議社会学委員会社会

福祉学分科会が出した提言「社会福祉学界の社会的つなが

りが弱い人への支援のあり方について－社会福祉学の視

点から－」は注目される。同分科会は翌 2019年 1月には、

日本学術会議講堂にて、公開シンポジウムを開催し、その

提言にそった具体的な支援のあり方を社会に提示した。 

全体的な 2018 年度の社会福祉学の学術動向としては、社

会福祉の実践・学問としての独自性・主体性を明確にする

ために、その価値・理念に再び関心が集まりつつある印象

を受けた。実際、陳礼美（Li-Mei Chen)氏（関西学院大学

教授）は、2000～2017年の間の日本ソーシャルワーカー協

会（JASW）の定期刊行物（JASW）ので、表題または本文中

に「倫理」または「価値」という単語が含まれる論文数の

検索を行い、その傾向を明らかにしている（Li-Mei 

Chen2018)。この論文は、関西学院大学人間福祉学部研究会

が発行した雑誌『人間福祉学研究』の特集「福祉の哲学、

価値、思想」の 6つの論文のうちの一つであるが、報告者

は編集委員としてこの企画、編集に加わった。 

最後に社会福祉学界をリードする日本社会福祉学会と、価

値・理念の探究には不可欠な歴史研究の部門、社会事業史

学会の動向を確認しておきたい。9 月に開催された日本社

会福祉学会の大会テーマは「21世紀の社会福祉と「運動性」」

https://ideas.repec.org/top/


平成 30 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） 
 
であり、5 月の社会事業史学会の大会テーマは「近代東ア

ジアにおける社会福祉実践の展開とその特質」であった。

加えて日本社会福祉学会の会長には今年から社会事業史

研究者の金子光一氏が就任しており、現在、両学会は韓国、

中国との学術研究の交流を「覚書」等によって促進してい

る。これらのことを考え併せると、日本の社会福祉学の価

値や理念を、広くアジアの文化圏のなかで歴史的に相対化

していく研究動向が、今後ますます加速されることが予想

される。社会福祉学関連の学会では、今後、欧米にも学術

連携を進める意欲を持っており、その行方も注目される。 

 

認知科学・認知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） 

 

認知的加齢研究の研究動向としては，隔年で開催される

Cognitive Ageing Conference(2018年 5月，Atlanta，USA)

ならびに Psyconomic Society年次大会（2018年 11月，New 

Orleans, USA）に参加し，特に実験心理学，認知科学研究に

おける動向を中心に調査した．全体としては，一時期の「脳

活動の多寡との単純なマッチング」，あるいは遺伝的情報に

よる大量データを用いたシンプルな対比研究が発表の多く

を占めるような傾向は薄れ，神経科学的なアプローチをとる

ことにより情動・動機づけと認知的過程のより直接的な関係

性を明らかにするなど，実質的な心理学研究としての成果を

もたらす領域融合的な研究成果が多くみられるようになっ

てきた．また，実験材料として実際の新聞記事や Web情報な

どを用いた実験研究が報告され，詐欺被害予防や災害時情報

伝達といった実際的な状況での認知的な加齢とそこで生じ

る現象との関係性についてなど，実生活に根ざした研究報告

も一定以上の率で見受けられるようになり，実社会の高齢化

に伴う社会問題が心理学的研究課題となっていることを感

じさせられた． 

 心理学全体の動きとしては，日本においても若手～中堅研

究者を中心に，実験結果の再現性問題，ならびに帰無仮説に

基づく統計的検定を偏重する傾向への再考の動向が強まり，

実験方法論の基本的な議論，ならびにそうした問題に対する

学会等研究組織としての対応を求める動きが活発化してい

る．多くの学会などでこうしたテーマのシンポジウムなどが

開催されている他，事前登録研究の「試行」も始まっている

（たとえば，「パーソナリティ研究」誌，日本パーソナリテ

ィ心理学会；心理学評論・特集『心理学研究の新しいかたち

―CHANGE we can believe in―』2019年 12月募集開始，

2020年に第 62 巻 3 号として刊行予定）．こうした方法論的

変革の今後の動向にさらに注意をしていきたい． 

 

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，科学教育研究のグローバル化の意義と規

準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。 

 研究業績に対するグローバル化の意義と規準 

従来，我が国では論文査読の有無が業績審査で重視され

てきた。これに対し，グローバル化により，トップジャー

ナル及びそのランキングが明確にされ，業績審査等の客

観性が高まるとともに，論文の質的な向上が促進される。

この意義を我が国で実現するためには，科学教育研究に

おける国内外のトップジャーナルと，そのランキングの

確立と研究者間での共有が必要である。 

 ファンドに対するグローバル化の意義と規準 

EU 圏では加盟国の大学や研究機関を対象とする大規模

なファンドが存在している。同様に，アジア圏においても

グローバル化により大規模なファンドの設立が進展す

る。この意義を我が国で実現するためには，アジア圏にお

ける科学教育研究の諸学会の連携とともに，科研費の国

際的な配分に関する改革が必要である。 

 研究活動に対するグローバル化の意義と規準 

科学教育研究の特性から，これまでにも一部の研究活動

は国際的に展開されてきた。グローバル化により，科学技

術立国たらんとする我が国の科学教育研究が国際的な研
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究の機軸となることが促進される。この意義を実現する

