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東日本大震災と教育政策研究の課題 

－はしがきにかえて－ 
 

 平成23年３月11日に発生した東日本大震災において、多くの方が犠牲になった。亡くなられた方々

とその御家族に哀悼の意を表したい。また、おびただしい家屋や財産が流出、毀損したほか、原子

力発電所での事故もあり、多くの方が避難生活を強いられている。被災者の皆様に心からお見舞い

申し上げ、状況が一日も早く改善することをお祈り申し上げる。 

 政府は、総力を挙げて被災者支援と復旧・復興に取り組んでいるが、国立教育政策研究所では、

「みんなでつくる被災地学校運営支援サイト」を開設した。これは、過去の様々な災害時の実践事

例や参考となりうる事例等－集団一時移転先での学校運営や児童生徒支援、短縮授業や複式授業、

免許教科外の指導等－を紹介し、また現在行われている各地での取組や工夫を書き込み、紹介する

ものである。当研究所としては、このサイト運営をはじめ、震災からの復旧・復興に向けて、被災

地支援の一助になれば幸いである。 

 当研究所の使命は、教育政策の形成に資する調査研究活動を行うことにある。具体的には、新た

な政策の立案に示唆を与える先行的な研究の実施と、これまで行われてきた個別の施策の検証の実

施である。様々な教育課題の中で、今後重要になってくるのは、一つはグローバル化時代の人材育

成であり、もう一つは人口減少社会に対応した新しい学び、新しい学校の創出であると考える。 

 新しい学び、新しい学校は、子供の履習状況や内容の理解状況に応じた指導を行うことを基本と

する考え方である。これは、指導スタッフの面では、教員と専門分野のボランティア等による多彩

で豊かな体制を前提とし、教育内容面では、教育内容のモジュール化や、従来の一斉授業に加えて

個別指導を実施するものである。さらに、マネジメント面では、校長を中心に多様な教職員と地域

住民や保護者が参画するものになると考えられる。 

 今回の震災に関しては、今後、本格的な復旧・復興に向けての検討が進んでいくものと思われる

が、一つの方向として、産業復興と住民の経済的自立を基本とした、自立分散的な社会システムを

導入していくことが考えられる。その具体的な姿を検討する過程では、地方行財政制度、国と地方

の関係にまで踏み込んだ考察も必要となってくるであろう。その上で、将来の地域の在り方に関し、

従来の在り方の継続から全く新しいシステムの導入までのいくつかの選択肢が提示される中で、関

係自治体と住民によって、それぞれの地域の地理的、社会的、経済的経緯と被災の状況に応じた最

もふさわしい選択がなされることが望ましいと考えている。 

 そうした選択の過程で、学校教育についても、学校の設置形態や子供の履習形態、多様なスタッ

フによる多様な授業形態などをめぐり、従来にない学校教育の在り方も含めて様々なプランが模索

されると考えられる。当研究所としては、こうしたプランの提示につながるような基礎的研究に取

り組むとともに、具体的な教育指導の在り方について検討を行い、被災地における学校教育復興の

一翼を担っていくこととしたい。 

 

 平成23年３月 

国立教育政策研究所長  

德 永   保 
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特集にあたって：教育研究におけるエビデンス 

１．エビデンスを求める社会的背景 

 「エビデンス」は、根拠や科学的実証と訳される言葉である。近年、教育の世界でも、政策と研

究の接する領域で、この「エビデンス」という言葉を多く耳にするようになった。その大きな理由

は、教育への社会的投資に対する一般の人々への説明責任が生じていること、あるいは財政危機に

直面する多くの先進諸国が競争的に財源を確保するため、資金を投入することを支持する根拠が求

められていることがある（OECD 教育研究革新センター，2008:19）。同時に、ウェブなどを介して

情報が一般的に流通する現代社会では、政策立案者のみならず、誰しもが何かを選択する際、信頼

できる判断材料として、統計や実験など根拠あるデータを志向するようになる。このように、「エビ

デンス」という言葉は、科学的なデータに基づき、誰もが納得でき、かつ自ら判断が行える、透明

化された情報を求める社会的な動きを象徴するものと言えよう。 

２．政策決定支援型エビデンスと知識支援型エビデンス 

 しかし、同時に、この「エビデンス」という言葉は、その定義をめぐって議論の多いものでもあ

る。その原因は、研究者によって供給されるものと、政策立案者による需要に応じて用いられるも

のでは、「エビデンス」という言葉が意味する内容が異なる場合が多いためである。そのため、たと

えば、エビデンスの多義性を、その目的に応じ、「政策決定支援型のエビデンス」と「知識支援型の

エビデンス」の二つに区分すると整理しやすい（ポープら，2009:15-17）。ここでは、この二つの考

えを定義に代えて提示したい。 

 「政策決定支援型のエビデンス」は、政策立案者からの需要に応じるものとして、政策の有効性

を明確に提示するものであり、政策を決定する際に、有用となるデータ、知識、情報など、時には

量的データのみならず質的データも含む多様なものを「エビデンス」として捉える。教育分野に限

って言えば、英国などヨーロッパでは、「エビデンス情報に照らした」（evidence informed）といった

言葉が好まれるように、広義の定義を持つ「エビデンス」の考え方が主流であるように思われる。 

 一方、研究者主導による「知識支援型のエビデンス」は、「エビデンス」という言葉が最も早く用

いられ、かつ普及している医療での厳密な定義を伴うものである。ここでの「エビデンス」という

言葉は、原則として、ランダムに分けられた二つの等質のグループのうち、一つのグループに投薬

や治療を行った結果を集め、統計手法でその有効性を確認することで得られるものを指す。このラ

ンダム化比較試験（Randomized Controlled Trial: RCT）結果をメタ・アナリシスにより統計的に統合

することで得られたものが、最良の「エビデンス」なのである。科学的実証主義によるこのような

厳格な立場は、米国で顕著である。 

 厳密な手法に基づく「エビデンス」は、厳格な手続きゆえに量産できない。そのため、「エビデン

ス」を国際的にレビューし、それをウェブ上で公開しようとする試みとして、医療におけるコクラ

ン共同計画（The Cochrane Collaboration)1)があり、それを後追いした社会科学（教育・刑事司法・

社会福祉）のキャンベル共同計画（The Campbell collaboration)2)のような動きをもたらしている。こ
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のような取り組みは、研究者主導の知識の供給として、従来から行われてきたのである。 

３．特集の構成 

 本特集は、このように、「エビデンス」という言葉の多義性を前提に、この言葉に集約される研究

と政策の関係を問う論点を取り上げる。 

 その内容は、これまで行われてきた国立教育政策研究所内での「エビデンス」に関する研究会で

の成果に基づくものである。具体的には、研究会を実質的な母体として企画された、国立教育政策

研究所主催「第10回教育改革国際シンポジウム｣3)、そして、研究で産出される「エビデンス」の政

策活用に関する欧米の学術書の翻訳のための勉強会4)、これら二つから得た知見を礎としている。 

 そのため、本特集は、「第10回教育改革国際シンポジウム」の基調講演者であった、トム シュラ

ー氏（前 OECD 教育革新センター長）、また日本側パネリストであった、津谷喜一郎氏（東京大学

大学院薬学系研究科医薬政策学特任教授）、秋山薊二氏（関東学院大学文学部現代社会学科教授）の

三氏に依頼した寄稿論文と、研究会のメンバーが政策と研究活用に関し、これまでの経験や関心に

基づき執筆した論文から構成されている。 

 本特集の「教育研究におけるエビデンス」というテーマは、本特集を執筆した者が、それぞれの

立場で、研究と政策の関係についてこれまで問いかけてきたものである。「エビデンス」という言葉

で表される、教育研究と政策の活用との関係をめぐる論点にアプローチすることで、本特集が、研

究活用というもののあり様を考える視点を提示し、今後、研究活用の生産的議論を喚起できるもの

であれば幸いである。 

 

注 

1) 英文ホームページは次を参照のこと：“The Cochrane Collaboration”,<http://www.cochrane.org/>（accessed 2010/12/25）。

また、日本文では、次の資料がある：「コクラン共同計画」、<http://cochrane.umin.ac.jp/publication/cc_leaflet.htm．>

（accessed 2010/12/25）。 

2) 英文ホームページは次を参照のこと：“The Campbell collaboration” ,<http://www.campbellcollaboration.org/>（accessed 

2010/12/25）。また、日本文では、次の資料がある：「キャンベル共同計画」、<http://fuji.u-shizuoka-ken.ac.jp/~campbell/ 

index.html> （accessed 2010/12/25）。 

3) 2010年9月10日（金）文部科学省講堂にて開催。 

4) OECD/CERI ed.(2007), Evidence in Education: Linking Research and Policy（岩崎久美子・菊澤佐江子・藤江陽子・豊浩

子訳（2009）『教育とエビデンス－研究と政策の協同に向けて』明石書店から刊行）、Nutley, S.M., Walter,I. & Davies, 

H.T.O.(2007) Using Evidence－How research can inform public services, The Policy Press.など。 

 

[引用文献] 

・OECD 教育研究革新センター（NPO 法人教育テスト研究センター（CRET）監訳 坂巻弘之、佐藤郡衛、川﨑誠司訳）

（2008）『学習の社会的成果－健康、市民・社会的関与と社会関係資本』明石書店． 

・ポープ, C./メイズ, N./ポペイ, J. (伊藤景一・北素子監訳)(2009)『質的研究と量的研究のエビデンスの統合』医学

書院． 

 

（岩崎 久美子） 
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エビデンスと教育的成果 

Evidence and Educational Outcomes 
トム・シュラー＊  

Tom SCHULLER 

（籾井 圭子＊＊ 訳） 

(Translated by MOMII Keiko) 

 

 

Abstract 

In this paper, I address the issue of how evidence from research relates to educational policy and 

practice. First, I describe the rationale for and main findings of CERI’s Social Outcomes of 

Learning (SOL) project. These combine reflections on the methodological difficulties involved in 

tracing the causal links between education on the one hand and better health and greater civic 

participation on the other, with an analysis of the principal findings from research. Then, based on 

the findings from review work on the quality of educational research and the use of research in 

educational policy, I address the way evidence is used and sketched out how researchers, poli-

cy-makers and practitioners as well as the media and the public played their parts. I also describe 

work undertaken in Hungary on innovation in the educational R&D system which looked at ways in 

which different parts of the system communicated with each other, with particular reference to how 

a knowledge base is developed and used across the system. Finally, I touch upon a project ex-

ploring the potential implications of neuroscientific research for educational policy and practice. I 

conclude with a set of lessons which derive from these various pieces of work. I suggest that a key 

issue for the value of educational research is whether there is the right balance between research 

on inputs and processes on the on hand, and outcomes on the other. I reassert the importance of 

moving away from a simplistic linear model for understanding the relationship between research and 

policy or practice. Thirdly, I emphasize the challenge of crossing boundaries in order for research 

to have a stronger impact. Researchers need to cross disciplinary and methodological boundaries, 

and policy-makers need to cross sectoral boundaries. Fourthly, I reiterate the need for genuine 

experimentation and evaluation if progress in educational reform is to happen more quicky and 

effectively than it currently does. Finally, I return to the broader context, and raise the need for a 

wider general appreciation of what research can offer for the improvement of our education sys-

tems. 

  

                            
＊  前 OECD教育研究革新センター長 
＊＊生涯学習政策研究部総括研究官 
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はじめに 

本稿では、研究からのエビデンスがどのように教育政策や実践と関連するかについて論ずる。本

稿は、主として 2003 年から 2008 年にかけての筆者の OECD 教育研究革新センター（CERI, Centre for 
Educational Research and Innovation）の所長としての経験に基づき、一個人としての見解を述べたも

のである。この期間の教育研究革新センターでは、教育研究と政策の一般的な関係について特に焦

点をあてたいくつかのプロジェクトと、その関係の特定の側面に焦点をあてた多くのプロジェクト

が実施されていた。ここでは特に教育の社会的成果についての研究を取り上げる。この研究は、方

法論的にも内容的にも、健康（肉体的及び精神的）と市民参加の二つの分野における成果と教育達

成との関係を検証したものである。また、イノベーションと教育分野における R&D や、日本も特

に重要な役割を果たした脳科学研究からの教育への示唆に関する教育研究革新センターの研究につ

いても簡単に論じる。 
本稿の構成は次のとおりである。まず初めに、「公共政策の測定」を考慮するにあたってのより広

い文脈について論じる。特に公共への情報の提供がウェブや他の技術を通じて非常に幅広いものと

なり、入手可能な情報の質の判断について大きな課題が生じる今日、研究がどのように実施され、

活用されるかに影響を与えるという意味において、この広い文脈は重要である。次に、教育的成果

を広く捉えようとする近年の議論の動向に言及する。筆者は、この教育的成果に関する議論は、フ

ランスのサルコジ大統領の命により作成された、ＧＮＰに代わるフランスの社会進歩についての尺

度に関する権威ある報告書の公表に非常によく象徴されているように、進歩を測定することについ

てのより一般的な議論の一部であると論ずる。この一般的なシフトの潜在的な影響力を過小評価す

べきではない。 
次に、教育研究革新センターの「学習の社会的成果（SOL）」プロジェクトの背景を説明し、主な

研究成果を紹介する。ここでは、教育と、より良い健康状態やより積極的な市民参加との因果関係

を説明することの手法的な難しさへの省察を、様々な研究の主な成果の分析を織り交ぜて論ずる。

この議論で特に重要な点は、さらなる教育はさらなる成果を生むという絶対的効果、教育は地位に

関するものであり、教育的な達成レベルが高い人には有利な効果があるが、これは達成レベルがよ

り低い者の犠牲の上に成り立っているとする相対的効果及び、あるグループの一員による教育的達

成は、そのグループの他のメンバーにも良い影響を与えるという累積的効果という異なる種類の効

果を区別することである。この分析から、重要な分布の問題が浮かび上がり、教育が異なるグルー

プにどのように異なる影響を与え、一部のグループに他のグループよりもより大きな便益を与えて

いるかについても、慎重にエビデンスを検証する必要があることを再認識させるものである。 
また、複数の国で行われた教育研究の質と「教育政策における研究活用」についてのレビューの

結果を要約する。このプロジェクトは、エビデンスがどのように活用されているかについての結論

を導き、最終報告は、研究者、政策立案者、実践者や、メディアや一般市民といった異なるアクタ

ーが、それぞれどのような役割を果たすかを素描した。教育セクター全体を、様々な関係者が相互

に作用する制度としてとらえる感覚を発達させることは、エビデンスが制度の改善に果たすことの

できる役割の評価に向けた重要な一歩である。 
次に OECD 加盟国の一つであるハンガリーでの「教育 R&D システムにおけるイノベーション」

の取り組みを紹介する。この研究は、筆者が教育研究革新センターを去ってから行ったものである

が、体系的なイノベーションに関するレビューの一環として OECD が開発した手法に大きく依拠し
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たものである。基本的な手法は、システム内の異なる部署がどのようにコミュニケーションをとっ

ているかを、特にシステム内で知識基盤がどのように作られ、活用されているかという観点から検

証するものであった。 
最後の例は、教育研究革新センターにおいて何年もかけて実施されたプロジェクトからのもので

あり、これは脳科学研究が、教育政策や実践にどのような示唆を与え得るかを検証したものである。

この研究の斬新さは、脳の機能を研究する新しい科学技術が、教育や学習に何らかの示唆を与える

かもしれないということを正しく評価したことにある。また、このプロジェクトでは、日本の研究

者が重要な役割を果たし、プロジェクトの主要なネットワークの一つについて、コーディネーター

となっていたこともあり、ここで取り上げる。 
最後は、これらの研究から得られた教訓で締めくくる。筆者は、教育研究が価値あるものとなる

ための重要な問題は、インプットやプロセスについての研究と、成果についての研究とがバランス

よく行われているかどうかということであると提案する。第 2 に、研究と政策や実践の、実際のあ

るいは潜在的な関係を理解する際に、単純な線形モデルから離れることの重要性を再度主張する。

第三に、研究がより強い影響を有するためには、様々な境界を越える努力をすることが重要である

ことを強調する。研究者は分野や手法的な境界線を越えることが、政策立案者は、部門の領域を越

えることが、知識が豊富なシステムとして栄えるためには必要である。第四に、教育改革を現在よ

りも早く、効果的に進めるためには、純粋な実験や評価が必要であることを再度主張する。これと

関連して、教育改革が進行中の過程においても、研究から影響を受けることが可能となるように、

形成的及び総括的な評価が必要となる。最後に、より広い文脈の課題に戻り、研究が教育システム

の改善に何を差し伸べることができるかということについてのより広い、一般的な認識が必要であ

るという、公衆への教育の問題を提示する。 
これらを通じて、一つのメッセージを引き出すとすれば、研究を通じたエビデンスの産出は、社

会的・組織的な要因により大きく条件づけられるプロセスであるということである。異なる種類の

エビデンスの強さや、エビデンスを収集し、精選する仕組みについての非常に技術的な議論がある。

しかし、政策や実践の改善のためのエビデンスの活用が成功するためには、これらのエビデンスに

関する活動の技術的な側面が、いかに研究者という人と、研究機関という組織の中で位置づけられ

るかについての理解を深めることが必要である。個人も組織も、それぞれ自身の個性や価値観を有

し、これらは、研究のプロセス、産出されるエビデンスやその活用の質や有効性を大きく左右する

ものである。 

より広い文脈：測定及び成果への考え方の変化 

公表される情報がどのように構成され、広められ、この情報にどのように反応するかは、国によ

って大きく異なる。非常に一般的なレベルで、「進歩」を測定する際に使用する分類は、大きな政治

的な議論の中で非常に重要な要素である。特に、ＧＮＰやＧＤＰのような総体としての経済的なデ

ータは、国としての業績を評価するのに使用される最も一般的な指標であり、国家レベルや国際的

レベルの統計的な報告書に盛り込まれ、通常は、その国がどの程度の実績をあげているかを測定す

る最も有効な尺度として用いられる。 
しかしながら、最近はこれらの尺度は厳しい目にさらされるようになってきている。その理由は

主として二つある。第一は、経済的成長、あるいは、少なくとも高度に炭素を消費するような従来
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の経済的成長が環境に与えるリスクへの認識の高まりに起因する。地球温暖化については大きな議

論がある。しかし、この議論は、前世紀の後半に爆発的に生じた経済成長が、地球環境に大きな影

響を及ぼしたことを多くの人々に知らしめた。現在の中国やインドのような国々の、驚くべき急速

な成長とその大きな人口は、経済発展のこれまでのモデルやそれを測定するツールの見直しが差し

迫って必要となっていることを意味する。 
従来の経済尺度の再考の第二の理由は、物的な消費は、間接的にでさえ必ずしもウェルビイング

の向上に結び付かないという認識の高まりである。今となっては、あるレベルを超えると所得の増

加と幸福度あるいはウェルビイングの向上とのあいだの相関は極めて小さいか皆無であるという事

実は確立されている。幸福度及びウェルビイングの測定は、ある特有の一風変わったものであると

いう位置づけから、あらゆる側面から考慮することが必要な政策及び研究という位置づけに移った

のである。 
進歩の測定に関するこの全体的なアプローチの転換の象徴的な例が、フランスのサルコジ大統領

による国家の業績の測定に関する委員会の設立である。この委員会は、3 人のノーベル賞受賞者に

加え、世界的に著名な社会科学者を結集し、疑いなく、これまで設立されたあらゆる委員会の中で

も最も権威あるものの一つである。「経済的業績及び社会進歩の測定」と題された報告書は、2009
年に、ジョセフ・スティグリッツ、ジャンポール・フィテュッシ及びアマルティヤ・センの共著と

して公表された(Stiglitz et al 2009, http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf 参照)。
この報告書はいかに環境問題が経済報告に統合されるべきであるかという点に大きく触れている。

ここではその内容の詳細には触れないが、この報告書は今までと同様に、人的資本の形成、ひいて

は経済成長において教育が果たす主要な役割を再確認しただけではない。この報告書は、教育がよ

り広い成果、特に健康及びウェルビイングにとっても重要な役割を果たすことを認めたのである。

われわれにとって、最も重要な引用は次の部分である。 
「これらの学習のより広い成果がどの程度のものかを測定することは、重要な研究上の優先課題

である。これには様々な領域における人々の特性に関するよりよい尺度や、同一個人を長期間にわ

たり追跡する調査が必要である。」 (Stiglitz, Sen and Fitoussi 2009, p47). 
換言すると、この政策経験も豊富な、極めて高名な学者のグループは、a) 教育の目的に関して、

より広い視野を持つことの必要性を認め、b) これらの目的への進歩の測定の方法についてより広い

アプローチをとるべきであると論じたのである。教育達成と社会的成果との関係について新しい考

え方が必要であるという立場にとって、これ以上に権威ある支持は考えにくい。さらに、人々を長

期間にわたり追跡する縦断調査の価値を支持する引用の最後の文についても強調しておきたい。縦

断調査やライフコース研究は重要であるにも関わらず、十分に認知されていないエビデンスの源で

ある。 
 

1.  測定の問題は、公表される情報への態度の変化により、さらに顕著な問題となっている。これ

には特に 2 つの側面がある。公式情報に対する世間の信頼の度合いは国によって大きな差がある。

欧州連合の加盟国における公式統計への態度についてのデータによれば、オランダ、ルクセンブ

ルグ、及びスカンジナビア諸国においては、信頼度合いは高く 60％またはそれ以上である。しか

し、他の国では、この割合は低下し、半分以下となる。フランスと英国では特に低く、5 人中 2
人未満の人しか統計を信頼していない。これは、これらの国の統計が客観的に他の国より信頼性