ためには，研究活動のグローバル化の意義や役割につい

て研究者間での合意形成が必要である。 

 

社会学分野に関する学術研究動向―社会学の問題関

心と研究手法― 

白鳥 義彦（神戸大学大学院人文学研究科・教授） 

 

 社会学は、学問としての展開が進む一方で、ともすれば

一つの学問分野＝ディシプリンとしての明確な存在のあ

り方があらためて問われるような状況も見受けられる。こ

うした認識のもと、社会学の問題関心と研究手法という視

点を踏まえつつ、より広くはディシプリンとしての社会学

という観点からの考察を行なうために、社会学の教科書に

ついての分析を試みた。日本では、『社会学評論』等での

特集はあるものの、「社会学教育の社会学」や「社会学教

科書の社会学」といった研究はそれほど多くはないと思わ

れるが、海外では、例えば Teaching Sociology という学

術雑誌が１９７３年から刊行されていたり、主要な学術雑

誌においてこうしたテーマに関する特集が組まれたり論

文が掲載されていたりして、すでにまとまりのある一専門

分野を形成している。 

 具体的な検討として、例えば社会学の定礎者の一人であ

るデュルケームが社会学の教科書でどのように取り上げ

られているかを見るならば、生前に刊行された『社会分業

論』、『社会学的方法の規準』、『自殺論』、『宗教生活

の原初形態』４冊の著作、中でも初期の３冊は、多くの教

科書でほぼ必ず言及されている。一方、大学でのポストと

いう経歴の面からしても、また著作として残されたものか

らしても、教育に関わる比重はデュルケームにおいて大き

かったにも関わらず、デュルケームと教育との関係は、教

科書のレベルでは思ったほどは取り上げられていない。こ

れは、教育に関するデュルケームによる議論は、講義録な

どの形で没後刊行されたということにも拠る部分があろ

うし、また「社会学」の教科書においては「教育」に関わ

る事柄を取り上げにくいという内容的な側面からの理由

も考えられるが、研究における問題関心の置かれ方とはや

や異なる様相を示していることがわかる。 

 このように、教科書の検討ということを切り口として、

ディシプリンとしての社会学や、そこで受け継がれてきて

いる社会学の問題関心という諸点について、調査研究を進

めることができた。 

 

刑事法学分野に関する学術研究動向――犯罪現象の

グローバル化と制度的対応における国際協力――  

高山 佳奈子（京都大学大学院法学研究科・教授） 

 

１．国際ワークショップ「国際交流が国内刑法に与えるイ

ンパクト――アジアにおける近年の展開――」 

アジア諸国の若手刑事法研究者・法律実務家を中心に、11

か国からの参加者を得てワークショップを開催した。従

来、アジア諸国の刑事法は、植民地の旧宗主国やソ連法の

強い影響下にあったが、近年ではそれに変化が生じ、ドイ

ツ法や英米法の要素が直に立法や解釈に採用されること

が増えている。それと同時に、各国の専門家間での直接の

学術的対話が進み、そこでの成果が解釈論・立法論におい

て重要な意味を獲得しつつあるという注目すべき現象が

ある。このような動きは、国際人権水準の全体的向上に資

する可能性があり、今後の発展が期待できるとの結論を得

た。 

 

２．若手研究者の動向と国際協力・国際競争 

刑事法学における上記１の展開の中で、共同研究などの国

際協力が進むと同時に、若手研究者養成の国際競争が生じ

ていることが注目されるため、日本学術会議若手アカデミ

ーのメンバーの協力を得て、複数の研究分野における若手

研究者の動向と国際協力または国際競争の現状を調査し

た。その結果、一方で、高水準の研究者の海外での活躍は

進展しているが、他方で、「協力」と「競争」のバランス

は分野により異なることが判明した。文・理を問わず、地

域的・文化的特性のある領域では、同一条件での競争が考

えにくく、むしろ、分業的な国際協力により研究対象とし

て広い地域をカバーしようとする傾向がみられる。他方、

それらの要素のない分野では、かなり純粋な国際競争が成

立しうる。しかし、人道支援や福祉の推進を重要とする分

野は、競争でなく協力を主眼としている。ここから得られ
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た刑事法学への示唆は、確かに、理論研究の面では、内容

および人材確保の国際競争が生じているものの、人類の平

和共存や福祉という法秩序の普遍的目的に照らせば、国際

人権の向上のための協力や分業がいっそう重視されるべ

きではないかということだ。 

 