が低いということではなく、これらの信頼性に関する人々の見方が心配なほどに低いということ
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である。政府は、エビデンスがどのように収集され、発表されるかに注意を払う必要がある。 
2.  二つ目は、どちらかといえば教育のようなサービスに特有の問題であるが、政府の成果につい

てのデータやエビデンスへの関心が高まってきているということである。一部には、これは公共

支出に関するさらなる説明責任の必要性がより強調されるようになってきていることによる。参

加率や様々なレベルの卒業資格修得率のような従来の指標は、これらのインプットや活動の結果

として何が実際に起きているのかに関するエビデンスにより補完されなければならない。これに

は二つの視点がある。一つ目は、（アウトプットとしての）卒業資格は、労働市場において適用で

きるスキルやコンピテンシーと関係しているのかという視点である。二つ目は、教育は人々を雇

用に向けて準備することだけを意味するものではなく、健康な市民を育成することでもあるとい

う視点である。それゆえ、教育が健康な市民の育成という目標にどの程度寄与しているかについ

ての政府の関心は高まっている。この関心に OECD の「学習の社会的成果」に関するプロジェク

トは合致する。 

学習の社会的成果 

教育研究革新センターの「学習の社会的成果（SOL）」のプロジェクトは 2005 年に開始された。

プロジェクトの目的は次のとおりである。 
 学習の社会的成果について知られている知識を統合すること。 
 これらの複雑なつながりを理解するための一貫性のあるモデルを開発し、その政策への示唆を

考えること。 
 「学習の社会的成果」に関する実証的な知識基盤をさらに蓄積すること。 
 これらの関係について、政策立案者及び研究者の双方にとって価値のある測定方法を提案する

こと。 
 

このプロジェクトの背景は次のとおりである。 
「学習の社会的成果は、狭い経済的尺度をはるかに超える広い示唆を提供する。まず初めに、経

済活動は、社会的・政治的活動と相互に依存しあっており、学習の影響は前者に対する直接的な影

響よりもより広く複雑なものである。例えば健康、市民活動、または社会的寛容性に影響を与える

ような学習経験について、政策判断が教育の尺度に関する狭い見返りのみを考慮して行われる場合

には、見落とされる経済的な側面があるかもしれない。また、学習は、生産性の向上や商品やサー

ビスの消費の増加以外の点においてもわれわれの生活水準に影響を与える。社会的及び個人的なウ

ェルビイングはそれ自体が目指すべきものであり、これらへの教育の影響は重要な政策課題である。 
学習の社会的成果の規模は潜在的には大きいといえるが、どの程度大きいかについては全くわか

っていない。学習経験と成果を結び付ける経路は必ずしも十分に解明されておらず、学習、その成

果やライフコースの中での様々な変数の相互関係は極めて複雑である。さらに、すべての学習の社

会的成果が常に肯定的なものであるわけではない。ただし、消極的な成果が肯定的なものを上回る

ことは考えにくい。総じて、ある人が 1年多く教育を受けるとどれだけ収入が増えるかについては

多くのことが分かっているが、社会や各機関が教育に期待するその他の成果についてはあまり解明

されておらず、学習経験の意図されない成果についてはさらに知られていることが少ない。 
同時に、学習経験や多様な社会的成果との関係を記録する研究は増えてきている。しかし、学習
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の社会的成果を取り巻く理論的・概念的な枠組みは明確ではない。したがって、これらの関係及び

政策への含意をよりよく理解し、どのようにしたら政策立案者及び研究者双方にとって意味ある方

法でこれらの関係を測定できるかを考えるにあたって、一貫性のある理論やモデルを開発すること

が必要である。 
概して、「学習の社会的成果」のプロジェクトは、学習とウェルビイングとの関係について政策に

結びつく情報を産出することを意図している。このことは、学習とウェルビイングの関係の本質や、

教育を通じてウェルビイングを向上させ、ウェルビイングの分布の格差を解消するためにその関係

を政策手段としてどのように活用することができるかを深く探究することを意味する。プロジェク

トは、さらに次のことを試みる。 
 これらの多様な関係がどのようなものであり、それが実際には何を意味しているのかを議論す

るための十分な枠組みを構築すること。 
 教育及び他の政策領域とのより融和した政策の開発に寄与すること。 
 適切な政策判断を行うために、また、政府が教育制度においてどのような介入を採ることがで

きるか、あるいは採らなければならないかを判断するために、必要となる私的・公的な恩恵の

全容についての知識基盤を向上させること。 
 

「学習の社会的成果」プロジェクトの全体の目的は次のとおりである。 
 学習の社会的成果に関する政策議論の中で参照し得るような枠組みを構築すること。 
 教育やその他の学習経験の影響を評価することに関する方法論的な課題を広く伝えること。 
 既存のデータから政策指標を提案及び開発し、さらなる指標の開発の際に参考となる枠組みを

構築すること。 
 学習の社会的成果に関する理論的・概念的な環境を整備するため、実証的な研究及び分析を支

援し、促すこと。 
 学習が経済及び社会に与える影響をよりよく理解するための研究開発戦略を提案すること 

(OECD/CERI SOL Bulletin 1)。 
 

検証のために選ばれた二つの領域は次のものであった。 
- 健康（精神的及び肉体的） 
- 市民的関与及び社会関係資本 

 
犯罪や文化的活動といった他の分野も関連のある選択肢として検討の対象に挙がったが、健康及

び市民的関与が優先的に取り上げられた。健康に関しては、ほとんどすべての OECD 加盟国におけ

る医療費の対 GDP 比率の容赦ない上昇から、特に懸念が示されていた。この傾向は、特にほとん

どの国において人口の高齢化の結果として続くことが予測され、これは、医療費について多くの含

意がある。これ以外の保健医療の領域での支出増加の主要な要因は、医薬品を含む新たな医療技術

の絶え間ない開発に伴い、それを少しでも多くの人に提供するようにという継続的なプレッシャー

である。 
市民的関与を第 2 の優先領域として選択した背景は健康の場合とはかなり異なるものであった。

ここでは、主たる理由は経済的なものではなく、健全な民主制への懸念であった。例えば、多くの

国で選挙への投票率が低下してきたことは明白である。ロバート・パットナムの社会関係資本に関
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する極めて影響力の大きい研究からくる市民組織への加盟状況の衰退を取り巻くより複雑な議論も

あるが、これは論争の多い研究である。ほとんどの国が、教育の機能の少なくとも一つは積極的な

シチズンシップの増長であるとする見解を示しており、これらの国の多くはこの目標がどの程度達

成されているか、つまり、実際に教育がどの程度の市民参加の増加に結び付くのかについてより多

くを知ることが必要であるという見解を共有している。 
いずれの場合においても、因果関係を特定するにあたっては、非常に大きな方法論的課題がある。

教育レベルと良好な健康や市民参加との間には強い相関は見られるかもしれない。しかしながら、

どのように、そしてなぜ、より高い教育達成レベルがより良い健康状態につながるかについては全

く明白ではない。 
教育と健康のような社会的成果の関係を説明するのに、単純な線形モデルは十分ではないことに

ついては、比較的強い合意が形成されている。換言すると、より高いレベルの教育を受けた人々が

一般的にはより良好な健康状態を享受するということは言えるかもしれない。しかしながら、単純

に、人々がより多くの教育を受けているため、彼らは何が健康的なライフスタイルの要素であるか

についての情報を入手しやすく、したがって、より健康的な行動をとるということはできない。特

に高い所得等、教育達成レベルから引き起こされ、より良好な健康状態を促すような多くの潜在的

な干渉要素があるためである。 
こうした理由から、教育研究革新センターは概念的なイノベーションや研究についての関心を背

景とし、特に概念的・方法論的な課題の検証や、教育と社会的成果との関係についての比較可能な

エビデンスの蓄積を中心に、「学習の社会的成果」プロジェクトを企画したのである。このことは、

明らかな関連性について、より繊細で洗練された説明につながるであろう広範なモデルを検証する

ことを意味した。 
「学習の社会的成果」プロジェクトの第 1 局面には 13 か国が参加し、専門家や関連の研究に関す

る情報へのアクセスや情報そのものを提供した。オーストリア、ベルギー（フラマン）、カナダ、日

本、ルクセンブルグ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、韓国、スウェーデン、スイス、

連合王国（イギリス及びスコットランド）及びアメリカ合衆国である。Box 1 は「学習の社会的成

果」として出版された第 1局面の成果を要約したものである (OECD、2007)。 
 

Box 1  「学習の社会的成果」第 1 局面：結果の概要 

【枠組みの開発】 
 学習とは、学校だけで行なわれるものではない。「生活の各領域（ライフワイド）」（例えば、

仕事、家庭、社会生活といった多様な文脈でも行なわれている）と、「一生涯（ライフロング）」

（ゆりかごから墓場まで）にわたるものである。こうした異なった学習のタイプは、多様に相互

に影響し合っている。学習の成果に関する影響は、経済的・社会的局面であっても、個人的・集

団的いずれであっても、さらには金銭的であろうとなかろうと、すべて複雑である。 
 さらにその状況を複雑にしているのは、次のような課題を含めて、多くの課題が知識基盤で、

実質的なずれがあるためである。 
 生活の全領域と生涯を通じた学習がもたらす「累積的」で「相互的」な影響。 
 「インフォーマル」な学習の持つ潜在的な影響、成人期「以後の介入」がもたらす影響、

あるいはフォーマルな教育がもたらす異なったタイプの影響。 
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 「異なるカリキュラム」（一般、アカデミック、職業）がもたらす影響と、「異なる年齢・

異なる発達段階」の学習がもたらす影響。 
 
 こうした関連を意味づけるために、広い文脈に適用できるモデルと分析概念をつくるために枠

組みの開発が効果的である。さらに加えて、「多様なレベル」で課題の解決に取り組みことの重

要性を強調するために、その枠組みの 3 つの主要な要素をここで簡単に紹介しておく。 
 
１．ARC モデル：教育の絶対的、相対的そして累積的効果に関わる３つの要素からなるものであ

る。 
  絶対モデル（Absolute Model）は、教育が個人に直接効果を及ぼすことを強調する。このモ

デルは、教育を多く受ければそれだけより良くなるというものであり、教育の全体的な拡大は、

それが適用されている成果の全体的な向上を導くというものである。その総合的な成果は、「正

の和（ポジティブ・サム）」になる。換言すれば、少なくともある集団はその恩恵をこうむり、

他のグループがそれで悪くなるようなことはない。しかしながら、個人レベルでは、教育は本

質的に負の効果、例えば、個人の自信を傷つけるといったことも起こり得る。 
  相対モデル（Relative Model）とは、教育が社会のヒエラルキーの中での個人の地位を変え

ることで効果を与えるというものである。このモデルは、区分モデル、または地位モデルと言

われることもある。教育は、ある人々には良い成果をもたらすが、そのことで他の人々が前よ

り悪い状態になることもある。このモデルによると、教育の拡大は全体的な利益の増加にはな

らず、「零和（ゼロ・サム）」すなわち、勝者と同時に敗者もいるということである。 
  累積モデル（Cumulative Model）の重要な前提は、教育が個々人の仲間集団と関連するとい

うことである。個人は、その仲間、あるいはその周りの集団内の人たち（配偶者、パートナー

を含めて）の平均的な教育水準に左右される。教育に伴う成果の中には、教育達成の同じレベ

ルにある集団間においてのみ実現し得るものであり、しかも、その成果の普及度は教育レベル

が高いほど上がる。このモデルは、最も適用するのが困難だが、教育を公共財とする議論の根

拠としては、潜在的に有意義である。 

２．「状況における自己」というアプローチ：教育は、自己、特に個々人の潜在能力（capabilities）
やその能動的主体性（agency）、すなわち人生の中で選択し、その選択を実現していくという能

力を通して社会的な成果に影響を与えることができる。このアプローチでは、人々の日常の社

会的な相互作用、すなわち、家族、職場、地域、さらに広い社会的な状況に、教育がどのよう

に影響しているかという点についてより深い考察が可能になる。教育は、また、人間がこれか

ら居住する際の状況の選択、あるいはいくつかの状況を選択する機会にも影響を与える。 

３．枠組みの 3 つ目の要素は、学習経験の質という側面である。量と資格をもとにした教育の測

定に過度に依存することは、次のような点を無視することになる。つまり、教育の効果は、ど

の程度、学校教育の年数や時間数と同じだけ、受けた学習の特徴や質に依存するかという問題

である。こうした問題を克服するには、教育の文脈（教育のレベルとタイプ）、教育の内容（カ

リキュラムと教授法）、そして教育実践の「理念」を考慮する必要がある。ここでの議論の焦

点は、義務教育である。他のタイプやレベルの教育を考えるには、さらに別の取り組みによら
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なければならない。 

【学習の社会的成果についての検証】 
 この報告書では、今まで述べた概念を用いて学習の社会的成果を健康と市民・社会的関与（CSE）
の 2 つの側面で検証する。CSE に関しては、一連の ARC モデルを適用して行なった「ヨーロッ

パ社会調査」（European Social Survey）と「ヨーロッパ価値観調査」（European Values Survey）のオ

リジナルなデータ分析を概観する。健康においては、教育が健康にどのような影響を及ぼすかを

検証するための枠組みとして「状況における自己」モデルを使う。この枠組みは、健康と CSE の

みならず、犯罪、反社会行動、貧困といった他の領域にもより詳細な応用範囲が見込める。 

【健康】 
 学習が健康に及ぼす効用は、非常に大きな可能性を持っている。健康管理のサービスの提供に

関するコストは、人口学的な理由と技術的な理由、具体的には、OECD 諸国の人口の高齢化と、

新しい治療技術の開発のため、実質的に上昇の一途をたどっている。そこには明らかに「コスト

の抑制」という面がある。政府は、学齢期の子どもだけでなく、成人のための学習への投資に関

連する政策介入の結果として、潜在的な節約効果をより明確にする必要がある。 
 第 2 に、「個人的充足感や生活の質の向上」に関してより積極的な面を持っている。病気疾患

の予防、あるいはその効率的な治療を可能にすることだけではなく、教育は人々が積極的に健康

な生活をおくることを可能にするという面を持っているのかもしれない。この側面は、量的に測

定できないが、重要な側面である。 
 しかしながら、教育と健康との関連を示す根拠（エビデンス）は増しているが、その効果がい

かに大きく、またいかに安定したもので、またいかに利用可能かについては明らかになっていな

い。この報告書では、多くの異なる可能性について考察する。要約すると、教育を通じて、より

健康的なライフスタイルの選択をすることで健康的な人生を送ること、そして、疾病をより良く

管理し、将来の疾病を予防する力を与えることで、不健康を軽減することが可能になる。その効

果には 3 つの主要なものがある。 
 教育の健康に対する「間接的効果」、例えば収入が及ぼす効果。 
 個人のコンピテンシーと能力を変える、リスクに対する態度を変える。自己効力感や自尊

感情などを変えるといった教育の「直接的効果」。 
 教育を受けた親たちの子どもに対する健康に関する「世代間を超えた効果」。 

 
より多くの学校教育を受けることは、それだけより良い健康、健康維持や健康促進の行動と密

接に関連している。いくつかのケースで、その根拠（エビデンス）は強固なものであり、かつ因

果関係も示されている。 
 
【市民・社会的関与（CSE）】 
 教育は、一般的には市民・社会的関与（CSE）と密接に関連しているが、教育水準が上昇して

いる一方で、多くの国で、投票率の低下、また一般的に市民参加の現状について共通の問題を抱

えている。政策立案者は、教育システムを計画し、監督するということに直接関与しており、若

者の CSE を向上する手段として学校に目を向けることは理にかなっている。 
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 学習経験は多くの方法で CSE を育成できる。 
 人々の知識を形づけることによって―CSE を促進する知識と経験を提供する教育内容―。

 人々に CSE の知識を応用したり、提案したり、開発したりできるようなコンピテンシーを

育成することによって。 
 CSE を奨励するような価値、態度、信念、そして動機などを涵養することによって。 
 社会的地位の上昇によって。―これは、社会のヒエラルキーにおいて個人の相対的な地位

に付随するような CSE の形態に当てはまる―。 
 
 しかしながら、より多く教育をうけることがそのまま高いレベルの CSE に結び付くというよう

なものではない。その関連は、一連の ARC モデルを適用するときにみられるものよりも、実は

複雑である。例えば、政党に所属するといった競争的な政治的関与は、「相対的モデル」に最も

良く適合する。一方、デモ活動に参加するといったあまり競争的でない形態は、「絶対モデル」

に最も良く適合する。 
 もう 1 つの重要な知見がある。すなわち、単により多くの学校教育を受けたり、あるいは市民

性に関する教科を提供したりすることは、限定的で部分的な対応にすぎないということである。

将来的には、学習経験の質とフォーマルな学校という場の内外での学習へのアプローチを強調し

ていく必要がある。カリキュラム、学校の理念、そして教授法は、CSE を形成する主要な変数で

ある。ある形態の学習経験は、CSE を育成する上で他の形態よりも有効であるかもしれない。例

えば、責任、開かれた対話、尊敬、そして理論の適用を強調する学習環境、実践と集団志向とい

った取り組みは、「市民教育（civic education）」そのものよりも有効に機能し得る。 
 
【成果の価値づけ】 
 社会的成果に量的そして財政的な価値づけをするということは、一筋縄ではいかない。それは、

CSE よりも健康にとって適切である。しかし、評価はある場合には慎重、かつ注意深く行なわな

ければならない。わずかだが密接な分析も行なわれている。質調整生存年（QALYs）を使ってい

るオランダの研究では、教育を多く受けることで男性の 0.6％、女性の 0.3％が健康状態を改善し

たという。より特殊な例として英国のシミュレーション分析がある。これは、無資格の成人女性

のレベルを基礎的資格まで引き上げることにより、42 歳で統合失調症の危機を 26％から 22％に

減少させ、それは年間 2 億ポンドの節約に相当するというものである。 
 
出典：OECD（2007b）（教育テスト研究センター（監訳）（2008）pp.20-26 を訳者が改変） 
 
 SOL プロジェクトの第 1 局面は大きな関心と 2007 年から 2009 年にかけて実施された第 2 局面

へのサポートを呼び起こした。第 2 局面の結論は次のとおりであった (OECD, 2010) 1)。 
 
 政策立案者は総じて CSE 及び健康に関する成果を増長させるために、教育は重要なツールであ

ると考えている。ただし、そのような見方は必ずしも具体的な政策行動には結び付いていない。

政策立案者は、一般的に教育が健康に関する成果について重要な影響をもたらすことを認めて

いる。特に肥満への対処についてはその重要性が認められており、各国で実施されている政策

的な介入にもこのことが反映されていた。しかしながら、政策立案者は CSE に関しては、健康
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に関する場合ほどには重要な影響をもたらすとは考えていないようである。（この報告書に示さ

れているように）社会的成果の増進について教育が果たし得る役割の大きさを考えると、エビ

デンス基盤を強化し、教育の役割を一貫して、そして有用な形で伝えていくことが必要であろ

う。 
 教育は CSE 及び健康に関する成果を醸成し、また、これらの成果に関する格差を軽減するのに

重要な役割を果たす。どのタイプ・類型の学習が最善であるかについてはまだ完全には解明さ

れていないが、教育には、経済的な指標に関連するものを超える重要な外部性があるという結

論を導くことができる。研究によると、CSE 及び研究に関しては人々の間で大きな格差があり、

典型的にはより教育を受けた者が教育をあまり受けていない者と比べてよい成果をあげてい

る。教育は一般的に肥満や精神的困難の比率を下げ、CSE を醸成する。現在あるエビデンスは、

どのようなタイプ・形態の教育が重要であるかについてあまり情報をもたらさないものの、労

働市場での成果をはるかに超える教育の外部性が存在することは明白である。 
 教育は、絶対的、相対的、そして累積的な効果の多様な組み合わせを通じて実施され、その組

み合わせは CSE や健康に関する成果の下位の領域により異なる。例えば、政治的参加と精神衛

生を増長させるためには、総体的な教育レベルを上げることよりも、教育的な格差を軽減する

ことの方が重要になる。個人間の信頼や寛容性を増すためには、総体的な教育レベルを上げる

方が教育的な格差を軽減することよりも重要になる。したがって、様々な社会的グループ間の

教育的な差が広がる可能性があるにも関わらず、総体的な教育レベルを上げることを目的とす

る政策は、一部の社会的成果の向上には役立つかもしれないが、他のものが犠牲になることも

ある。絶対的な効果は、肥満や CSE の全ての下位の領域で重要である。累積的効果は主として

全ての CSE の下位の領域に適用され、総体的効果は政治的参加、肥満及び精神衛生に当てはま

る。 
 総合すると、知識基盤をさらに拡大する強い必要性が示唆され、OECD は現在これを PIAAC
や INES を通じて実施しようとしている。教育は CSE 及び健康に関する成果の向上にとって重

要な要素であり、この報告書で示されているように、特に政治的関心及び肥満に関してはそう

である。これらの効果には直接的なもの（例えば、教育は個人のコンピテンシーまたは精神的・

社会的な特徴を向上させることで成果に影響を及ぼす）もあれば、間接的なもの（例えば教育

は個人の労働市場での業績あるいは社会的なレベルを向上させることで成果に影響を及ぼす）

もある。しかしながら、まだ一部の因果的経路の効果について解明され始めたばかりであり、

多様な因果的経路の相対的な影響力についてはまだ十分に解明されていない。この知識の現状

は、政策手段及び行動の開発を明らかに制約している。それゆえ、多様な国及び多様な文脈に

おけるデータ及び情報（量的なものも質的なものも）やエビデンスの収集を拡張し、充実させ

ることが不可欠である。PIAAC や社会的・経済的指標に関する INES ネットワークを含む OECD
による継続的な取り組みはこのプロセスを円滑することが期待されている。 

 
 OECD 事務局は、第 2 局面の報告書を次のように結論付けた。 
「この報告書を政策立案者、研究者双方にとって重要な次の質問で結びたい。ますます多様化す

るリスクに特徴づけられる社会にわれわれはどのように対処すべきか。この報告書はグローバルな

金融危機を背景に書かれている。日々新たな展開、新たな反応が生じている。これは、経済的なパ

フォーマンスのように資産価値、雇用や投資という目に見える変化をもたらすのみでなく、個人的
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な状況に現実に、あるいは精神的に対処する能力など、まだ十分に解明されていない分野への変化

ももたらす。このことは、一時的に特に気候や環境の変化に関する問題といった現代の他の重要な

課題に影を投じてきた。われわれは、渦巻いているこれらの不確実性が、市民、労働者、消費者、

家族あるいは地域コミュニティーの一員としての人々の行動にどのような影響を与えるかについて

推測することしかできない。金融リテラシーや環境リテラシーは重要であるが、これらのコンピテ

ンシーを狭く捉えるのではもはや十分ではない。個人としても職業人としても、そしてより広いコ

ミュニティーの一員としても、生活におけるリスクに対処する能力は成功、そして場合によっては

生存さえも決定づける重要な要素となる。教育はこれにどのように貢献しているのか、あるいはす

ることができるのか。そして、これは社会のウェルビイングにどのように影響するのか。」(‘Social 
Outcomes of Learning Phase 2: Synopsis of the Synthesis Report”, CERI document EDU_CERI_CD_2008 
(17))。 

CERI の学習の社会的成果に関する研究は、政策関連の研究にとって重要な新たな道筋を提供し

た。そして、OECD の著名な教育指標に新しい指標の追加することにつながった。前述のとおり、

進歩の測定の新しい分野に貢献しようという OECD の意思を示したものである。以下は過去 4 年間

の研究から導く筆者の個人的な結論である。 
 

1. 「成果（アウトカム）」の魔神はランプから出ている。言い換えると、教育が成果にどの程度寄与

しているかという、卒業資格のような従来の尺度では十分に捉えられない観点を議論する必要性

をもはや無視することはできない。 
2.  この研究は明示的に「社会的成果」に焦点をあてたが、社会的成果と経済的成果の間に明白な

線引きをすることは適切ではない。より良好な健康状態のような成果は、個人の所得や富とも、

問題とされている社会全体の繁栄とも密接に関連している。 
3.  しかしながら、教育の分布効果が算定及び議論に含まれることは重要である。教育は例えば健

康に関して一部の人々に便益を与えるかもしれないが、それが結果として社会的格差を増加させ

るようであれば、それは他者の犠牲によるものであり、相対的な効果は中立的か消極的であるこ

ともありうる。 
4.  最後に、産出されるエビデンスについての議論を広げ、その種類を広げるとともに、エビデン

スを産出するための時間枠を広げることが必要である。教育の多くの効果は、個人的なものであ

れ、社会的なものであれ、何年も後になって初めて明らかになる。そのため、同じ人やグループ

を長期にわたり追跡する縦断調査を、今日よりも大幅に増やすことが必要である。 

教育Ｒ＆Ｄ 

何年もの間、教育研究の質、規模やその適用は多くの OECD 加盟国において何らかの懸念材料と

なっている。各国の観測者は、複数の特徴について言及してきており、これらの多くは教育 R&D
に関する OECD のレビューの数々により支持されている。レビューはニュージーランド、英国、メ

キシコ、デンマーク及びスイスの 5 か国において実施された。最後のレビューが実施されたのち、

まとめの会議が（スイスで）開催され、いくつかの一般的な結論が導かれた。 
この一連のレビューによる分析から導かれた全般的な特徴とはどのようなものであっただろうか。 
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1. まず始めに、教育研究は相対的に地位が低く、他の多くの分野に比べ、相対的に質が低いと考

えられている。この評価は伝統的に研究の主たる産出者であった機関―多くの場合は大学である

が―の間で一般的であるが、研究の活用者の間でも同様の見方がなされている。 
2. 第 2 に、教育研究への投資レベルは、例えば健康の分野と比較して、相対的に低い。健康は、

公共部門で多くのサービスが提供されており、また高いレベルの人間の労働を伴うという点にお

いて、おそらく最適な比較対象である。大まかに述べると、健康問題に関する研究への投資は、

医薬品の研究を別にしたとしても、教育研究への投資レベルと比べて何倍も多いのである。 
3. この結果、重大な能力の問題が生じる。低いレベルの既存の専門性、低いレベルの投資、及び

低い地位の組み合わせは、切り崩すのが困難な循環を引き起こす。優秀な新しい世代の研究者を

惹きつけることが困難となり、仮に惹きつけたとしても、前の世代が彼らを育成する許容量は相

対的に少ない。 
4.  第 4 に、数が限られている既存の研究についても、政策あるいは実践への適用がほとんどされ

ていない。換言すると、研究者の知見に対して、外の世界からほとんど関心が払われていない。

結果として、教育実践者や政策立案者が利用可能な知識の累積的な増長という意識がほとんどな

い。 
 

2002 年から 2007 年にかけて実施されたレビューは、現在の教育研究の状況についてあまり明る

くない現状を描きだした。そこから導かれた提言には以下のものが含まれた。 
 

1.  ほとんどの場合、全体的な研究ポートフォリオをよりバランスのとれたものにする必要がある。

現在の研究のあまりにも多くのものが小規模で、他のステークホルダーが重要だと考えるような

課題を考慮していない。鍵となる研究上の優先課題を特定することを真剣に考慮することが必要

である。これは、伝統的な学問の自律性という価値観を傷つけることなく実施することができる。 
2.  関連して、何らかの系統的な方法により、時間とともに成長する知識基盤を構築することによ

り注意を払うことが必要である。これは特に研究コミュニティーにとって課題であり、時間とと

もに蓄積するような研究を特定する方法を見つけ、教育実践への理解を深めるより確固たる基盤

を提供するためにはどうするべきかを考える必要がある。 
3.  研究知見の普及のためにより多くの努力をすることが必要である。なお、この提言は研究者か

ら他者への一方的なコミュニケーションを意味する普及のみを意味することのないよう、修正さ

れ、拡大されている。代わりに、コミュニケーションの過程は、より相互作用的で、研究知見及

びそれに対する反応との間でのより継続的な交流を伴うものとして今は考えられている。このこ

とはまた、研究者が活用者と協力して研究活動を企画することを促されており、最終的な知見が

普及されるのを待つよりも、むしろ途中経過の知見から共有しようというより多様な研究デザイ

ンへのアプローチを反映したものでもある。 
4.  能力開発に十分に注意を払うことが必要である。これは、まず現在の能力の最も重大なギャッ

プを特定することを意味する。非常に一般的なレベルでは、量的スキルはほとんどの国における

明白なギャップである。しかしながら、これが唯一のギャップではないのはもちろん、どのよう

な量的スキルが不足しており、これをどのように修正するかについて、より詳細な議論が必要で

ある。一つのスキルを他と完全に切りき離して考えることは間違いであり、スキルの組み合わせ

とこれらを効果的に活用できるように、個人の能力を構造やシステムの中によりよく配置するこ
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とが必要である。さらに、能力は供給側だけの問題ではなく、研究を活用する政策立案者や実践

者の能力も含む問題である。 
 

この最後のコメントが示唆するように、個別の研究プログラムやその適用可能性等の質の問題よ

りは、むしろ教育システムやそのシステム内の研究の位置づけの重要性が増してきている。複数の

レビューからの結論をまとめる過程で、CERI は、多様なステークホルダーとその関係性について

単純な描写を行った。これが図１に示されたものである。ここで重要なのは、異なるステークホル

ダーの間で情報がどのように流れているかということである。 
レビューの完了後、いくつかの国で非常に大きな動きがあったと言っても過言ではない。教育研

究への投資が増加し、研究者と他のステークホルダーとの間の新たなコミュニケーションの経路が

創設された。特に、カナダ、ニュージーランド及び英国（これらの国を列挙しながら、筆者の範囲

がある程度英語圏に偏っていることは認識するが）では、研究と実践の間を橋渡しする革新的な取

り組みがなされてきた。能力開発は拡張し、教育研究者への訓練が充実し、教育研究の産出にあた

っての質とは何かについてより多くの考察がなされるようになった。しかしながら、ほとんどの国

においてはこれらの課題は依然として解決はされていない。 
改良に向けた継続的なプレッシャーの主な原動力は、研究分野における投資、特に公的な投資に

対して最大限の見返りを求めるという説明責任の増大と、他のサービスとの競争あるいは少なくと

も比較である。教育研究者は、（それが必ずしも短期的なものでなかったとしても）自らの研究が純

粋に適用可能であることを示さなければならないというプレッシャーのもとにある。教育研究者は

また、仮にそれが公平でないにせよ、彼らの研究成果が、進歩がより明白である他の分野の成果と

比較されることがあるということも認識している。繰り返しになるが、これは必ずしも公平な印象

ではないかもしれないが、事実、存在するものである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 知識の活用者・産出者のネットワーク

政策立案者 研究者

実践者

教育委員会・保護者 メディア リーダー

質問：
これらの各結びつきの強み・弱みはそれぞれ何か。
より強い協力を促す最善の方法は何か。

出典：OECD（２００７a）
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教育 R&D への体系的なアプローチ：ハンガリーの事例 

前述のとおり、もし目標が教育政策の立案にあたって活用されるエビデンスのレベルを上げるこ

とにあるのだと仮定し、また、教育研究がそのエビデンスを供給する主要な役割を果たすという前

提に立つなら、個別の研究プログラムを超えて、システム全体について考えなければならない。CERI
が体系的なイノベーションについてのプロジェクトを開始したのはこのような理由によるものであ

る。最初の焦点は、加盟国の優先課題に対応し、職業教育・訓練であったが、その内容はここでは

取り上げることはしない。しかしながら、体系的なイノベーションのプロジェクトの第 1 局面を進

めるにあたり、より広範な適用が可能な手法が開発された。 
ハンガリー当局は、この手法を取り上げ、OECD とは関係なく、筆者個人にこの体系的な手法を

用いてハンガリーの教育研究、開発及びイノベーションについてレビューすることを依頼した。こ

の作業の焦点はしたがって、個別のプログラムやプロジェクトについてではなく、システム内の異

なる構成要素がどのように関係し、相互につながっているかということにあった。これは、以下の

鍵となる質問をとりまく形で、知識の創造及び流通という観点から概念化された。 
 

a) 多様なステークホルダーはどの程度良質の知識及び情報を産出しているか。 
b) その知識及び情報をどの程度効果的に他の人と共有しているか。 
c) その知識基盤及びその活用を改善するためにどの程度努力しているか。 

 
これらの質問に基づいた項目に従って、個人及びグループのインタビューが実施された。主な結

論は、ハンガリー当局及びステークホルダーは、より強固な知識基盤を確立し、研究の質や、研究

がイノベーションの育成に与える影響を向上させるためには、以下の課題に集中することが必要で

あるということであった。 
 

• 業績に対するより明白な動機付けを与えることで、教育研究者の向上心を増長させること。しば

しば、研究者は、自らの研究の質や、それが政策や実践に与え得る影響について、総体的に低い

向上心しか有していない。両方についての研究者の見方を引き上げることを促すことが必要であ

る。 
• 博士課程の学生を訓練するという明白な焦点をもった原動力。博士課程は次世代の研究者の主た

る源（教育の博士課程が唯一の源ではないが）である。これらのプログラムがどのような成果を

あげているかに注意を払う必要がある。ここで特にバランスの問題を確認する必要がある。これ

らのプログラムでは、正しい組み合わせのスキルを修得できているだろうか。そして、集中の問

題もある。ほとんどの国では、博士課程での訓練の質を向上させようと思えば、限られた数の機

関へのある程度の集中が必要となろう。 
• 教員の養成段階及び現職研修を改革し、職業そのものが研究を吸収する能力を向上させること。

フィンランドの例は説得力がある。PISA におけるフィンランドの継続的な成功の一部は、教員研

修の質によるものである。その中でも不可欠な要素は、いかにフィンランドの教員が研究エビデ

ンスを日々の実践において活用できるように訓練されているかということである。これは「吸収

性のある」能力の重要な事例である。 
• 高等教育の管理の構造を改革し、部門内でのより戦略的なナレッジ・マネジメントの手法を促進
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する。もし当該部門においてより多くの良質のエビデンスをその研究活動から産出しようとする

なら、機関レベル及びシステムレベルでのリーダーシップが要求される。研究に基づいたエビデ

ンスが重要であるというメッセージは明白に伝達されなければならない。また、関連性のあるエ

ビデンスを産出した研究を行なったものは報酬を得るという動機づけがなされなければならない。 
• 実験及び評価のさらなる重視。実験は、定義上は失敗の可能性を示唆することから、その実施に

は政治的な勇気が必要である。消極的な結果を伴う実験は、多くの情報や重要な教訓を与えてく

れるものであるが、世論は「失敗」と批判し、これを好む政治家はほとんどいない。とはいえ、

おそらくはそのことが原因で、体系的な実験は不当におろそかにされてきた政策手段である。事

件は、ランダム化比較試験の形式をとる必要はない。しかし、プログラムや政策を、明らかな成

果を提供する形で体系的に試すことを目的とすることが必要である。 
 

これらの提言の一部は特にハンガリーの状況にあてはまるものである。しかし、この提言のリス

トは、研究に基づいたイノベーションのレベルを向上させたいと考える他の多くの国々においても、

恐らくは価値あるものであろう。 

教育研究を超えて：脳科学と学習 

CERI の事業の中でも特に革新的なプロジェクトは、人間の脳の活動を観察する技術の心躍るよ

うな変化に刺激され、開始された。非侵襲性の画像技術は、研究者が直接的に、脳が広範な刺激に

どのように反応し、その反応が脳のどの部分に生じているかを特定することができるということを

意味する。CERI のプロジェクトは、脳科学者、教育研究者及び教育の政策立案者を集め、これら

の新しい技術により可能となった科学的な進歩が教育に与える示唆について議論を行った。 
ここではその結果を詳細には記述しないが、一般的なレベルでは、非常に重要な教訓がいくつか

得られた。それには次のものが含まれる。 
 
a)  それぞれのタイプの学習によって感受期（sensitive period）は存在するが、生涯を通じて同じよ

うに学習することが可能なスキルもある。例えば、言語の学習は幼い子供の方が容易に学習でき

ることは明らかだが、それ以降学ぶことも不可能ではない。他の例については、スキルそのもの

の本来の内容と言うより、むしろどのようにそのスキルが教えられ、学習されるかがより影響す

る。感受期の最も強い形態が、あるスキルを発達段階のある特定の時点で学習しなければ、その

個人にとってそのスキルを習得することが不可能になるという臨界期である。しかしながら、臨

界期が存在することはまれであり、有用な研究は、どのスキルがそれぞれの時点で学習すること

がより困難あるいはより容易であるかということについてのものである。 
b)  脳機能の成熟は 30 代まで続く。これは、「ライフコース」の概念にとって非常に重要な発見で

あり、特に成人期における成熟のプロセスにどのように対処するかということにとって重要であ

る。脳科学によると、行動を司る脳の部分は、人々が 20 代に達してもまだ完全には成熟していな

いかもしれないことを示唆する。このことは、青年が成人期に移行する過程で内在するするニー

ズによりよく合致したものとなるために、今日の青年の学習をどのように組織したらよいかとい

う根本的な問題を提示する。 
c)  脳の可塑性は、脳が生涯にわたり活用できる道具であることを意味するのみでなく、学習障害
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への治療を可能にする。筆者の見解によると、脳の継続的な可塑性は、このプロジェクト全体か

ら表出した最も重要な結果である。もちろん、これは成人教育に携わる者には広く知られてきた

ことであるが、単に継続して学習し続ける成人を日常生活の中で観察した結果ではなく、科学者

からの権威ある確認がとれたという意味で意義深い。しかしながら、これが政策の領域に真に受

け入れられ、適用されているかどうかは別問題である。 
 

このプロジェクトの成果は、脳科学からの知見によるものばかりではない。科学者と教育者の間

の交流を通じて、議論を要する非常に重要な課題もいくつか提示された。 
• （脳科学に限らず）ハード・サイエンスが教育政策及び/または実践にとって価値があり、適用可

能であることは明らかである。一方で、学習の全てがニューロンへの刺激あるいは類似の要素に

よって理解できると考える過度の単純化につながるリスクも非常に高い。もちろん、学習はより

総体的な方法で理解されることが必要である。問題は、これらの異なる理解をどのように統合す

るかであり、その前提条件は、人々に異なる語彙を理解させることである。 
• ノーベル賞受賞者であり、DNA の 2 重らせん構造を発見したジェームス・D.ワトソンは次の質問

を提示した。「子どもたちの個々のニーズに最も適した学習を考えるために、遺伝子情報の助けを

必要とするだろうか。」科学の進歩は新たな知識の教育プロセスへの適用について、倫理上の課題

を投げかけ続けるであろう。ワトソンは遺伝子研究に関しての問題を指摘しているが、他の科学

分野においても同様の問題が存在する。 
• この種の研究は学際性の可能性を示すものである。これを達成するのは困難であり、異なる分野

からの人々を同じ部屋、建物あるいは部署に置くだけでは起こり得ない。単に無視したり、回避

したりすることのできない、純粋に文化的あるいは認識論的な境界が存在するのである。しかし、

この難しさに関わらず、共通の課題について、異なる分野からのエビデンスに依拠することによ

る大きな強みも存在する。卓越した日本の研究者小泉英明氏は真っ先に環学性・超分野性

（transdisciplinarity）の議論を発表した。これは学際性をよりダイナミックな文脈におくことがで

きる点で優れている。これにより、異なる分野からの研究者がある課題を同時に検証するのでは

なく、時間とともに連続的に、渦巻き状に知識が蓄積されていく。 
• 最後に、よりよい公衆の理解が必要である。脳科学への関心に伴い、歓迎できない波及効果とし

て、販売利益のために、科学的な根拠を主張するような偽りの科学的な教材やプログラムが数多

く売り出されたことがある。特に、非常に幼い子どもの脳が他のどの年齢層よりも研究が進んで

いることから、これらの子ども向けのプログラムの増加が目立つ。これらを正当化するために、

仮定の脳科学的なエビデンスが用いられている。このような偽の科学的神話を払しょくするため

の試みも一部なされている。しかし、より一般的に公衆は科学が何を提供することができ、何を

提供することができないのかについて、より適切な判断ができるような手段を必要としている。 

終わりに：日本の今後のアジェンダの提言 

まず始めに、冒頭で述べたことを繰り返す。教育におけるエビデンス基盤を改善するには、エビ

デンスを文化的・組織的な課題も含め、社会的なプロセスの一部として捉えることが必要である。

単に、どのようなエビデンスが客観的に「最も強力であるか」を評価するという技術的な問題では

ない。それぞれの文脈で、それぞれ異なる種類のエビデンスが適切であろう。これは、怠惰な「な
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んでもかまわない」というアプローチでも、難しい優先順位づけを回避することでもない。反対に、

現在の理解のどこに最も差し迫ったギャップがあるのか（どの国であっても）、またそのギャップを

どのように埋めることができるかを決定するという大きな課題をつきつけるものである。換言する

と、まずは非常に重要な実質的な課題をみつけ、財政的・人的資源の制約や結論を出す必要のある

タイムスケールなどを踏まえた時にその課題にどのように対処するのが最善であるかを議論すべき

である。 
その前提で、ここに本稿の結論を列挙するとともに、日本として考え得るアジェンダを提案する。 
 

1.  どんなエビデンス基盤であっても、インプット、プロセス、そして成果（アウトカム）につい

てのエビデンスを含むことが必要である。ここでの課題はこれらの要素の適切なバランスをどの

ように達成するかを決定することである。本稿では、教育投資の結果として、実際に何が起こっ

ているかということについての関心が高まっていること、そして、筆者の見解によればこれは正

しい方向であることを議論した。これはもちろん、因果的経路の特定を試みることが必要である

ことから、エビデンスを蓄積するのが最も難しい分野である。 
  日本がインプット、プロセス、そして成果（アウトカム）のそれぞれのエビデンスについて、

よりよいバランスを獲得するためには何が必要であろうか。 
 
2.  原則として、教育的インプット＞成果（アウトカム）という単純な線形モデルはごく限られた

場合にしか有効ではない。多くの人は、多数の中間的要素があり、また複雑な相互作用が存在す

ることを認識している。しかしながら、明快な回答へのプレッシャーがこの認識を上回ることも

ある。一方で、研究者が「複雑性」の陰に隠れて政策に関連したエビデンスを産出しないことを

正当化することはできないし、他方で、すべての関係者は性急に単純な結論を導こうとすること

を避けるべきである。 
  日本が教育プロセスの複雑性を捉えるためには多様なモデルが必要であることへの理解を、研

究者と、特にそれ以外の関係者の間で深めるためには何をすべきであろうか。 
 
3.  エビデンスのより広いアプローチは、一般的にも教育に関しても政策アジェンダ上にある。こ

のアプローチは、学際的な研究やより多様な方法論を必要とするだけでなく、政策部門間でのコ

ミュニケーションの改善を必要とする。これは教育と健康の問題の間にある相互の関連性を見る

と明白である。 
  日本でこのような学際的・部門横断的な研究を行うことへの障壁は何か。また、どのようにし

てそれを克服することができるだろうか。 
 

4.  教育分野で知識基盤をより強固なものとし、イノベーションの成功を導くためには、より多く

の実験が必要であるという主張には十分な理由がある。実験には多様な形態がある。ランダム化

試験も一つの強力な形態であるが、政策的なイノベーションにとって必ずしも適切なものである

とは限らない。進歩を評価するのにどのような実験が適切であるかを検討するだけでも、正確な

エビデンスを増やす健全な方法である。 
  日本でエビデンス基盤を強化するために、どのような実験であれば行うことができるだろうか。

またそのような実験を行うための研究者の能力開発をどのように行うことができるだろうか。 
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5.  もし、エビデンスの産出と効果的な活用のためには実践者や一般市民を含む広範な関係者を巻

き込んだシステムが必要であるということが受容されるなら、これらの関係者間でのコミュニケ

ーションが確保されるような新たな仕組みが必要となる。それは「コミュニケーション」、つまり

双方向である必要があり、一方的な普及では足りない。このような仕組みについての経験は様々

な国で蓄積されつつある。 
  日本ではエビデンスや研究知見に関するシステム内のコミュニケーションをどのように開発

し、他国での仲介メカニズムの開発に関する経験はどの程度活用できるだろうか。 
 

訳者注： 

1) 本稿執筆後、SOL プロジェクトの第 2 局面の報告書が刊行され、より詳細な内容が記載されている。OECD (2010)

“Improving Health and Social Cohesion through Education”，OECD. 
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エビデンスに基づく実践（EBP)からエビデンス情報に基づく実践（EIP）へ 

－ ソーシャルワーク（社会福祉実践）と教育実践に通底する視点から － 

From Evidence-Based Practice (EBP) to Evidence Informed Practice (EIP) :
seen through the commonalities of social work and educational practice. 