経営学分野に関する学術研究動向－組織論・戦略論

研究の新たな潮流 

三橋 平（慶應義塾大学商学部・教授） 

 

「世界の経営学分野の研究動向と我が国の研究機関

に所属する研究者のプレゼンス」 

 今年度の調査研究では、主に 2つの経営学分野における

国際学会に参加し、世界の経営学分野の潮流を理解し、そ

の中での日本の研究機関に所属する研究者のプレゼンス

について検討を行った。前者については、分野内の成熟化

が進行しており、新しい理論的視座の提示が長らく行われ

ていないことが確認された。その一方で、経済学者をはじ

めとした他分野のバックグランドを持った研究者が多く

経営学研究に参画するようになった。この流れに加え、デ

ータベース環境の整備とビック・データ入手可能性の高ま

りを受け、因果関係検証における精緻化が著しいスピード

で進んでいることが明らかになった。ただし、経済学分野

で行われているランダム化を通じた社会実験、自然実験、

疑似実験といった研究デザイン上の工夫はまだ進んでお

らず、この点でイノベーションを起こすことがブレークス

ルーにつながると考える。分野内で成長しているテーマ・

手法の１つは、言語分析である。経営学分野では、経営者

によるカンファレンス・コール、経営者が株主に出す手紙、

有価証券報告書のように、テキスト・データが多く存在す

る。テキスト・データを分析すること自体は以前からあっ

たが、ウェブ・スクレイピング手法の確立、LIWCソフトウ

ェアの出現や、テキスト・マイニング手法の普及に伴って

増加傾向、かつ、ビッグ・データ化している。 

 後者の日本の研究機関に所属する研究者のプレゼンス

については、ここ 20年来低調であり続けている。韓国、中

国の研究者は、質、量において拡充傾向にあり、日本のシ

ニア研究者は人材育成という研究者業務のあり方につい

て危機感を高める必要がある。以前に比べ、若手研究者は、

国際ジャーナル誌における論文発表に対して関心を高め

ているが、ノウハウ、ネットワーキング、共同研究者の発

見において苦戦を強いられている。そしてシニア研究者の

多くが、この点に関するメンタリングを得意としていな

い。国内の研究機関で世界に通用する研究者を育成できな

いのであれば、積極的に海外に留学させ、その人材をいず

れは還流させるような長期的視点を持つべきである。もし

くは、研究機関の枠を越えた研究機会の創発を行い、研究

を進めながら人材を育成する独自のシステムを構築すべ

きである。 

 

教育学関連分野に関する学術研究動向  —教育学の

革新・転換をめざす国際的な研究潮流— 

山住 勝広（関西大学文学部・教授） 

 

 本調査研究は、教育学関連分野において新たに生まれつ

つあり、今後重要性を増すと思われる研究領域として、衡

平性、持続可能性、インクルージョンといった新たな共通

善の構築に積極的に関与する教育学研究の国際的な潮流

に注目し、ヨーロッパ教育学会大会と世界教師教育学会連

盟大会に出席して、研究動向の把握を試みたものである。 

 また、人間活動の変革を通した共通善の再構築を現代的

な課題とした、活動理論にもとづく教育学の革新・転換に

焦点を合わせ、その世界的な第一人者である、ヘルシンキ

大学活動・発達・学習研究センター・センター長のユーリ

ア・エンゲストローム教授へのインタビュー調査を実施し

た。 

 本調査研究の成果の第一は、ヨーロッパ教育学会大会に

おける研究動向の把握である。そこでは、ソーシャル・エ

クスクルージョンに対抗するオルタナティブとして、社会

的生産やピアプロダクション、多様性と寛容、草の根から

の民主主義、多文化共生といった新たに生まれつつある共

通善の集団的・協働的な構築に積極的に関与していく、教

育学研究の革新的な展開が見出された。 

 第二に、世界教師教育学会連盟大会では、教育の民営化

や商品化によって激化する教師教育の矛盾や葛藤を漸進

的に乗り越えていくために、社会正義やインクルージョン
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といった新たな共通善の構築を枠組みにして、子どもたち

の多様な学習ニーズに応答責任を果たすことのできる教

師と教師教育者の力量形成を解明しようとする研究動向

が、教師教育を革新・転換する重要なアプローチとして現

れてきている。 

第三に、エンゲストローム教授へのインタビュー調査では、

激化する教育のシステムと実践の内的矛盾を現実的に乗

り越え、コモンズとしての教育あるいは教育のコモン化を

創り出していくような、教育のエージェントたちの拡張的

学習への活動理論的な形成的介入研究が、教育学の革新・

転換の有力な方向性として示された。こうした活動理論に

もとづく教育のコモン化への形成的介入研究は、協働して

教育の変化を創造する、異なる複数の担い手たちの自主的

なエージェンシーの拡張をめざすものといえる。 

 