秋山 薊二＊ 

AKIYAMA Keiji 

 

Abstract 
This paper aims to delineate and discuss the rationale and components of Evidence Based Practice 

(EBP) focused on social work practice in relation to education practice and decision making in 

order to disseminate a well-conceived and well-built scientific manner in education studies in Ja-

pan.  

First of all, ‘critical thinking’ which seems to be a foundation of EBP philosophy is exposed and 

described. It tells us that our conventional way of thinking has an absence of objectivity, certainty 

and accuracy .Comparatively and reflectively looking at general traits in our uncritical thinking, it 

is discussed what is scientific reasoning and how to make the invisible visible with accordance with 

critical thinking, which is main theme of studies and decision making. 

With this discussion, the outline of EBP substance and where evidence comes from, together with 

randomised controlled trials and systematic review are described,  

Based upon EBP concept, social work that deal with human beings as well as education, their 

similarity and commonality are explained and the issue and problem of measuring and evaluating 

outcomes within the population served through diverse practices and decision makings in the both 

field are pointed out. Further, both social work and education confront to globalizations. It is 

discussed that implicit problems within international-standardization in both social work and ed-

ucation excepting international cooperation.   

In post-modern, a dominant thought of today, this paper try to exhibit that there seems to be a 

swing of research and study methods between modern and post-modern thought. It is explained 

why EBP is going to move to EIP (Evidence-Informed Practice) where they make a point of hu-

manity and ethical obligations to the population served which is almost like EBS ( Evidence-Based 

Social Work) is carefully working for. In this process, it is explained that  social work pays much 

attention to human nature, backdrops of each problem and its environments not only focused on its 

effectiveness, positive outcomes nor evidence-centred practice. Likewise education practice is 

necessitated to acquire evidence information in order to provide useful and beneficial education to 

their population and strengthen education methods and produce better outcomes of education 

activities which will enhance the educator’s and decision maker’s understanding of potential im-

provement of education outcomes. This is the commonality of education and social work where 

they deal with human beings as an integrated whole of various factors and elements. 

                                            
＊ 関東学院大学教授、国立教育政策研究所客員研究員 
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As a conclusion, despite the fact that there exist some preconception and prejudice against EBP, 

such as it is inhumane for measuring human nature with numbers or it is measuring tool for 

cost-effectiveness analysis, which are departed from the truth. If there are such prejudices far from 

real component, EBP and EIP will never be accepted in this country. As it is explained, better 

outcomes of evidence certainly contribute to better decision making, practice and policy imple-

mentation. That’s why huge number of people’s collaborations in the world is working for pro-

ducing and searching beneficial, effective and useful evidence for our life and activities. If we could 

not accept this world wide movement for searching evidence, our study and social science will be 

idiosyncratic and in a maze. 

 

１．はじめに 

 英米を中心としたソーシャルワークの学術界でエビデンス・ベースド（EB）に関する研究論文に

筆者が気づいたのは、2000 年を過ぎた頃である。この EB は医学の領域で EBM（Evidence-Based 

Medicine）「科学的証拠に基づいた医療」として発展した。1992 年に Guyatt の論文で使われて以来、

その発想と方法の進展が始まり、Sacett（1996）らが“Evidence-based Medicine: What it is and what it 

isn't” を刊行したことにより、加速的に普及し、医学以外の実践を主とする科学分野にも多大な影

響を与え、それぞれの分野での導入が始まった。EBM を含め EBP（エビデンスに基づく実践）を一

言で言い表せば、「入手可能な最良の研究・調査結果（エビデンス）を基にして、医師や実践者の専

門性とクライエントの価値観を統合させることによって、臨床現場における実践方法に関する意思

決定の最善化を図るための活動」（浅井篤 2005）と言える。EBP が加速した背景には統計学の進展

とインターネットの普及があるが、なによりも、その着想が極めて科学的であることから、医学以

外の分野（薬学、看護学、ソーシャルワーク、犯罪学、教育学など）にも普及している。今や実践

を主とする学問分野や意思決定を必要とする研究分野においては、その評価を正しく確認する一つ

の研究手法として看過できない状況になっている。本稿では対人援助と社会的支援を主要な研究目

的とするソーシャルワークにおける EBP の視点から教育学との関連性を考察し、日本の教育研究に

エビデンス情報が活用されるとことを期待する。 

２．EBP の論理を築くクリティカル・シンキング（批判的思考） 

 学問の本質の多くは客観性、すなわち科学的であることを求め究めるところにある。臨床、実践、

政策策定を行う学問には、ひときわ強く求められる。科学的にものを見ているかを問い掛け、身に

着いた思考方法を見直すことがクリティカル・シンキングである。EBP の基底に流れる思考方法で

あるため、事実追求、科学性、客観性を正確に担保しようとするクリティカル・シンキングの思考

方法が定立しないと EBP の受容は困難である。EBP の着想はクリティカル・シンキングに本源があ

るからである。そのポイントは次のように整理される。 

１）日常的な常識思考ではない。即ち、慣行や前例による考え方を是としない。 

２）目標指向型思考である。 

３）憶測や推量による判断は下さない。 
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４）証拠（事実）に基づいて判断を下す思考である。 

５）科学の原理、科学的方法を基本とする思考である。 

クリティカル・シンキングの概念や定義は一般的なものから科学的なものまで幾つかあるが、EBP

が基礎とするのは、次の定義を踏まえての発想であると言える。 

「調査であり、その目的は状況や現象、疑問、問題などを探求し利用できる情報をすべて統合する

ことによって、説得力のある正当化可能な仮説や結論を導き出すことである」（Kurfiss,1988)。１） 

ソーシャルワークの著名な研究者であり EBP の促進者であるギャンブリル（Gamrill,2006）はク

リティカル・シンキングの立場から、我々が当然としている思考方法や見解には瑕瑾があるとし、

具体的な問題点八つを列挙し、我々の持つ思考上の欠性を指摘している。 

１）この主張は正確か？ 

 ①批判的なテスト（検証）は実施されたか？ 

 ②もしそうなら、偏り（バイアス、偏見）はないか？ 

 ③結果は再現されたか？ 

 ④どんな例証（データ）によって主張は成立しているか？ 

我々の意見や主張は何を根拠にし、それらは客観的で合理的で精確を極めたものであるかの確

認を問うている。根拠不明、思いつき、偏った立場からの主張は的外れものが大生にして多い。 

２）我々の実践は奏効しているか？もしそうなら、誰がどういう方法で？どうやってそれを確認し

ているか？ 

上述２）目標指向型思考に関連し、実践（臨床、政策等）がその目的に叶い、想定した結果を

生でいるか、結果への評価を有耶無耶にする一般的傾向に批判的に切り込んでいる。 

３）誰がそれを真実だと言っているか？ 

①出所は何処か？ 

②根拠は信頼できるか？ 

統計数値や出所が明記されていると，我々はそれらを疑うことなく暗黙に了解し、思考を開始

するが、時として発想の根拠としている数値や出所そのものが信頼できないものがあり、思考や

行動そのものが正鵠を得ていないことがある。出所・根拠を検証せずに実践を行うと誤りの道を

歩むことになる。また、ギャンブリルは従来の実践方法を「権威に基づく実践」と呼び、EBP の

対局に据えている。 

権威に基づくとは、主張や意思決定にあたり①高名な研究者の主張や理論を根拠とする、②テ

キストやマニュアルを根拠にする、③指導者や先輩の主張（指導）を受け、それを根拠とする、

④自分の属する機関の方針に従い、それを根拠とする、⑤研究会や会議での議論の多数意見（時

に、強く主張する人の意見）を根拠とする､⑥大多数の他者のやり方に順応し､これを根拠とする、

⑦自分の経験を根拠とする、⑧自分の信念を根拠とする、などのことを指す。これらに科学的な

客観性や信頼性の根拠を認めることは出来ない。 

４）当事者は知らされた参加者となっているか？ 

EBM においては患者にインフォームド・コンセント或いはチョイス（知らされた上での治療の

同意や選択）が重視されている。援助・支援の方法を当事者に伝え、用いる実践方法による予期

出来る結果の可能性について了承を得て、ワーカーと当事者が目標を共有し､協働して目標達成の

作業を遂行しなければならない。当事者への情報を閉ざすことは、権威主義であり、人間尊重や

主体性尊重が軽視されたることになり、非民主的な実践活動となろう。 
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５）焦点となるポイントは含まれているか？ 

 すべからず実践（臨床、政策等）は目標指向性を持つが、往々にして問題解決を取り巻く二義

的な諸問題に目を奪われ、本来の問題解決や状況改善の目的とは直接関係の薄いテーマや方向に

エネルギーを注ぐことがある。また問題が多様な要素によって構成されている場合、講じた対策

が的となる課題解決に繋がる要素であるかについての検証を忘れてはならない。明瞭な目標があ

るからこそ実践や施策実施は行われているのであり、その目標達成に貢献しているかについては

常に注視しなければならない。 

６）事実は正しく表現（記述）されているか？ 

 人の記憶や印象は主観的要素が入り、真に客観性を有しているかについて常に懐疑しなければ

ならない。おかれた立場によって事実の解釈とその記述は人により異なる。主観的解釈や表現は

時として真実を歪め、事実を誤認させることがある。 

７）他側面の事実が抜け落ちていないか？ 

 問題や出来事は幾つかの要素によって構成されているものである。認識できる要素だけを集め

て出来事を把握しても、正確な理解や解釈とはならない。客観的な理解は全ての事実を正確に把

握することにある。事象は多要素の統合的全体によって生成していることを忘れてはならないで

あろう。 

８）他に議論が尽くされた視点はないか？ 

 民主主義を標榜する社会では正当な議論によって得られた結論を良とする。しかし、「ある課題

や問題を巡って多数の異なった意見や慣行が行き交う。これは結論の総てが正しいと言えないこ

とを意味する。何故なら、これらの意見や慣行は議論され､その一つが結論になるに過ぎないから

である」。（Popper 1994, p.39）事実の詳細な実相を知らない者が熟議しても、導かれる結論に信

憑性があり、目指す結果の実現に至るとは言えない。ある会議体の結論が別の会議体では異なる

結論になることは経験的に知るところである。同一テーマで議論された他の視点の有無について

の検証は、多様な視点によって科学的・客観的に収斂されたものか否かをはかる上で重要なこと

である。 

 以上のポイントを集約し、一般的思考とクリティカル・シンキングそれぞれの思考特性を対比さ

せると以下のような関係になる。 

 

表－１ クリティカル・シンキングと一般的思考の基本特性の対比 

クリティカル・シンキングの特性 一般的思考の特性  一般的思考の特徴と問題点 

    目標意図性 慣行優先性 多数迎合性 

    明瞭 不明瞭 権威重視で根拠不確実 

    特定 曖昧 汎用思考で焦点が曖昧 

    正確 不正確 概念・定義設定の不備 

    密接な関連性 非関連性 出来事の焦点から乖離 

    論理性 非論理性 観念的論理性 

    深淵性 非探求性 根拠探索の閑却 

    完全性 不完全性 科学的思考の無理解 

    重要性 末梢性 核となる要素の見落とし 

    目的適切性 不適切性 信条主義的、独善性 

    公正性 偏り、一方的 原理尊重主義的 

         （Gambrill, 2006, p.10１を基に筆者が補筆、改訂） 
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 このような思考特性の中に、科学的証拠を探求する姿勢がある。クリティカル（批判的）とは曖

昧な思考による意思決定や実践が行っていたことに対する反省と見直しである。クリティカル・シ

ンキングに沿って我々の思考方法を転換することにより、EBP に対する理解と共感の素地が生まれ

ると同時に、その意義の重要性が理解されることになろう。EBP には客観的に有効であることが検

証された実践を行うことにより「クライエント(患者、被援助者、児童、生徒、学生）に最善の恩恵」

をもたらそうとする、もう一つの実践上の価値観を包蔵している。だが、クリティカル・シンキン

グから学ぶ最も大なることは「批判することが科学の神髄である」とする、その精神である。 

３．EBP（エビデンスに基づく実践）の実相 

 ソーシャルワークにおける EBP は、上述の Gambrill をはじめとして McNeece, Rozen & Proctor, 

Gibbs, Cournoyer ,Mullen, Howardなど名だたる研究者がその敷衍を図ろうと幾多の論文､単行本を刊

行している。Cournoyer & Powers(2001, p.799)は「EBP は専門職の判断や行為は、相互に関連するが、

二つの明瞭な原理によるべきであるとする立場をとる。第一に、実践とは、可能である限り、特定

のクライエントもしくはクライエント・システムに予見的、恩恵的、効果的結果をもたらす行為で

あり、その実践行為は現在までに実証的に証明された調査結果に根ざしていなければならない。第

二にすべてのクライエント・システムは実践を行った後、実践者の直接的な実践行為の産物として、

予測した結果が得られたかどうかを確認するための個別的な評価を行わなければならない」と定義

している。また、Rosen & Proctor（2006、pp.93-94）は「期待する結果（outcome）を得る為に、実

践手法（treatment）の有効性を支える十分に説得力のある証拠（evidence）があるものを実践手法

に活用することである」とし、EBP は①有効なエビデンスの認められる実践手法の選択と実施に関

する意思決定が行えるよう、実証的調査結果に基づく情報支援、②実践状況が合致し、批判的評価

（critical appraisal）に適合し、妥当性が支持される実践方法による、実践者の経験や知識の補充と

修正、③実践手法は定期的に点検と評価が行わればならず、同一実践状況で繰り返す結果（outcomes）

評価に基づく実践手法の修正の三つの役割を担うのである。 

 この様に､エビデンスを基に有効な実践方法を提供しようとすることが EBP の主意であるが、何

をエビデンスとするかが重要な関心事である。Guyatt（1995）、アメリカ医療政策研究局（AHCPR）、

Trinder(2000)、Gambrill(2006)などが、エビデンスの強さを基にしたエビデンス階層（hierarchy of 

evidence）やエビデンスのレベルを作成している。それぞれ若干の違いが見られるが、それらを整

理し、筆者なりにエビデンスの強さの順にまとめると、次の様になる。 

 

１）システマティック・リビュー(SR＝Systematic Review)＜系統的調査研究統合＞ 

２）無作為制御配置隠検化比較試験（RCT＝Randomized Controlled Trials with Concealed Allocation） 

３）準実験調査法（Quasi-Experimental) 

４）制御観察法（Controlled Observational Study) 

 A．コーホート研究（Cohort Study) 

 B．ケース制御法（Controlled Case Study) 

５）制御なしの観察研究（Qualitative Research) 

６）専門家（現場実践者）の合意に基づいた見解 

以上の方法による結果は客観性を持つことから、エビデンスと言える。 
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 質の高いエビデンスを生み出す SR 及び RCT の詳説は本稿の主旨でないことから、以下簡単に説

明するに留める。 

無作為制御配置隠検化比較試験（RCT）の無作為配置とは新たに企図したインターベンションを

実施するグループ（実験グループ）と従来のインターベンションのみを行うグループ（制御グルー

プ）の二つのグループどちらにも対象者が入る可能性を持った方法でのグループ分別法である。母

集団からの無作為サンプリングのことではない。また、二つのグループはベースライン測定で有意

差のないことを確認した上、インターベション以外は全く同じに扱わなければならない。調査対象

はグループに分けられたこと、調査（試験）の対象になっていることが隠される。また、インター

ベンションを行う者にも調査を実施していることを知らせない。これを隠検化と言う（盲検化と邦

訳されこともあるが、不適切用語と思われるので、ここでは「隠検化」とする）。この手順が確立し

た調査を RCT とよぶ。RCT の条件のなかで、想定されたインターベンションはテストされるが、

その内容は薬の投与から教育プログラム、社会福祉援助、地域サービスプログラムまで多様である

と当時に、期間も短いものから長期に亘るものまで多様である。また、実践者の特性も異なること

から、それらを考慮しプロトコル（事前計画）に沿って実施される。一定期間のインターベンショ

ン実施後結果が出るが、この結果は数値として表し統計学的に解析される。いわゆる有意差を見極

めて行く。ここまでは従来の量的実験調査法（Experimental Research）と大差なく見えるが、RCT

は従来のものよりかなり厳格に行われ、あらゆる側面に注意を払う。厳格な RCT についての詳細は、

注２）に紹介する Web を参照して頂きたい。 

RCT を自ら行わなくとも、同じようなテーマで沢山の調査が既に実施されている。これらをリビ

ユーして、有効な実践方法（介入法）を探し出す方法がある。 

その第一がメタ・アナリシス（meta-analysis）である。プーリング・データ（pooling data）とも

呼ばれるメタ・アナリシスは既に量的調査が行われた特定のテーマに関して、その結果から原デー

タではなく平均値や標準偏差などを通して要約統計量を引き出し、有効性の大きさ（effective size)

を明らかにするものである。これにより高い証拠となる基本的要素である客観性、一般性、正確性

を得ようとする試みである。通常は RCT によって行われた過去の調査に対して行われる。これを、

更に進歩させたものが SR(systematic review)である。これは同一テーマであるが別々に実施された多

くの調査（調査方法も異なる）の文献を渉猟し、予めプロトコル（protocol）と呼ばれる分析基準項

目を設定しておき、それらにかなうものだけの調査結果を照らし合わせ、評価し、要約する科学的

な、調査の調査、研究の研究、手法である。端的にいえば、同一テーマの多くの文献から科学的に

厳格な調査のみをふるいに掛け選び出し、それらの結果を統合し、そこから客観性の高い証拠とな

りうる結論を導き出し統合することである。しかし、SR の問題点はグループで行っても、文献渉猟、

収集だけでかなりの時間と労力を有することである。 

 この問題の困難を解決するのが、コクラン・リビュー（Cochrane Review)である３）。素人でも（若

干専門的知識・技術が必要になるが）有効な調査結果を得ることができるようにしたものである。

英国人、アーチバルト・コクラン（Archibald Cochrane)が提唱したもので、過去に実施された調査を

一人で知り得るには限界があることから、多くの人が協力して調査文献のリビュー結果を Web 上に

のせるものである。医療、保健、健康、社会問題に関するジャーナルは無数にあり、これらのなか

での同一テーマで同一インターベンションを実施しても調査結果が異なることがある。このような

現実から非営利のコックラン共同計画（Cochrane Collaboration）あり、およそ世界に一万人以上の

協力者によりリビュー活動が行われている４）。リビュワーは予め設定された基準構造（プロトコル）
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により、特定調査の概要、背景、目的、選択の基準、検証の方法、研究の素描、研究方法の質、結

果、議論、リビューした者の結論など12項目、に沿って各々の調査論文をリビューする。この共同

計画はシステマッティク・リビューを行い、より良い客観証拠を得ようとする人びとに情報提供支

援を行う団体である。リビューされる調査論文はおおむね RCT に依るものであるが、RCT のみで

はない。リビューされた結果は Web 上に集め、掲載し、誰もがアクセスできるようにしたのが、コ

クラン・ライブラリー（Cochrane Library）である５）。コクラン・ライブラリーは科学的客観的証拠

により、特定の問題にどんなインターベンションが効果を示すか、もしくはインターベンションが

誤っていたか、何も効果のないインターベンションであったかの情報を提供している。 

しかし、コクランは医療系のテーマが多いことから、2000 年 Campbell は、社会政策、教育政策

分野での効果に関する研究のシステマッティク・リビューを行う国際的な組織として「キャンベル

共同計画」(Campbell Collaboration)を立ち上げた。キャンベル・ライブラリー（C2）は「社会・心理・

教育・犯罪学分野実験登録データ（C2―SPECTOR）」と「キャンベル共同計画介入・政策評価シス

テマッティク・リビュー登録データベース（C2－RIPE）」の二つのデータベースからなり、刑事司

法、教育、社会福祉、方法論、コミュニケ-ション・広報の 5 分野がある６）。 

更に、教育分野ではロンドン大学教育学部社会科学研究所が主管する EPPIセンター（The Evidence 

for Policy and Practice Information and Co-ordination Centre）があり（創設は 1993 年）、教育分野を中

心にシステマッティク・リビューを行っている。EPPI センターの特徴は量的調査、質的調査の統合

（study synthesis）の方法の開発やシステマッティク・リビューへのアクセスや利用方法を指導して

いるところであろう７）。 

以上の概観から、SR が最高位を占めるのであるが。その理由は同一テーマに関する数種以上の調

査を批判的な評価（critical appraisal）による検証を行った後の結果だからである。しかし、厳格な

RCT も厳格であればあるほど再現性は高い。この流れの中で､筆者はエビデンスには次の様な三類

型が見られると考えている。 

１）明瞭なエビデンス（Clear Evidence） ＜システマティック・リビューと RCT＞ 

２）実証的エビデンス（Empirical Evidence）＜一定の制御がなされた調査＞ 

３）一般的エビデンス（General Evidence）＜客観性が担保され、再現性が認められるもの＞ 

医学、薬学、看護学、社会福祉、教育学などの実践科学は有効性が求められる。従って、実践の

結果（outcomes）に責任を持ち、評価する科学性が求められる。クリティカル・シンキングの発想

から導出される EBP こそが唯一、科学性の拠り所となるものである。 

４．ソーシャルワーク（社会福祉実践）と教育実践の共通課題 

 EBP は医療分野から始まったことは既に述べたが、この手法をソーシャルワークや教育で用いる

とき、人間の身体の健康問題を主に取り扱う医学、薬学などとは異なる要素が含まれてくる。それ

は教育、社会福祉の対象が統合的全体として成る人間であることである。統合的全体とは①身体（生

物学的存在）、②心理、③情感、④潜在能力、⑤社会性、⑥適応力、⑦対処能力、⑧コミュニケーシ

ョン力、⑨知的能力、⑩理解力、⑪価値観、⑫倫理観、⑬経済的背景、⑭家庭環境、⑮生育歴など

多様な要素を持った、社会に生きる人間が対象となると言うことである。医学は①を主にしてその

範域は②、③までと言っても過言ではないだろう。ソーシャルワークや教育実践の難しさは、斉一

性が見られない、多様な変数を抱える人間を対象としているところから始まる。これは厳格な RCT
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調査実施が極めて難しい環境にあることを示唆すする。 

次に見られる共通性は目的や方法である。表にすると下記の様になる。 

 

表－２ 教育とソーシャルワークの目的や方法の類似性 

教 育 学 ソーシャルワーク 

① ・人格形成・人間性の涵養、情操の育成 

  （いわゆる徳育） 

・人格の発達、人間性の向上 

 

② ・学力の向上、知識の取得 

（いわゆる知育） 

・問題解決力の向上、対処能力の向上 

③ ・社会性の育成、健康な成長と発達 

   ・コミュニケーション能力の発達 

   ・礼儀・マナーの取得（倫理、道徳） 

・社会的適応力の向上、健康の管理と維持 

・生活意欲の向上 

・地域における見守りと支援 

④ ・教育の方法に関する問題 

  ・教育技術、技法 

 （教師の個性、資質、技，経験の違いが発生）

・援助・支援の方法に関する問題 

・援助技術、技法 

（ソーシャルワーカーの個性、資質、技、経

験の違いが発生） 

⑤ ・県、市町村教育委員会の教育政策 ・県、市町村による地域福祉政策 

⑥ ・国の教育政策に関する問題 

    （政策により現場実践は影響を受ける） 

・国の福祉政策に関する問題 

（政策により現場実践は影響を受ける） 

 

ソーシャルワークは基本的に個人、家族、グループ、地域に働き掛け援助・支援を行うのである

が､クライエントが社会に適応し、自立を目指していることから、ミクロのみならず、メゾ、マクロ

の視点から全体を俯瞰することが求められる。援助・支援目標を考察するとき、ミクロの視点のみ

ならずメゾ、マクロの視点からの福祉環境を考察の対象とする。教育においては社会福祉以上に、

教育政策が現場実践に与える影響は大である。とりわけ初等・中等教育においての影響は大きいと

思える。時代の社会背景､地域事情を基に、多側面からの現場事情に精通した方々による教育政策の

策定への参画が必要となろう。 

５．教育結果を測定すると言うこと 

今日の言説は、教育においても社会政策や社会福祉援助・支援においても、その結果(outcomes)

は測定すべきことになっている。企業の生産・販売・サービス活動の結果は売上高や経常収支とし

て明瞭な数値として表れるが、人間の成長、能力向上、自立支援などを対象とする教育や社会福祉

での結果測定は複雑な問題を孕む。この根源的問題点は提供する側（独立変数）が人間、提供を受

ける側（従属変数）が人間であり、明確に変数の定義が出来ないところにある。明瞭に定義できる

変数であれば数値測定は可能であろうが、人間が変数であることが必然的に人間を構成する多様な

要素の広がりと人を構成する各要素の分布幅の大きさを包含しているため、定量的な測定を極めて

困難にしている。例えば、「教育の質保障」が問われる昨今であるが、提供する教育の質が一定であ

ると仮定しても（実際にはあり得ないが）、教育を受ける側の質の分布が変われば（ベースラインの
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不定と分散）、測定結果は自ずと変り、一定以上の同質な結果を生むことは期待できないであろう。

RCT における対象抽出時のベースライン設定、無作為分別配置時のベースライン設定を想起すれば、

科学的であるとは言い難い。また、質とは何を指し、どの程度のレベルを指すか、概念定義が明瞭

でない。ソーシャルワークの場合、援助・支援が奏功したか否かの判断は、概ね身体的・経済的に

自立したか、困難な状況が改善されたか、が結果評価の大勢を占める。（支援・援助を求めに来なく

なったケースも含む）。不安が除去された、満足度が増した等は、回答者の主観によるので、妥当性

や信頼性に問題が残る。 

教育においてもソーシャルワーク（社会福祉実践）とほぼ同じことがいえる。学力や各種能力試

験（英検,TOEC, TOEFL,など）によって教育効果を測ろうとするが、これらは教育結果の一側面を

測定しているに過ぎない。表－２にまとめた、②､⑥以外の測定はかなりの困難を要することになる。

即ち、何を測れば①、③、④を測定したことになるかが定かに出来ないからである。統計学的用語

で言えば content-validity（内容に関する妥当性）の問題を簡単に解決できないと思われる。 

ソーシャルワークでは量的調査で測れないところは､事例研究で埋め合わせてきたが、同じことが

教育学にも言えよう。ここから学ぶことは、人間の全体を対象とする実践科学においては、測るこ

との出来るものと､測ることが極めて難しい領域があることを弁えることである。但し、EBP の進

展は量的調査と共に質的調査も、システマッティク・リビューにより調査統合を行うようになって

きている。測ることが難しいからとの理由で､実践者個々の主観に委ね、科学性の維持を没却するこ

とがあってはならないだろう。 

６．日本の教育とソーシャルワークの方向性に関する課題 

 グローバル化によりソーシャルワーク界では国際化の波が押し寄せている。とりわけ、国際ソー

シャルワーカー連盟（IFSW= The International Federation of Social Workers）、国際ソーシャルワーク

学校連盟（IASSW=The International Association of Schools of Social Work）が WHO と連携し実践活動

の質的均一化や国際基準による国際協力とソーシャルワークの役割・意識・教育の質向上に努めて

いる。 

教育界においても、OECD（経済協力開発機構）による義務教育終了の 15 歳の生徒を対象にした

PISA(Program for International Student Assessment)の調査が行われており、国際的な生徒の学習達成

度が測られている。また、高等教育においては中央教育審議会、大学分科会が 2004 年 8 月に 2015

～2020 年頃までを想定した我が国の高等教育の全体構造に関する将来構想「２１世紀日本の高等教

育の将来構想（グランドデザイン）」を提示した。その中で、1) 誰もがいつでも学べる高等教育（ユ

ニバーサル・アクセス）の実現、2）誰もが信頼して学べる高等教育（高等教育の質保証）、3）世界

最高水準の高等教育：大学院段階、4）「21 世紀型市民」の学習需要に応える質の高い高等教育：学

部段階等、5）競争的環境の中で国公私それぞれの特色ある発展、の五つの方向性を示した。それぞ

れの大学はこれらの中から単数もしくは複数の方向性を選択し、自律的にそれを実現することを求

めている。 

 国際的通用性、少子化と競争環境の中での大学の大衆化、機能分化と個性化、地域密着による社

会貢献、高質な教育提供による「21 世紀型市民」の育成、などが挙げられている。教育の方向性は

高等教育（大学）であれば、教育主体に自主性があるが、義務教育には将来の教育方向を設定する

各校の主体的自由度は殆どないのが現実である。だからこそ、教育の方向性設定にあたっては、教
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育の本質を見据え、教育を生み出す①教育方法、②内的、外的な教育環境、③教育の制度・政策、

④教育における時間の問題、等を勘考しなければならない。外在化したものや短期間の結果だけに､

目を奪われてはならないのである。これらは問題解決学と呼称されることもあるソーシャルワーク

研究を通しての筆者の管見である。 

さて国際基準化の方向に舵を切るとき、幾つかの問題を指摘しておきたい。IFSW のソーシャル

ワークの定めた理論の中に、「土着の知識・文化に根ざしたソーシャルワーク（local and indigenous 

knowledge specific to its contents｣８）という文言が出てくる。教育についても同様と思われるが、国

際化には次の様な問題が伏在していると思われる。 

１）国際基準化：他国のレベルとの比較化、教育水準の明確化，斉一化、実効化が容易になるが、

ローカル性の軽視と日本固有の特徴への過小評価が起こる懸念がある。 

２）マクドナルド化：効率化、計算可能性、予測可能性、制御性などに優れている。教案やシラバ

スの作成は教育する者の責任であり、何を教授するか明確で学ぶ者には学習準備が可能となり親

切である。また、予め準備した範囲内で教案を作成し提示するため、公開性にも富む。しかし、

状況に対応した自由度は軽減し、セットメニュー化、レディメイドとなりがちで、教室における

人間味は縮減する。教育に望まれるのはテイラーメイドではなかったか。 

３）ガラパゴス化：自国の文化を尊重し自国内で完結する。それぞれの地域や社会には固有の文化

があり、それらを尊重することに貢献する。国際ボランティアと地域ボランティアのどちらの貢

献度が高いか、簡単に判断することは出来ない。しかし、間違いなく言えることは国際ボランテ

ィアに専念している方の親が、地域住民のボランティアや在宅福祉サービスのお世話になってい

るとしたら、自家撞着に陥る。教育やソーシャルワークの土着化（地域密着化）は必要不可欠で

ある。また、日本の縦文字文化､日本固有の文化的進歩と継承は日本国民の責任である。但し、こ

れのみに執着すると、世界から取り残され、国際的流れに乗り遅れる懸念が残る。 

７．モダンとポスト・モダンの揺れ 

 ソーシャルワーク界でナラティブ（Narrative）という言葉が重要な用語として扱われるようにな

ったのは 1996 年頃からであろう。Hall, C.(1997)が Social Work as Narrative を Abels, P. & Abels, S. 

(2001)が Understanding Narrative Therapy : A Guide for Social Worker を刊行したことにより、ソーシ

ャルワークの実践理論として認知され、斯界に一つの立場を築くことになった。このナラティブ・

アプローチの創成には、社会構成主義（social constructionism）の影響が色濃く反映されている。社

会構成主義は「現実は社会的に構成される」「言葉は世界をつくる」「言説あり、ゆえに我あり」な

どの主張が特徴であると言える。また、客観性や科学性を否定することから、脱科学、脱近代、ポ

スト・モダンなどとも別称される。 

 これに先立ち、医学界では 1998 年に Greenhalgh が「物語と対話に基づいた医療」NBM（Narrative 

Based Medicine）を提唱した。その主旨は臨床において、患者自身の体験を理解することの重要性、

患者と良好なコミュニケーションを保つことの重要性を再認識させることであった。NBP（Narrative 

Based Practice）は「語りに基づいた実践」のことであるが、この言葉は聞くが、筆者の知る限り、

ソーシャルワーク分野に於いては、数本の論文はあるが（例えば、Rosco, & Carson (2010) “Narrative 

Social Work: Conversation between theory and practice”）、学術書は刊行されていない。教育をはじめ

とする全般に関しては Brophy(2009)が Narrative-Based Practice を上梓している。 
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図－１ モダンとポスト・モダンの揺れ 

 
 さて、NBP は調査至上主義や EBP とは全くの対極に位置する。日本のソーシャルワーク領域では

松倉（2001）、木原（2002）などによりナラティブ・アプローチが先に導入され、クライエント中心

の発想を持つこの考え方は共感をもって受け入れられたが、2005 年に EBP を体系的に伝える秋山

(2005)の論文が『ソーシャルワーク研究』誌に掲載された。その後、Epstein（1999､邦訳は 2006 年）

が PRB (Practice-Based Research) を提唱する。PBR は「実践に基づいた調査研究」のことで、実施

された実践の中から､有効な実践結果を抽出する方法のことである。別名 Clinical Data Mining とも呼

ぶ。これら以外に、人権擁護などを中心に据える価値観や思想を重視した実践がある。この様に今

日のソーシャルワークのみならず社会科学の研究調査法は揺れている。伝統的な社会科学の焦点に

「人か環境か」の課題があり、その間で今も揺れている。研究法においては現在、モダンかポスト・

モンダンの間で揺れていると思われる、それを示したのが図－１である。EBP は当事者参加を必須

とし、当事者の意向や好みなどが優先され、「個別性」「一回性」などを重視している。従って､当事

者の主体性を尊重し、エビデンスを受け入れることばかりでなく、受け入れないことも想定してい

る。受け入れない可能性はあるものの、科学的エビデンスを伝える義務があることから、最近 EBP

は EIP（Evidence-Informed Practice）＜エビデンス情報に基づく実践＞と語られるようになった。EIP

はモダンとポスト・モダンの主張の中庸を行くが、ソーシャルワークにおいて「人か、環境か」で

はなく「人と環境」となったと同様、「モダンかポスト・モダンか」ではなく「科学重視と人間尊重」

に帰着するのではないだろうか。それこそが、EIP にほかならない。 

８．エビデンス情報に基づく教育（実践）について 

人を育てる教育実践や教育政策が蹉跌を来すことがあってはならない。成果や結果（outcomes）

が人の成長に資し、恩恵を与えるものであることが、教育の本質と言えよう。 

教育実践に限らないが、実践科学、政策科学一般に対しエビデンス情報は重要な役割を果たす。

科学性が問われるにも拘わらず論理、権威、理論、経験に基づく発想により意思決定が行われてい

るとすれば、その思考方法を転換する契機を与えるのがエビデンスである。実証を科学的と履き違
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えていた節もある。自然科学では仮説等を実験により証明する研究方法をとるが、このアナロジー

を用いて社会科学では調査により事実を追求する方法をとるが、その実態はケース研究や事例調査

が大多数を占めている。事例調査を否定しないが、科学的な根拠にはなってはいない。実践科学に

おける実証主義の真の意味を教えるのもまたエビデンスである。世界に無数に存在する調査研究の

成果（全世界で健康に関する研究雑誌は 2 万以上刊行されていると言われている。また、教育を含

む社会生活関連領域では1日平均300～400編以上の研究論文が生み出されていると言われている。）

これらをリビューし、信頼出来るものを選び取って行くのが EBP の基本作業であるが、調査の調査、

研究の研究を通して信頼性の高い結果を生かす作業を我々は試みたことがあるだろうか？伝統的な

研究方法にはなかったアプローチである。EBP の加速的進展は統計学の進歩とインターネットのお

かげである。この情報技術を駆使し、施策や実践の彫琢を目指し、エビデンス情報を集積すること

が必要である。また、過去から現在に至る研究者が積み重ねてきた､思想、思考の知、実践の知、経

験の知が山ほどある。エビデンスはこれらを否定することはない。寧ろ、それらに有効性があるか

否かの確認作業を、システマッティク・リビューの手法により実施し確認すれば、社会に貢献する

知となるであろう。この作業をエビデンスフィルターと筆者は名付けている。このフィルターにか

けることにより、思考・思想の知も、経験や実践の知も科学の知へと変容する。現在の実践活動を

無益にしない為にも、我々の実践の知はエビデンスフィルターにかけるべきである。そのためにも、

エビデンス情報の取得は不可欠と言えるのである。 

以上の流れを図－２示したので参照して頂きたい。 

 

図－２ 科学の知となるエビデンス 
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効果が高いからの理由のみでエビデンスが人権や人間の個別性を蹂躙することはない。エビデン

ス情報を把捉した上で、取り巻く諸般の事情に配慮し、政策や実践計画は策定され実施されるべき

とすることが、EBI の主意である。但し、既述したが、教育やソーシャルワークにはエビデンスに

向かない分野があることを再度確認して頂きたい。 

 ソーシャルワークにおける EBP（EBS=Evidence-Based Social Work）を説明する際に使われる図が

ある（図－３）。この図が示すものはソーシャルワーク活動全体におけるエビデンス情報の位置づけ

である。ソーシャルワークには結果評価よりも過程評価を重視する伝統があった。ソーシャルワー

クを取り巻く状況や環境があり、その状況や環境への介意なくして、社会的援助・支援にはならな

いと言う特徴である。地域環境、家族背景、生育環境、問題を発生させた個別事情などを含んで支

援は実施される。また、援助支援者であるソーシャルワーカーはそれぞれの､支援方法、得意とする

分野などの専門性を持っており、ソーシャルワーカー全てを斉一なものとすることは出来ない現実

ある。また､前述のクライエント固有の趣向や特性(年齢、性別、健康の程度、収入、職業など)があ

り、これらを考慮せずに一律の実践活動は出来ない。教育分野においても多少の差はあると思われ

るが、事情は大同小異と思われる。ソーシャルワークがこの様な介意を持つため EBS は EBP とは

少々異なった流れを持つ。EBS では、有効性が明瞭なエビデンスであっても、それを鵜呑みにする

のではなく「そのエビデンスは我々に何を語るか、何を意味するか」を吟味する。所与のエビデン

スが人間の尊厳や人権に抵触する内容を含んでいないか、倫理的で社会的合意が得られるものであ

るか、の検証を行なうのである。EBS は決して効果至上主義の陥穽にはまることはない。 

 

図－３  EBP における選択と決定 
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(efficacy testing)である。これはリビューから同一テーマで行われた、異なった援助・支援プログラ

ム（インターベンション）を比較し、どちらの効果が高かったかを比較するものである。調査の手
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出典：Gibbs & Gambrill(2002, p454) Figure 1: An updated model for evidence-based decisions. 

これは EBM（医療）を前提に記された図であったので、ソーシャルワークに対応するように筆者が修正した。 
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順(プロトコル)の妥当性よりも、一般性と実用性のために、効果の側面から評価を行い、効力の高

いものを選ぶ作業である。厳密に言うと、有効性の高いものが効力も高いとは言えないのである。

調査は通常臨床的な特別な環境で実施されるが、ソーシャルワークは臨床的環境で行うものではな

いからである。得られたエビデンスは現実の環境の中でも効果を示すかの確認作業が必要となるの

である。次に拡散（diffusion）へと進む。拡散とは異なった複数の環境セッティングの中でもエビデ

ンスとされるインターベンションが作用するかを検証し証明することである。もし、これが確認出

来たとすると、一般化、汎用化ができる有効なインターベンションとなる。但し、疾病、精神医学

的障害、各種の依存症、障害による機能不全などは EBP で収まり、この流れに入る必要はないと思

われる。 

 以上から分かるように、EBS は全面的にエビデンスに依存する訳ではない。エビデンス情報を有

効に使うべく相応の工夫をしている。エビデンスはソーシャルワーク実践全体の一部に過ぎない。

表－３を参考に供して頂ければ、理解頂けると思う。 

クライエントの趣向、ソーシャルワークが置かれた状況、SR、RCT によるエビデンスの三つの要

素を忖度し、これらと深く関わりながら、ソーシャルワーカーは実践上の意思決定を行うのである。

エビデンスはソーシャルワーカーの専門知識の一部を占めるに過ぎない。エビデンスをどう使うか

はワーカーの専門性とアート的技術に依るのである。 

９．おわりに 

 Sackett(1997)らにより世界的な胎動を始めた EBM は EBP となり、ソーシャルワーク界に EBS を

生み出し、今日は EIP としてその進展・深化を続けている。残念乍ら、日本では、医学・薬学界を

除けば、EBP のうねりを等閑視する研究者が多い。新しいものはとかく批判を受け、なかなか受容

されないのが常である。教育やソーシャルワークのガラパゴス化よりも、学術のガラパゴス化の方

が余程深刻ではないかと筆者は感じている。エビデンス・ベースドという言葉に次の様な偏見はな

いか自省して頂くことを願う。 

１）エビデンスという言葉に偏見はないか？エビデンスという言葉に対する反応の多くは、人間の

営みを数値化し、調査・試験中心の人間味の無いものである、費用効果の測定ツールに過ぎない、

などの予断に満ちた反応が帰ってくる。エビデンス・ベースドの実相を先ずは理解して頂きたい

と感じている。 

２）実証とエビデンス(科学の知）を混同していないか？自然科学を除く多くの研究者は実証とは､

論理的であり､仮説や理論を現場の実態を通して把握することと考えていないだろうか。再現性や

有効性を探求することこそ科学の知識であることを忘れている。現象、事象を正確に描写しても、

再現性には何も関係のないことである。一回の作品表現に命を懸けるのは芸術家である。実践科

学にアート性の内在を否定はしないが、それのみでは永久に科学にはならない。客観性をもつ実

証的情報こそエビデンスであることに着意すべきであると思える。 

３）エビデンスに関する情報を得る意欲があるか？世界の多くの研究者が参画し､エビデンス情報を

交換し、実践に役立てる努力を続けている中で、それらの情報がどんなものなのか、関心を示す

べきである。それぞれの実践を有効にするために、どんなエビデンスがあるかに興味と関心を持

つことは、実践者の倫理的責務だと思うが、関心がなければ日本の実践科学の進歩は望めないで

あろう。 
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４）人の成長と生活にエビデンスが恩恵をもたらすと信ずるか？最後にエビデンスが人に恩恵をも

たらす情報であることを理解して頂きたい。これを確信しなければエビデンス情報への接近はあ

り得ない。小さな自分とその周辺世界での経験則や個人の知恵による実践活動は、本当に対象と

なる当事者のためになっているかの反省が必要である。EBS は人の尊厳、人権、社会倫理を検証

しながら、真に当事者が恩恵を受けることの出来るものを検証している。人の成長と生活の改善

に貢献することが科学の使命であり、またエビデンス・ベースドの根源的価値観でもある。結果

の科学的予見なく、やることに意義ありとする実践や計画は、人を守り、健全に育てる責任に欠

けたものと言える。人の営為に役立つからこそ、エビデンス情報を世界の皆と共有しようとする

共同計画の中で、エビデンスの普及活動はグローバルに進められているのである。 

注釈及び参考文献 

 

注釈 

１）（Kurfiss,1988）の定義は､江本愛子（監訳）1996 年刊行の訳書『看護場面のクリティカル シンキング』医学書院に収

載されている。 

２）http://www.consort-statement.org/ に厳格な RCT 論文の評価に関する詳細が記されている。 

３）Archibald Cochrane については次の URL に詳細が記されている。 

  http://www.cochrane.org/docs/archieco.htm 

４）Cochrane Collaboration の Web は下記である。 

  http://www.cochrane.org/docs/descrip.htm 

５）Cochrane Library の Web は下記である。 

  http://www.cochrane.org/reviews/clibintro.htm 

  http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/mrwhome/106568753/HOME 

６）Campbell Review の Web は下記である。 

  http://www.campbellcollaboration.org/ 

７）EPPI センターの Web は下記である。 

  http://eppi.ioe.ac.uk/cms/ 

８）IFSW によるソーシャルワークの国際定義や理論につては下記の Web に掲載されている。 

  http://www.ifsw.org/p38001832.html 
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日本の EBM の動きからのレッスン 

－前車の轍を踏まないために－ 
Lessons from the EBM movement in Japan: to avoid repeating past mistakes 

津谷 喜一郎＊  
TSUTANI Kiichiro 

 

Abstract 
In the field of education in Japan, we will look back from the second half of the present 

decade at 2010 as being the year when ‘evidence’ was first introduced. In medicine, the mid-1990 
saw the introduction of evidence-based medicine (EBM) to Japan. That did not meet with such a 
smooth acceptance as it may have appeared to outside observers. In order to avoid repeating the 
same mistakes, it is important to analyze what happened there, correct several misunderstandings, 
and think in advance about how to deal with the problems that may arise. 

This paper will first elucidate the substance and the significance of ‘evidence’, by looking 
at what the ‘three fathers of EBM’, the three people who were involved in the creation of the world-
wide EBM movement, constructed. 

Secondly, we will look at the birth of EBM and Cochrane Collaboration, and their introduc-
tion in to Japan, explaining how EBM arrived here amid confusion about the distinction between 
EMB itself and Cochrane Collaboration project associated with it.  

Third, we will look at troubles with the clinical practice guidelines (CPG) and the Japan 
Medical Association (JMA). We will examine a case where a plan to establish a government EBM 
information center, where CPG, which are one of the concrete outcome to arise from EBM, were to 
be listed, ran into problems in 1999 due to the gap between the Ministry of Health project and JMA. 
We will note the importance of identifying and dealing appropriately and at an early stage with the 
stakeholders involved in ‘evidence’. 

Fourth, we come to the ethics of RCTs in education, taking up the issue of ethical concerns 
as one of the potential sources of trouble in the education domain. We understand the structure of the 
difference for the teacher between the meaning of day to day education and clinical trials, by analo-
gy with the difference for the doctor between the meaning of day to day healthcare and clinical trials. 
I propose setting up a working group centerd on the National Institute for Educational Policy Re-
search, to study research ethics in education and draft guidelines in this domain. 

With all technology transfer, it is important to understand the social and cultural factors of 
the locality, and adapt accordingly. The lessons learned from the domain of medicine in Japan can be 
used in education, and help us to achieve a stress-free transfer of technology. 
 

                                            
＊ 東京大学大学院薬学系研究科医薬政策学特任教授 
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１．はじめに 

 わたしと教育との関わりは、2006 年に「早寝早起き朝ごはん」プログラムの先駆け的なランダム

化比較試験（randomized controlled trial: RCT）の試みにいくら関係したのが初めてある。おそらく日

本で初めての試みであったろう。国立教育政策研究所の岩崎久美子がデザインした研究で報告書が

出ている 1)。東京都大田区の小学校で行われ、ある程度の結果が得られたが、インフォームド・コ

ンセントを得る困難さなど、その実施プロセスは大変興味深いものである。また同研究所の関係者

らによって OECD の“Evidence in Education”（2007）の日本語訳が 2009 年に出版された。日本の教

育の領域は、2000 年代後半からが「エビデンス」の導入期にあたる時期と思われる。わたしは医学

の領域にいるが、1990 年代中ごろ「エビデンスに基づく医学」（evidence-based medicine: EBM）が

日本に導入されたときにいくらか似た状況のようである。 
 そこで、本稿では第 1 に「EBM の 3 人の父」として、世界的な EBM の創生に関わった 3 人がな

したこと、第 2 に「EBM とコクラン共同計画の誕生と日本への紹介」として EBM に関係したコク

ラン共同計画というプロジェクトの名称が、EBM そのものと混同されて日本に伝わった状況、第 3
に「診療ガイドラインにおける日本医師会とのトラブル」として EBM の具体的展開の一つである

診療ガイドインに関係しておきたトラブルについて、第 4 に「教育の RCT における倫理」としても

しかすると教育の領域で起きそうなトラブルとして倫理問題があり得、それをいかに予防するか、

と順に論ずる。日本の医学の領域で、EBM はスムーズな受容はされなかったということを述べ、教

育の分野で前車の轍を踏まないように、とアドバイスも含めたい。 

２．「EBM の３人の父」 

 医学の領域では EBM の父といわれる人が 3 人いる。 
 一人目の Archiebald Cochrane（1909-1988）は医師で疫学者である。彼が言った有名な 3 つの言葉

がある。第 1 は、“All effective treatment must be free”。英国の National Health Service（NHS）は税金

でまかなう医療制度で 1948 年に設立された。「ゆりかごから墓場まで」とも称される。当時のスロ

ーガンとして“All treatment must be free”、つまり「すべての治療は無料とすべき」があった。それ

に対して Cochrane はそれは間違いである、“All effective treatment must be free”、つまり「有効なもの

はすべて無料にすべきだ」とした。理由は、無効なものにお金が使われてしまえば、実際に有効な

治療を受ける人の数は減ってしまう。つまり医療資源は有限で、予算は効率的に使わないといけな

いというものである。 
 第 2 は、ランダム化比較試験（RCT）が重要である。これによってそれぞれの介入（intervention）
が有効かどうかが分かる。 
 第 3 に、システマティック・レビュー（systematic review: SR）の重要性である。単に RCT を実施

すればよいのではなくて、すべての RCT から、よいものだけをまとめて、遅れなく、必要な人に届

けるというプロセスが必要である。当時はまだシステマティック・レビューという言葉はなかった

が、後で振り返ると、彼が言ったことはシステマティック・レビューに相当していたということに

なった。 
 本稿は、2010 年 9 月 10 日に東京で開催された平成 22 年度教育改革国際シンポジウム「教育にお

けるエビデンスとは」での報告に基づくが、その折、聴衆に簡単なアンケート調査をしたところ「ラ



日本の EBM の動きからのレッスン 

 47

ンダム化比較試験という言葉を聞いたり見

たことある人が約 6 割、ランダム化比較試

験の論文を読んだことある人は約 3 割であ

った。そこでランダム化比較試験について

図 1 を用いて簡単に述べる。 
 いま 100 万人の患者さんがいるとする。

おじさん、おばさん、男の子、女の子がい

る。この特性をそのまま反映させて 1,000
人を選び出すプロセスが、無作為抽出

（random sampling）である。ついでこのサ

ンプルを、均等な 2 群に割り振る作業、割

り付ける、振り割る、などといってもよい

が、これが、ランダム割付け（random allocation, randomization）である。従来は「無作為割付け」と

も称されていた。現在でも時にそう称される。実はこのランダム割付けというのは、乱数表やコン

ピュータを使う「作為的」な行為である、「無作為」ではない、などの議論があり、90 年代に医薬

品の分野で、厚生省も関係して「ランダム割付け」と訳そうということなった。一方「無作為抽出」

はすでに日本語になっておりそのまま使われている。 
 図 1 で、2 群のうち上のグループに新しい治療法、下のグループはコントロール群で、従来の治

療法。その結果を統計学的に解析して、医学的に解釈し、報告し、それをもともとの 100 万人に使

う。これが臨床試験の全体の流れで、かつこの図の右側のランダム割付けのプロセスを取ったもの

がランダム化比較試験(RCT)である。 
 世界で最初のヒトを用いた RCT は 1948 年

のBritish Medical Journal (BMJ) に掲載された

肺結核に対するストレプトマイシンについて

のものである。図 2 に示す。生物統計学者の

Austin Bradford Hill (1897-1991) がデザイン

した。この randomization の方法は、Ronal A. 
Fisher (1896-1962) という同じく英国の統計

学者が 1920 年代に農事試験場で開発したも

のである。 
 Randomization は因果関係の推論を正しく

するためのものである。例えば、ある新しい

治療法を使ったグループの方が病気がよく治ったとしても、それは新しい治療法が従来の治療法よ

り効いていたわけではなくて、たまたまそのグループに若い人が多く治りやすいこともありうる。

あるいは、女性が多くその新しい治療法がホルモンの関係で効きやすいこともありうる。ここでは

年齢と性別の 2 つの要因で例をつくり説明したが、重症度、合併症、併用案など、さらに未知の要

因(unknown factor)を含めてすべての要因が 2 群に均等に割付けられて、初めてフラットな土俵がで

きて、正しい因果関係の推論ができることになる。因果関係の推論に関する論理学で、英国の哲学

者 John Stuart Mill (1806-1873) による“A System of Logic”(1843）の「一致差異法」に確率の概念が

組み込まれた形になっている。 

図 1 ランダム化比較試験(RCT)の構造 

図 2 世界で最初に発表された RCT 
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図3 世界で最初の RCT の 
  50周年 BMJ特集号(1998) 

 教育では、クラスのサイズ、教育時間、教材、教師の教育歴、など、いろんな要因で教育効果は

異なってくるであろう。そこでのある
．．

介入の評価ための RCT は、医学の領域における新しい治療法

の評価と同じく、そのある
．．

介入の違い以外は、すべて等しくなければ、正しい因果関係の推論がで

きなという考え方に基づく。それは、Fisher は統計学的・数理学的に説明したが、普通に考えれば

分かることであろう。 
 さて 1948 年のストレプトマイシンの RCT から 50 年目の 1998 年に、同じ BMJ の記念号が発行さ

れた。図 3 に示すように表紙は、さいころ、randomization をシンボルとしている。その折に記念シ

ンポジウムがロンドンで開催された。図 4 の後方右から 2 人目が Iain Chalmers、先ほどの Cochrane
の弟子である。 

 
          図 4 RCT50 周年記念シンポジウム(1998) 

  

 
 彼は、新生児呼吸促迫症という呼吸困難の病気に対するステロイドの効果のシステマティック・

レビューを WHO のサポートも得て行いうまくいった。そこで、このシステマティック・レビュー

を、妊娠出産の領域だけではなくて、脳梗塞、精神疾患、熱帯病、などと、パッチワーク式に行っ

ていけば、世界にあるすべての医学的な介入を埋めることができるだろうと発想した。これがコク

ラン共同計画（The Cochrane Collaboration）である。彼の師匠のコクランの名前をつけて命名した。

現在、約 4,000 のシステマティック・レビューの結果が出ている。 
 このシステマティック・レビューやメタアナリシス（meta analysis）はややこしそうな言葉に見える

かもしれない。自分でプロトコール、実験計画書を書いて、自分で実験して、それを自分で解析するの

が primary analysis である。同じデータセットを第三者が解析するのが secondary analysis。同じ研究課題

（research question）に対して複数のスタディーがあるときに、それを吟味したうえでプールして解析す

るのが meta analysis である。システマティック・レビューと同義であると思って間違いはない。 
 2 人目が Alvan R. Feinstein (1925-2001)。米国・イェール大学の内科と臨床疫学の教授であった。

大変、優秀で頭が切れて、1970 年代から現在の EBM のさきがけとなるようなことを述べていた。

現在の EBM では、エビデンスの強さにはグレードがあるとの認識が大きな意味を持つ。研究デザ

インとして、症例報告、ケースシリーズ、ケースコントロール研究、コホート研究、RCT、double blinded 
RCT、メタアナリシス。この順番にエビデンスが強くなる。これに近いことも、彼はいっている。 
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 だが、あまり広がらなかった。論文が難解である。頭が良過ぎるのは、世界の多くの人を対象に

して世界を動かそうとするのには良くない。 
 3 人目が David L. Sackett (1934-）。彼は特に新しいことをいったわけではない。先ほど述べたよう

な、いろんな方法論をうまく組み合わせ、分かりやすく伝えて、世界的な運動にした人物である。

大変能力のあるオーガナイザーだ。それも重要な役割である。あまり先駆的なことをいっても世界

では広がらない。彼のようなオーガナイザーがいて世界に広がり、世界が変わるものである。 
 例えば、彼のグループによる EBM は何かという定義は、1996 年の BMJ での定義がわかりにくい

と批判されると、2000 年には分かりやすいものに修正する。これは後に説明する。 

３．EBM とコクラン共同計画の誕生と日本への紹介 

 Evidence-based medicine (EBM) という用語は、Gordon Guyatt (1953-)というカナダ人による 1991
年の ACP Journal Club という雑誌に掲載された１ページの論文で始まる。それがより一般的な広が

りを見せたのは 1993 年からアメリカ医師会雑誌 (The Journal of the American Medical Association : 
JAMA)、に EBM のシリーズ論文が掲載されてからだ。このシリーズは 1994 年から JAMA 日本語版

に訳が掲載された。1997 年には先ほどの Sackett の“ackett 掲載された。からだ。このシリーズは

can Medical Association 分かりやすく伝えが発行され世界的なベストセラーとなり、1998 年には『根

拠に基づく医療』として日本語訳が発行された。 
 一方、コクラン共同計画は英国のオックスフォードで 1993 年 10 月に第 1 回のコクラン・コロキ

ウムが開催されたのに始まる。コロキウムは、その後毎年開催されている。わたしを含めて初期の

コロキウムから日本も参加していたが、コクラン・レビューと称されるコクラン共同計画としての

システマティック・レビューを行うものは、イギリス型の医療制度をもつ、北欧、カナダ、オース

トラリアなどからのものが多かった。 
 ところが先に述べた EBM とコクラン共同計画が双方ほぼ同じ時期に日本に伝わった、むしろコ

クラン共同計画の方が少し先に紹介されたために、「EBM とはコクラン共同計画のことである」と

の誤解が生じた2)。 
 他にも誤解はいろいろあり、その代表的なものは「EBM とは大規模長期臨床試験のことである」

であった。高血圧、糖尿病、高脂血症などの疾患では、薬効評価に当たってのエンドポイントの問

題がある。たとえば降圧剤の評価の物差しとして血圧値を用い数週間で血圧が下がる、というのと、

物差しとして脳卒中の発生を用い、降圧剤を何年も服用して脳卒中を予防する、というのは大きく

異なる。前者の物差しは「代理のエンドポイント」（surrogate endpoint）、後者の物差しは「真のエン

ドポイント」（true endpoint）と称される。ところが、真のエンドポイントを用いた長期の RCT は当

時日本に存在しなかった。そこで大規模長期臨床試験でエビデンスをつくることがEBMであると、

というわけである。またも当時日本ではほとんど存在しなかった「診療ガイドラインのことである」

との誤解も生じた。「EBM を構築する」という「富士山山」のような妙な表現がしばしば見られた。 
 日本の EBM の初期には、疫学者、臨床疫学者、臨床薬理学者、医薬品活動家(drug activist)などが、

関わった。日本には多くの薬害があり、そうした領域での研究者の中には、反企業的、反政府的な

考えをもつものが存在した。EBM の初期にポリティカルな立場が異なる人物が存在したことになる。

わたしは 1994 年に Japanese informal Network for the Cochrane Collaboration (JANCOC, http://cochrnae. 
umin.ac.jp) を設立し、その後、システマティック･レビューやハンドサーチのワークショップなど
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を開催していたが、この中にも異なる考えの人がおりまとめるのは困難であった。 
 ここで EBM の定義を遡ってみてみよう。最初の定義は先の Sackett らにより 1996 年の BMJ に収

載されたもので「個々の患者のケアにおける意思決定に際して、入手可能な最良のエビデンスを、

注意深く、明示的、適正に用いる」とやや分かりづらい。 
 そこで 2000 年に改訂された定義では「研究でつく

られた最善のエビデンスを、臨床的知識・環境と、

患者の価値観を統合して、目の前の患者のためにつ

かう」となった。図 5 に示すように 3 つの要素から

成り立つというものだ。研究でつくられたエビデン

スには種々の研究デザインがありその中で最善のも

のをつかう、臨床的知識・環境というのは、例えば

東大病院でつくられたエビデンスをへき地で使おう

と思っても医師の専門性やレベルが違う、また施設

も異なる、つまり「場」を考えないといけない。ま

た患者の価値観は分かりやすく言うと「好み」の水準である。つまり、単にエビデンスだけではな

く「場」と「好み」とを併せて意思決定しないといけないというものだ。 
 わたしは、先の EBM とコクラン共同計画との混同、混乱、誤解などをただすためもあり、エビ

デンスを「つくる」、「つたえる」、「つかう」というように 3 つの局面に整理して 1998 年から用いて

いる。まずエビデンスは誰かが「つくる」ものである。RCT を含め臨床試験、他にも種々の研究デ

ザインによって「つくられ」るのである。またそれらは誰かが「つかう」ものである。医師、薬剤

師、医薬品の行政官、患者と多様なユーザがいる。そして「つくる」と「つかう」との間に入るも

のが「つたえる」ものだ。コクラン共同計画がその代表で、テーマを設定し、すべての RCT を集め

批判的に吟味して、プールして必要な人に届けるというものだ。そして EBM は基本的には「つか

う」立場のものである。この「つくる」、「つたえる」、「つかう」はそれなりに日本で広がった。日

本の“基本的にの健全な発展につながったと自負している。わたしの名前が津谷（つたに）である

から、「つ」で統一したともいわれるがそれは偶然だ。 
 先にエビデンスのグレードについて述べた。その後、各領域でいろんなグレーディングスケール

が出てきて混乱したため、ハーモナイズを目指す“たほうがいいといプロジェクトが形成され、2004
年に同じく BMJ に論文が発表された。ここでは「エビデンスの質」（quality of evidence）とお勧め

度（strength of recommendation）という 2 つにまとめられている 3)。その基本を図 6 と図 7 に示す。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Clinical
expertise /

circumstance

Research
evidence

Preference,
Value system

2000 “the integration of best research evidence with
clinical expertise and patient values”

図 5 EBM の定義 (2000) 

図 6 エビデンスの質（GRADE, 2004）

エビデンスの質
ある推計効果が正しいかについてどの程度の確信を

おけるかを示すもの

1. 研究デザイン
RCT, cohort, …

2. 研究の質
隠蔵、ブラインディング、フォローアップ

3. 結果の一貫性
一連の研究から得られる効果の推計効果が

類似しているか
4. 直接性

研究試験参加者、介入、アウトカム指標が、
適用する状況にどの程度にているか

GRADE Working Group, 2004

お勧め度
その介入による利益は害より多いかについてのどの

程度の確信をおけるかを示すもの

1. 利害得失

利益、害、コスト

2. エビデンスの質

3. 特定の状況を考慮したエビデンスの適用

医療機関や医療技術へのアクセス

4. ベースラインリスクに関する不確実性

GRADE Working Group, 2004

図 7 お勧め度(GRADE, 2004) 
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４．診療ガイドラインにおける日本医師会とのトラブル 

 いくつか誤解が生じたことは述べたが、政治的な問題も生じた。1996 年から、当時の厚生省が、

検討会を計 3 回設置し、報告書を出している。第 1 期は 1996 年度からの「医療技術評価のあり方に

関する検討会」である。医療技術評価は health technology assessment (HTA) の訳である。この検討会

はイントロダクションが主で各国の現状の紹介がなされた。第 2 期の 1998 年度の「医療技術評価推

進検討会」は、診療ガイドラインが作成されるべきであるとされ、そのための疾患の優先順位づけ

がなされた。ついで 1999 年 4 月から、診療ガイドライン１本あたり 3,000 万円をかけて 2 年かけて

作成するプロジェクトが 5 つの診療ガイドラインについて始まった。 
 翌 2000 年度には 12 のガイドラインの作成となり、また当時の国立公衆衛生院（National Institute of 
Public Health: IPH）に EBM 情報センターを設置し、そこに作成された診療ガイドライン、その患者

向けのバージョン、またコクランライブラリーのアブストラクト翻訳などを収載しようというプロ

ジェクトが始まった。そのための 6 億円の予算がほぼ確定した。わたしはそれを手伝っていた。と

ころが、当時の自民党が反対した。日本医師会にバックアップされたものである。このプロジェク

トは中断した。図 8 にその当時の新聞記事を示す。 
  

図 8 EBM 情報センターに反対する日本医師会(2000) 

 

医師会が反対した理由は大きく 3 つあった。1 つ目は、この情報センターが政府による医療費削減

に使われる。2 つ目に、患者が診療ガイドラインなどをプリントし医療現場へ持参し、医師がして

いるこことは違うではないかと文句を言ったり、訴訟に使われる。3 つ目に、こうした情報を公開

することは、プロフェッショナル・オートノミーを阻害する、というものであった。この政治的動

きによって日本における EBM のための情報センター設立は約 3 年遅れることになった 4)。 
 ここでオートノミーについて若干解説する。当時は「プロフェッショナル・オートノミー」とい

う言葉は日本ではまだ一般的ではなく「プロフェッショナル・フリーダム」と称されていた。一方、

ペイシェント・オートノミーは「患者の自己決定権」などと訳されてすでに理解されていた。そこ

で、わたしは、プロフェッショナル・オートノミーについての歴史的経緯と、診療ガイドラインと
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の適切なあり方について論文を書いて日本医師会雑誌に投稿したりした 5)。 
 最終的には(財)日本医療機能評価機構に Medical Information Network Distribution System（Minds）
というシステムが作成され、2004 年から診療ガイドラインが収載されるようになった。わたしは、

医療技術評価部会長をしている。 
 このケースから言えることは、こういうエビデンスが関係するプロジェクトを始めるときには、

そこに関わるステークホルダーにどんな組織や人がいるのかをあらかじめ見極めておくことが重要

である、ということだ。先ほどの厚生労働省の検討会には、実は医師会のメンバーが当初から入っ

ていたのだが、それでもこうしたトラブルが実際に起きたのである。「エビデンスに基づく」と一口

でいうがその意味することと、その重大性を理解するには、十分な説明と、時間がかかるのである。 
 今振り返ってみるとそこでは 3 つの誤解があったと考えられる。第 1 に EBM そのものの誤解、

第 2 に診療ガイドラインの現場での意味の誤解、第 3 に診療ガイドライン作成のプロセスの誤解、

である。第 3 のプロセスは特に重要で、その透明性(transparent)が高ければ、決してそれは医療費抑

制のためだけに使われるのではなく、場合によっては全体としては医療費が高まる医学的介入が含

まれることあることが理解できよう。 

５．教育の RCT における倫理 

最後に、教育の分野で RCT を実施してエビデンスをつくろうとしたときに起きうる倫理の問題に

ついて述べる。これまで、日本の医学領域で EBM が導入される時期で、誤解とトラブルが起きた

ことを紹介してきた。わたしがアウトサイダーとして教育の分野を見ていて、気になるのは 2 つあ

る。第 1 は、臨床試験の倫理である。第 2 は、日々の教育活動と臨床試験との区別の困難さである。 
日本にはインフォームド・コンセントの考え方が 1980 年代後半に伝わった。いくつかの訳本が出

た。”Stranger at the Bedside” (1991)という本がある。ここでは”stranger”がキーとなる。患者にとって

みると、自分の病気を治すことを第一義とはしていない見知らぬ人(stranger)がベッドのそばにいる。

臨床試験は基本的に被験者のためではなく、被験者を材料にして将来の患者のためにエビデンスを

「つくる」ものである。臨床試験に関わる医師などは stranger ということになる。おそらくその意

味を説明するのが難しかったためかこの本は『医療倫理の夜明け』という情緒的な書名で翻訳（2000）
が出ている。なお原本は第 2 版(2003)が出ている。 
さらに 2000 年代になってから、多くのインフォームド・コンセントに関する日本人の本が出るよ

うになった。Webcat で調べると約 100 冊出版されている。 
先に”stranger at the bedside”という表現に触れたが、医師には 2 つの側面がある。図 9 の上部に示

す。まず、診療で、通常の臨床医として患者を診療する。つまり患者に良かれと思うことをしてい

る。一方、臨床試験では、医師は、研究者あるいは科学者として、患者を被験者として用いて研究

している存在である。なお最近は被験者(study subject)という表現はよくない、臨床試験は医師と患

者の共同作業だということで、参加者(participant)という表現が使われるようになってきた。 
先の図 1 で、例えば、この論文の読者が虎ノ門病院の内科の医師として、ある患者が来たとする。

患者に、「あなた、この臨床試験に入りませんか」と言うことは、目の前の患者に良かれと思ってい

るわけではなくて、その患者の背後の 100 万人に良かれと思っておこなう行為である。目の前の患

者は端的に言えば、人体実験の材料である。一方、患者の立場で見てみると、「臨床試験に入りませ

んか」といわれることは、あなたは「将来の患者さんのために、もう一働きしてくださいよ」と頼
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まれていることである。 
では、この関係は、教育の分野ではどうなるであろうか。教師が熱心に生徒を教えるというのは、

目の前の生徒に良かれと思ってやっていることである。生徒は目的である。しかし臨床試験という

のは、基本的に生徒を「用いる」ものである。こち

らは手段である。 
医学領域では「病気を治す」とう目的が明確なた

めに臨床試験の存在意義はそれなりに認識されている。

だが診療と臨床試験の関係はしばしば見過ごされる。

一方、教育領域では、この 2 つの分離がより困難なよ

うに思われる。教育という神聖な領域に、人体実験と

いう不浄なものが入ってくることへの抵抗が予想され

る。図 9 に医師と教師を対応させてこの関係をまとめ

た。 
研究デザインからいうと、教育の分野での介入は、

個人単位ではなく、クラス単位とか学校単位での集団

で行うことが多いと考えられる。インフォームド・コ

ンセントを得ようとすると、全員から得るのはなかなか難しいであろう。集団の中で一人でも反対

すると介入は不可能になりうる。また未成年のために親などからインフォームド･コンセントを得る

ことも多くなり、問題が複雑化する。 
こうしたときの判断を教育の現場で行うのは困難であろう。無理に行うと現場は混乱するであろ

う。臨床試験には、様々なプレーヤーやステークホルダーが関係するものであり、時にトラブルに

なりうるものである。日々の教育活動のように、夕日に向けて一直線に駆けていくようなものでは

なく、倫理的なジレンマを含んだものであることの理解が必要である。 
教育におけるエビデンスをつくることのニーズがこの数年で日本でも認識されてきた。そこでは

質の高い、強いエビデンスであることが望ましいことも理解されてきた。しかし関係者全員にそれ

がいきわたっているであろうか？ まずこのニーズを明確に認識し、ついでこの悩ましい臨床試験、

臨床試験はどういうものかについての啓発活動も必要になろう。そこでは、教育分野での RCT はラ

スターRCT になることが多いことを含めるべきである。 
医学領域では、臨床試験を行うときには、まずプロトコールと呼ばれる実験計画書と、インフォ

ームドコンセントのための説明書と同意書を作成し、それらを倫理委員会や治験審査委員会で審査

してもらう。日本の一定規模の病院はだいたいこのシステムをもっている。英国などでは、倫理委

員会は病院ではなく各地域に設置されている。だが日本では、教育の分野ではこの種の倫理委員会

がほとんど設立されていないようである。これを各学校に設置するのは非現実的である。そこで、

国立教育政策研究所、あるいは各都道府県の関連機関などに倫理委員会があるのが望ましい。そこ

で会を定期的に開催して、審査するのである。 
しかし一挙に設立とはいかないであろう。そこで、関係者間で「教育分野における研究倫理」の

ワーキンググループをまず設立し、内外の現状を、医学などの周辺領域を含めて調査・分析し、ガ

イドラインを作成することが望まれる。そこにはどういうときにインフォームド・コンセントが必

要か、具体的な形式はどのようなものか、が記載される。またモデル・プロトコールを開発し、web
などで公開し、プロトコールがどのようなものであるのかを関係者に知らしめることは大いに役に

医師の2つの側面
臨床医として

患者を
診療する

研究 者とし

被験者を用いて

研究する

教師の2つの側面
教師として

生徒を

教える

研究者として

生徒を用いて

研究する

図 9 医師の 2 面性と教師の 2 面性 
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立つであろう。医学の領域においてもプロトコールはほぼ一定の形式をもつものであり、教育の分

野でもテンプレートがあれば研究者は効率的に自分のテーマについてのプロトコールを作成するこ

とが出来る。 
つまり教育において臨床試験でエビデンスをつくる際の倫理的事項には、現在の教育におけるエ

ビデンスの導入時期に、システムとしての対応が望まれるのである。 
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Abstract 
Randomized controlled trials (RCTs) and the meta-analysis of their results typically provide the 

highest quality available evidence that can be used in evidence-based policymaking and practice. 

In the education arena, there is a problem that little primary research involves a high quality study 

design such as RCT, and evidence is not easily produced. 

However, studies that are well designed, have conducted RCTs, and have produced robust findings 

in education have had a considerable impact. For example, the Perry Preschool Program and 

Tennessee STAR Project have influenced policies and subsequent research. 

RCTs in the social sciences, including education research, developed in the 1960s with social 

legislation concerning the War on Poverty, and meta-analysis was proposed in 1976. Although 

RCTs in the education arena were rare, RCTs and meta-analysis have currently gained importance, 

as “scientifically based research” has gained prominence since the latter half of the 1990s. 

In Japan, RCTs are almost non-existent. However a balanced research portfolio that includes more 

rigorous and robust quantitative research is needed. Clearly, a basis of statistics and longitudinal 

surveys is also required. Such research will be indispensable for improving schools and increasing 

the accountability of the education system and the quality of education research itself. 

 

１．はじめに 

 エビデンスに基づく政策と実践において、活用することのできるエビデンスのうち最も強いもの

は、ランダム化比較試験 (randomized controlled trial: RCT) 1）によるもの、とりわけ複数の RCT の結

果をメタアナリシス（meta-analysis）2）したものとされる。RCT を実施する場合には、コストや倫

理的問題など解決すべき制約が一般的に存在するが、医療はもとより刑事司法や社会福祉などの分

野と比べると、教育分野においては、RCT による質の高い一次研究が乏しく、エビデンスが産出さ

れにくいという課題がある（岩崎 2010a p.19）。 

 しかしながら、これまでに実施されてきた教育分野の RCT の中には、優れた設計と実施によって

頑健な結論が得られ、教育政策に大きな影響を与えているものがある。そのような RCT の例として

は、幼児教育の効果に関するペリー就学前計画や、学級規模の縮小の効果に関するテネシー州の

STAR プロジェクトが挙げられる。前者は小規模であるが約 40 年間にわたって追跡調査が行われ、

                                            
＊ 独立行政法人大学入試センター理事、前・国立教育政策研究所次長 
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また、後者は大規模な追跡調査であったために、研究で得られた成果が、政策や後続の研究に与え

る影響力は極めて強く、国際的にも大きな影響を及ぼしている。 

 教育を含む社会科学における RCT は、1960 年代から 1970 年代前半に米国の「貧困との闘い」（War 

on Poverty）のための社会政策立法と関連して発達してきたものであるが、実験デザインは 1920 年

代以前の教育研究に遡る。また現在、医学を始め各分野で用いられているメタアナリシスは、1976

年に米国教育学会長のグラスが提唱したものである。このように、RCT を含む実験デザインとメタ

アナリシスは、どちらも教育分野において先行したのであるが、1970 年代後半以降は、質的研究の

進展もあって、量的研究があまり活用されなくなっていた。 

 しかし、教育の質に対する要求の高まりに対応して、教育政策が基づくべき教育研究の質に対す

る批判も現れたこともあり、1990 年代後半以降の米国においては、連邦政府によって「科学的根拠

に基づく研究」（scientifically based research）が強調され、RCT とメタアナリシスが改めて重視され

るようになっている。 

 本稿では、主として米国の教育研究における RCT とメタアナリシスの発展や、政策とのかかわり

について、主要な事例 3）を概観することとしたい。 

２．「実験する社会」とペリー就学前計画 

⑴ キャンベルの「実験する社会」 

 社会科学における RCT を含む実験デザインの最初の体系的なテキストは、社会心理学者のキャン

ベル（Donald T. Campbell, 1916-1996）とスタンレー（Julian C. Stanley, 1918-2005）による 1963 年

の『研究のための実験および準実験デザイン』（Experimental and quasi-experimental designs for re-

search）である。これはもともと教育研究の方法論として書かれたものであるが 4）、同書をきっか

けに実験デザインは公共政策一般に広く普及し、現在でも基本文献として用いられている（佐々木

2010 p.65）。 

 同書は、自然科学における基本文献であるフィッシャー 5）による 1935 年の『実験計画法』（The 

Design of Experiments）に対応するものと言えるが（Oakley 1998 p.1240）、キャンベルとスタンレー

が、心理学者のマッコール（W. A. McCall, 1891-1982）による 1923 年の『教育における実験の方法

（How to Experiment in Education）』をモデルにしたと書いているように（pp.1-2）、教育研究におけ

る実験デザインは 1920 年代以前に遡る 6）。 

 ところで、1999 年に準備会合が開催されたキャンベル共同計画は、その 3 年前に没したキャンベ

ルの業績を記念して名付けられたものである。キャンベルは 1969 年の「実験としての改革（Reforms 

as Experiments）」7）や 1971 年の「実験する社会（The Experimenting Society）」8）において、公共政

策は実験によって改良されるという考えを提唱した。興味深いことに、キャンベルはこのコンセプ

トをデューイ（John Dewey, 1859-1952）から得ている（Oakley 2000 p.321）。 

 

⑵ 貧困との闘いと教育政策研究 

 社会科学における実験が本格的に行われるようになったのは、1960 年代から 1970 年代前半であ

り、特にジョンソン大統領が 1964 年に「偉大な社会」構想のもとに提唱した「貧困との闘い」のた

めの様々な社会政策立法や、それに伴うプログラム評価が背景にあった。 

 教育分野においては、貧困との闘いにおいて果たす役割が重要であることから、1964 年の経済機
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会法に基づくヘッドスタート計画 9）や、1965 年の初等中等教育法に基づくプログラムなどが実施さ

れるとともに、これらに対する実験デザインを含む評価研究が行われた。しかし、教育政策研究に

おける実験は、時間的制約やデザインあるいは実施上の問題があった事例も多かったようである

（Vinovskis 2009 p.53-54）。 

 この時期の教育政策研究としては、非実験デザインであるが、1964 年の公民権法に基づく教育機

会の均等に関する調査 10）がコールマン（J. S. Coleman）によって行われ、1966 年に発表されて教育

社会学に大きな影響を与えた。また、1965 年に教育局に国立教育統計センター（NCES）が設置さ

れ、1969 年から児童生徒の学力を全国規模で客観的に測定するための学力調査（National Assessment 

of Educational Progress: NAEP）が定期的に行われるようになるとともに、1972 年から全国的な縦断

調査として National Longitudinal Study of the High School Class of 1972: NELS-72 が始められ、その後

各種の縦断調査が行われるようになった 11）ことなどは、研究および研究基盤として重要である。

なお 1972 年には国立教育研究所（National Institute of Education :NIE）が設立されている。 

 

⑶ ペリー就学前計画 

 こうした中で、幼児教育分野において RCT として行われたペリー就学前計画は、教育研究として

も教育プログラムとしても極めて優れたものであり、国際的にも大きな影響を与えている。 

 ペリー就学前計画は、1962 年からミシガン州イプシランティ（Ypsilanti）学区の課長であったウ

ェイカート（David Weikart, 1931-2003）によって始められた。いわば政策レベルと実践レベルの中

間レベル（meso-level）の研究と言える。この研究のサンプルは小さく全国的状況を表すものではな

いが、デザインは RCT であり、かつ約 40 年間もの追跡調査が行われたことにより、極めて影響力

の強いランドマーク的研究となった。調査は、3 歳から 4 歳のアフリカ系アメリカ人の恵まれない

子供たち 123 人がランダムに実験群と対照群 (統制群)12）に分けられ、実験群には、午前中の学校で

の教育と午後からの教師による家庭訪問を含む介入が行われた。そして、5 歳時点での就学準備、

14 歳時点での学校への出席や成績、ハイスクールの卒業率、40 歳時点での収入や犯罪率などが比較

され、いずれも実験群が優れた結果となっている。なお、1970 年にハイ・スコープ教育研究財団 

(HighScope Educational Research Foundation) 13）が設立され、政府や助成財団などからの資金によっ

て、研究やその成果の普及などが行われている。 

 幼児教育分野の実験的研究では、ペリーの他にノースカロライナ州チャペルヒルのアベセダリア

ン（Abecedarian）（1972-）とイリノイ州シカゴの CPC (Child Parent Centers)（1985-）が著名である。

このうちアベセダリアンの研究デザインは RCT であるが、CPC は社会経済状況や人種構成が同等

のものをマッチングする準実験デザインである。なおセサミストリート研究においても RCT が用い

られた。 

 諸外国でも同様の研究が行われるようになり 14）、1999 年に開始された英国のシュアスタート

（Sure Start）などの政策に影響を与えた。特に、ペリー就学前計画において行われた 27 歳時点の

費用便益分析 (cost benefit analysis) 15）は、プログラムの費用 1 ドルあたり 7.16 ドルの公財政支出が

節減されるというもので、この分析は経済学者のヘックマン (James J. Heckman, 1944-)16）や OECD

（2006 pp.36-8）などが根拠とし、わが国でも文部科学省の「今後の幼児教育の振興方策に関する

研究会」が 2009 年の中間報告において引用している 17）。 
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⑷ 初期の重要な RCT 

 1960 年代から 70 年代前半には、RCT が盛んに行われた。このうち特に注目すべきものには次の

ものがある。 

 

 ⅰ）ピグマリオン効果 

 心理学者のローゼンタール（Robert Rosenthal, 1933-）によって 1964-66 年に実施された。児童の

成績に対する教師の期待が、実際に児童に効果を与えるかどうかに関する著名な研究であり、「教師

期待効果」という考え方は教員養成などに大きな影響を与えている。 

 この効果を実験で確認するためには、実験群と対照群を設けるだけでなく、教師にその事実をわ

からないようにする必要があるため、工夫されたデザインで実施された。実験方法への批判もあっ

たが、数多くの追試や類似の研究が行われ、メタアナリシスも行われている。なお、ローゼンター

ルによるメタアナリシスはグラスよりも早く行われており、メタアナリシスのような命名をしてい

れば、ローゼンタールが提唱者になっていただろうとグラスは述べている（Glass 2000）。 

 

 ⅱ）ハーバード・プロジェクト物理 

 ハーバード・プロジェクト物理は、ハイスクールにおける物理の履修者の急減への対策として実

施され、理系の専門に進まない生徒向けのカリキュラムが開発された。カーネギー財団や連邦教育

局などの助成による。 

 1967 年から 1 年間、RCT によって検証が行われた。ランダムに選ばれた高校の物理教師のうち参

加可能であった 53 人が実験群と対照群にランダムに分けられ、実験群はハーバード・プロジェクト

物理カリキュラムのサマーコースを受けた。1 年後に生徒を評価したところ、両群に成績の差は見

られなかったが、物理に対する満足度や関心は実験群の方が高く、カリキュラムが意図した目的の

達成が確認された。全国レベルで行われた初期のカリキュラム評価の代表である。 

 

 ⅲ）標準テストの影響 

 アイルランドの教育研究センター（Educational Research Centre）のケラガン（T. Kellaghan）と、

米国のマダウス（G. F. Madaus）、エレイシャン（P. W. Airasian）によって 1973-77 年に実施され、

この分野の古典的な研究となっている。 

 標準テストが実施されていなかったアイルランドにおいて、全国の小学校から 175 校が層別にラ

ンダムに選ばれ、①標準テストを実施し、結果を教師にフィードバックする実験群、②標準テスト

を実施するがフィードバックのない対照群、③標準テストを実施しない対照群が設けられた。学校、

教師、児童（第 2～6 学年）、保護者について調査が行われた。学校に対する影響はほとんどなく、

成績との単純な関係は見られなかった。教師と児童はテストを公正・正確なものと受け止め、フィ

ードバックを受けた教師はより積極的に受け止めた。保護者に対してはほとんど影響がなかった。

また、実験群にもフィードバックを受けなかった対照群にも教師期待効果が認められた。この研究

は人工的な条件のもとでの実験であり、教師はハイステイクスではないテストの結果はあまり利用

しないということであろう（Gipps 1994 p.37、鈴木訳 p.51）。総じて、この「標準テストの影響」は

学校にとって有害な面はなく、有益であったとの結果であったが、この研究で測定されたデータは、

教師の評定とテストのスコア、アンケートの回答に限られていたという批判もある（Alderson and 

Wall 1993 pp.122-3）。 
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３．学級規模縮小の効果 

⑴ メタアナリシス 

 ⅰ）米国教育学会長グラスの講演（1976）  メタアナリシスの提唱 

 医学統計学シリーズの一冊をひもとくと、「メタアナリシスという言葉の誕生とそれにともなう方

法論の研究が盛んであったのは社会科学の世界、特に、教育学の研究においてである」と書かれて

いる（丹後 2002, p.3）。このように EBM（エビデンスに基づく医療）の関係者にはよく知られてい

ることであるが、メタアナリシスの方法が提唱されたのは、教育心理学者のグラス（Gene V. Glass, 

1940-）による 1976 年の米国教育学会（American Educational Research Association, AERA）の会長講

演であった 18）。その経緯については、サイエンスライターのハント（Morton Hunt）が一般読者向

けに興味深く深く描いており（Hunt 1997 pp.20-44）、グラス自身も説明している（Glass 2000）。 

 講演は、‘Primary, Secondary, and Meta-Analysis of Research’（Glass 1976）と題するもので、primary 

analysis が収集されたデータの分析、secondary analysis がそれらのデータの再分析であるのに対して、

meta-analysis はいくつもの分析を収集し、それらを「包括的に」分析すること、という意味で名付

けられたものである。 

 グラスはスミス（Mary Lee Smith）とともに、論争のあった心理療法の効果について多数の研究

を収集し、統計的に統合することで、心理療法が有効であるという結論を得ていた 19）。グラスは講

演でこの研究を紹介し、多数の量的研究を統計的に統合するメタアナリシスが教育研究において必

要であることを提言した。 

 

 ⅱ）学級規模研究へのメタアナリシスの適用 

 グラスは講演で、メタアナリシスを必要とする課題の一つとして学級規模をあげていたが、グラ

スとスミスは、極西部地方教育開発研究所 20）のカーエン（Leonard S. Cahen）から「学級規模と指

導プロジェクト」（The Class Size and Instruction Project）への参加を依頼されて、この課題に取り組

むことになった。学級規模の縮小が生徒の成績等に与える効果は、教育政策研究の分野において最

も重要な課題の一つとして長い間論じられてきたものである。 

 研究報告書は 2 冊作成されている 21）。第 1 の報告書『学級規模と成績の関係についての研究のメ

タアナリシス』（Glass and Smith, 1978）は、1900 年以降の 77 の実験デザインによる研究 22）におけ

る、学級規模の大小と生徒の成績の高低の 725 の比較をメタアナリシスしたものである。得られた

結果は、学級規模が縮小するほど成績は上昇する傾向にあり、1 クラス 20 人程度以下になると顕著

に上昇するというもので、グラス・スミス曲線として知られる。第 2 の報告書『学級規模の学級プ

ロセスに対する関係、教師の満足度と生徒への影響：メタアナリシス』（Smith and Glass, 1979）は、

1925 年以降の 59 の研究における 371 の比較をメタアナリシスしたもので、児童生徒の感情的な側

面への効果、教員に対する効果、教授過程への効果は、いずれも少人数学級の方が大きいという結

果が得られた。 

 

⑵ 大規模 RCT によるテネシー州の STAR プロジェクト 

 ⅰ）プロジェクトの概要 

 メタアナリシスは、その対象となる一次研究によって制約されるものであり、グラス・スミスに

よるメタアナリシスの後も論争は続いた。実証研究やメタアナリシスも様々に行われたが、学級規
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模の効果の問題に決着をつけるためには、大規模な実験が必要であると考えられるようになってい

た。しかし、そのような実験は、巨額の資金と政治的合意が必要であるため、容易には実施できな

い。 

 これを実現したのがテネシー州の STAR（Student/Teacher Achievement Ratio）プロジェクトであ

り、同州は 1985-89 年の 4 年間に 1,200 万ドルを投入して実施した。この実験は、最も重要な教育

調査であると言われている (Mosteller 1995 p.113)23）。 

 この調査は、約 6,400 人の幼稚園児と 300 人の教員を、13-17 人の少人数クラス、22-25 人の普通

クラス、普通クラスに補助教員を加えたクラス、の３つのグループにランダムに割り付け、クラス

の分け方は小学校第 3 学年まで 4 年間維持された。読みと算数の成績を比較すると、小規模クラス

の方が他の２グループよりも高いという結果が得られた。またこの効果は、小規模クラスへの在籍

が早いほど、また長いほど大きく、さらに白人・非都市部よりもマイノリティ・都市部の方が大き

かった。 

 プロジェクト終了後、州教育省の資金で、1989-90 年度から 1994-95 年度まで追跡調査（Lasting 

Benefits Study）が行われた。その結果は、少人数学級の効果は 4 学年以上で通常学級となっても長

期的に持続するというものであった。なお、その後の調査分析は研究財団 (Health and Education 

Research Operative Services: HEROS)24）によって行われてきた。 

 

 ⅱ）調査を実現可能にした要因 

 この調査を実現可能にした要因をとして、次の４つがあげられている（Ritter and Boruch 1999）。

①州の政治環境の機が熟していたこと。『危機にたつ国家』以降、各州で教育改革が進められてい

たが、同州では、後に連邦教育省長官となるアレグザンダー（Andrew Lamar Alexander）知事が教育

を最優先事項としていた。同州の 1984 年の教育改革法は、当時、最も包括的なものであったが、原

案に含まれていた学級規模縮小は極めてコストがかかるため、審議過程で削除されていた。②研究

のバックグランウンドのある提唱者が、教員組合の支持を得て熱心に活動したこと。元州教育協会

会長で州立大学教授のベイン（Helen Pate Bain）は、自ら実施した小規模実験とインディアナ州の

Project Prime Time における横断調査の結果をもとに、議会に対して熱心に学級規模縮小を働きかけ

ていた。③社会科学のバックグランウンドのある政治家が関心を持ったこと。社会学の大学教授の

経歴を持つ州議会議員のコブ（Steve Cobb）は働きかけを受けて、3 年間のインセンティブ・グラ

ント法案を提出した。同法案はパイロット調査に縮減する修正を経て 1985 年に成立した。④複雑

かつ困難な調査の設計・分析ができる研究者が存在したこと。州法にはランダム化実験の規定はな

かったが、州教育省はヴァンダービルト大学の教育社会学者のフォルガー（John Folger）と同大学

で RCT を手掛けていた心理学者・社会政策学者のビックマン（Leonard Bickman）を中心とする州

内主要４大学の研究者に調査の設計・分析を依頼した。 

 これらの要因は、僥倖とも言うべき組合せが実現したものであり、一般化することはできないか

もしれないが、政治学者のキングダン（John W. Kingdon）が言うように、問題（学級規模縮小）と

政策（パイロット・プロジェクトと RCT）と政治（教育改革）の３つの流れが合流して「政策の窓」

が開いたと考えられる。この場合、最も重要な役割を果たしたのは、これらを仲介する役割を果た

したベインであった。 
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 ⅲ）STAR プロジェクトが政策に与えた影響 

 研究結果の政策への影響として、テネシー州では、1989-90 年度から 17 の小規模地方学区の K-3

の学級規模を縮小する Project Challenge が実施され、その効果も調査され確認されている。さらに

1992 年には、Education Improvement Act が成立し、学級規模が縮小された 25）。 

 テネシー州の STAR プロジェクトは他州にも大きな影響を及ぼし、半数以上の州で何らかの学級

規模の縮小が行われた。ウィスコンシン州では 1996-7 年度から 5 年間の Student Achievement 

Guarantee in Education (SAGE) プログラムを開始した。プログラムは他の改革案を含むが、学級編

制については、恵まれない地域の学校の低学年に 15 人学級を増やそうとするものである。これは社

会経済状況や人種構成などが同等な学校を比較する準実験デザインで、15 人学級に教師１人のほか、

30 人学級に教師 2 人など 6 つのバリエーションが試みられた 26）。結果が公表された後、プログラム

は条件に合致する学区すべてに拡大されている（Biddle and Berliner 2008 p.91）。これに対し、1996

に開始されたカリフォルニア州の学級規模縮小（Class Size Reduction: CSR）は議論を招いた。学力

低下への対応の必要もあり、毎年 15 億ドルを投入して幼稚園から小学校 3 学年までのすべての学級

を 20 人に縮小しようとするものであった。しかし、大量の教員採用が必要となったため、無資格を

含む経験不足の教師の採用や教室の不足などが問題になり、プログラム評価によると、学級規模縮

小の効果は限定的であった。 

 連邦レベルでは、クリントン大統領が 1998 年の一般教書演説 27）において、今後 7 年間で 10 万

人の教員を増員し、小学校 3 学年までの学級規模を 18 人に縮小するという学級規模縮小計画（Class 

Size Reduction Program）を提案した。連邦教育省は学級規模縮小の効果に関する研究や州の取組を

レビューした『学級規模縮小：何がわかっているか』（U.S. Department of Education 1998）を発表し

た。学級規模縮小のための連邦政府の補助金は 1998 会計年度から措置されたが、ブッシュ政権成立

後の 2002 会計年度から、NCLB 法 Title II の教員の質ブロックグラント（Teacher Quality block grant）

に統合された。 

 国際的には、オーストラリア、ニュージーランド、スウェーデン、英国など多くの国で学級規模

研究が実施されるようになっている。我が国では国立教育政策研究所によって実証的研究が行われ

てきたが、近年は実験的要素を加味した研究も行われている。また都道府県独自の少人数学級も実

施されている。これらの結果は、米国の動向に関する情報とともに文部科学省の審議会などに提出

され、政策立案に活用されている（小川 2010）。 

 

⑶ 今後必要とされる研究 

 学級規模の教育効果に関しては、なお様々な議論が行われているが、現在では、STAR プロジェ

クトの結果が前提となっている。これは、STAR プロジェクトが数多くの研究事例の一つに留まる

ものではなく、大規模な RCT によって頑健なデータを提出したことによる。このように、この研究

が決定的でランドマーク的な研究であるという認識は、1990 年代に次第に高まってきた（Grissmer 

1999）。もっとも、テネシー州で実施された大規模 RCT と追跡調査は、唯一の研究であり再現性に

乏しい。しかし、これまでに行われてきた小規模 RCT や大規模な計量分析も同様の結果を示してお

り、ヘッジズは、このように相互に支えあっている３つの異なる研究方法による結果を統合すると、

学級規模の 24 人から 15 人への縮小の効果は極めて大きいわけではないが、持続的な効果を持つと

言えると結論付けている（Hedges, 2000）。 

 今後も各種の条件（学年、教科、指導方法等の相違）における実証研究、とりわけ RCT が必要で
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あろう。また、少人数学級がなぜ教育効果を生みだすのかというメカニズムについても研究が必要

である（小川 2010）。なお、準実験デザインの一つとしてキャンベルとスタンレーがあげていた回

帰分断分析（regression discontinuity analysis）（Campbell and Stanley 1966 pp.61-64）は、強いエビデ

ンスとして認められているが 28）、これが学級規模研究（Angrist and Lavy 1999）に用いられている

ことは注目される 29）。 

４．メタアナリシスの発展 

 グラスの提唱の後、メタアナリシスは各分野で急速に活用されるようになり、技法も洗練される

ようになった。また体系的な教科書は、1984 年にローゼンタール 30）、同年に社会・発達心理学者の

クーパー (H.M. Cooper)31）、1985 年に教育統計学者のヘッジズ（L.V. Hedges）とオルキン (Ingram 

Olkin)32）によって書かれ、ハンドブックはクーパーとヘッジズによって 1994 年に編集された 33）。こ

こでは、ヘッジズとクーパーによるメタアナリシスの事例を紹介する。 

 

⑴ 学校財政支出と教育効果 

 1968 年のワイズ（A.E. Wise）の “Rich Schools, Poor Schools” の影響や学校財政制度訴訟などに

より、各州においては学区間財政格差の縮小が図られ、教育財政は増加を続けていた。しかし公立

学校の教育に対する信頼の低下などから、特に 1980 年代から、学級規模の縮小を含めた財政支出に

対する批判が出されていた。その代表的論客が教育経済学者のハヌシェク（Eric A. Hanushek）であ

り、教育生産関数に関する 187 の研究をレビューした結果、学校財政支出と児童生徒の成績との間

には体系的な関係がみられないと結論付けた（Hanushek 1989）。 

 これに対しヘッジズは、ハヌシェクが研究を統合するにあたって採用した票集計（vote counting）

の手法（一次研究の数で判断する）を批判し、ハヌシェクと同じレビュー対象をメタアナリシス（個々

の研究の効果量（effect size）を重み付け平均）した結果、学校財政支出と児童生徒の成績には体系

的で十分大きいプラスの関係があることを示している（Hedges et al. 1994）。この問題については、

この後も様々な形で議論されている。 

 

⑵ 宿題の効果 

 クーパーは、国立科学財団（National Science Foundation: NSF）の助成を得て、米国で長く議論さ

れてきた宿題の効果についてメタアナリシスを実施した。これは政策立案者や実践者だけでなく、

保護者にも直接の影響を与えた。宿題をテーマとする約 250 の論文のうち、実証的な約 120 の研究

を統合した結果、宿題を与えられた生徒の成績は、与えられなかった生徒よりも良好であり、長時

間を要する宿題の方がそうでない宿題よりも良好であった。また効果は学校段階があがるほど高い

（Cooper 1989）。さらにその後の研究についても分析が行われている（Cooper et al. 2006）。 

 この研究をもとにして、クーパーは 1989 年に『宿題』、1994 年に『宿題をめぐる戦い：行政官、

教師、保護者の共通の基盤（2007 年第 3 版）』）を出版している。また、連邦教育省は 1995 年に保

護者向けの冊子を作成し（2002 年、2005 年に改訂）、ホームページ 34）も設けている。 
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５．キャリア・アカデミー研究 

⑴ 1980～90年代の動向 

 1980 年代には、学校におけるプログラムのうち、児童生徒のメンタルヘルスの改善プログラムの

効果や、暴力やたばこ・薬物・アルコールの防止に関するプログラムの効果など、健康教育や非行

防止に関連した実験が、保健医療や刑事司法の研究として行われてきたが、教育研究としてはあま

り行われてこなかった。これは、教育においては他分野よりも RCT の実施が困難ではないかと、教

育研究者が考える傾向にあったことや、ヘッドスタートや初等中等教育法のプログラムの効果を検

証するために、1970 年代以前に実施された実験的な評価の結果が思わしくなかったことなどによる

と考えられる（Cook and Payne 2002 p.162）。この点でもテネシー州の STAR プロジェクトは際立っ

ている。 

 また、1980年代の教育省の研究予算の削減が他省に比べて大きく、1985年に国立教育研究所（NIE）

が廃止されたことなども影響していると思われる。しかし、教育省の政策評価としては、例えば中

退防止プログラムの評価（1989-96）や Upward Bound（低所得層の家庭等の高校生の大学進学を支

援するプログラム）の評価（1994-2009）が RCT によって行われている 35）。このほかニューヨーク

市（1997-99）、オハイオ州デイトン市（1998-2000）、ワシントン DC（1998-2000）における民間財

団によるスクールバウチャーが生徒の成績に与える影響について、RCT が行われている（Howell et 

al. 2002）。 

 

⑵ キャリア・アカデミー研究 

 このような中で教育分野の重要な RCT としては、1993 年から 2008 年までの間、労働力実証研究

協会 (Manpower Demonstration Research Corporation: MDRC)36）によって実施されたキャリア・アカ

デミー研究（The Career Academies Study）がある。キャリア・アカデミーとは、ハイスクールの「学

校内学校（a school-within-a-school）」として、募集に応じて選ばれた生徒に対し、職業科目とアカ

デミック科目とともに、夏季雇用の機会等が与えられるコースである。 

 この研究は、キャリア・アカデミーのコースが、生徒の成績、卒業や、進学・就職後の状況など

長期的に与える影響を評価したものである。8 都市の 9 校で約 1,760 人の第 8・9 学年の生徒がキャ

リア・アカデミー・コース 959 人と従来コース 805 人にランダムに分けられ、それぞれのコースに

はハイリスクとローリスクのサブ・グループが含まれている。2 年間のプログラムと 8 年間の追跡

調査が行われた。研究費は、連邦教育省と連邦労働省と 17 の財団から提供された。調査結果のうち、

例えば第 12 学年終了時における状況をみると、キャリア・アカデミー・コースのハイリスクの生徒

は、従来コースのハイリスクの生徒に比べて、中退率の低下、出席率の向上、修業年限での卒業率

の高さがみられたが、数学と読解の試験を受けた 490 人の成績については、両コースの差は見られ

なかった。 

 この研究は、志願者の中から選抜するというキャリア・アカデミーの仕組みの中で、選抜の方法

を抽選とすることによって、対象者の同意を得つつ、ランダム割付による実験を可能にしたもので

ある。社会政策の分野で数多くの RCT の実績のある MDRC が、教育分野で初めて行った本格的な

RCT であり、教育研究にとって意義は大きい。 
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６．読みの研究から NCLB 法へ 

⑴ 読みの指導と「科学的根拠に基づく読みの研究」37） 

 ⅰ）「読みの戦争」（reading wars） 

 米国では長い間、読みの指導方法について論争があったが、実験デザインによる研究においては、

単語の綴りと読みの関係を指導するフォニクス（phonics）などの方法に効果があるという結果が有

力であった。しかし 1980年代には、フォニクスなどを重視しないホール・ランゲージ（whole language）

運動が学校現場に広がり、論争は「読みの戦争」と呼ばれるようになった。カリフォルニア州の場

合、1987 年のフレームワークでホール・ランゲージの考え方を採用したが、同州の 1992 年の NAEP

の成績は全国レベルより大幅に低いことが判明し、1994 年にはさらに低下した。成績低下とホー

ル・ランゲージの関係は明確ではないが、この戦争は政治の舞台に拡大した。カリフォルニア州は

1997 年にフレームワークを改訂し、同州をはじめ 18 の州で同年までにフォニクスなどを重視する

法律が成立した。科学的根拠を持たなかったホール・ランゲージ運動が、政治の舞台で説得力を持

たなかったためと言えよう（Kim 2008 pp.99-100）。 

 

 ⅱ）「科学的根拠に基づく読みの研究」 

 連邦レベルでは、1990 年代初めから、生理心理学者ライアン（G. Reid Lyon）が国立小児健康発

達研究所 (NICHD)38）においてこの問題に取り組み、有効な介入に関する実験研究や縦断研究に対す

る助成プログラムが行われていた。 

 第 4 学年の児童の 40%が基礎レベルの読みができないという 1992 年の NAEP 調査の結果に続き、

第 12 学年の reading の成績が有意に低下したという 1994 年の結果が明らかになると、読みの指導の

問題が大きく取り上げられるようになった。クリントン大統領は、教育を最優先事項とした 1997

年の一般教書演説 39）において、すべての 8 歳児が読めるようになることなど 3 つの目標を示すと

ともに、10 項目の行動方針の 3 番目で調査結果を引用して読みの指導の重要性を強調した。翌 1998

年には、全米研究評議会 (National Research Council: NRC) 40）から報告書 41）が出され、ほとんどの

読みの障害は防げることや、読みの指導の効果を高めるための研究の重要性などが提言された。同

年には連邦議会において Reading Excellence Act が制定され、読みに関する教員研修や課外指導など

に対する助成プログラムが定められた。この法律の中に「科学的根拠に基づく」（scientifically based）

という言葉が初めて規定され、助成を受けるプログラムは「科学的根拠に基づく読みの研究」

（scientifically based reading research: SBRR）に基づくことが要件とされた。ここでも問題（読みの

戦争と調査結果の発表）と政策（科学的根拠に基づく研究）と政治（教育改革）の流れが合流して

「政策の窓」が開いたと言えよう。 

 

 ⅲ）ナショナル・リーディング・パネルと Reading First 

 この間 1997 年には上院予算員会において、読みの指導においてどの実践が有効かを検討するため

に、NICHD にナショナル・リーディング・パネル（National Reading Panel: NRP）を設けることが要

請された。同パネルは８つの課題についてレビューを行い、メタアナリシス 42）や質的分析による

研究統合を行い、2000 年に報告書 43）を提出した。 

 2001 年に成立した連邦法「落ちこぼれを作らないための初等中等教育法」（No Child Left Behind 

(NCLB) Act）は、Reading First および Early Reading First などの助成プログラムを規定し、助成を受
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ける州や学区のプログラムが SBRR に基づくことを求めている。NRP の影響力は大きく、その知見

は SBRR に該当すると考えられるため、多くの州や学区では、NRP 報告書が読みの指導において重

要としている５つの要素 44）を用いてプログラムを組むようになっている（Kim 2008 p.103 p.276 note 

64、海津 2006 p.23）。 

 さらに 2002 年には、国立リテラシー研究所 (National Institute for Literacy) 45）が NICHD の協力を

得て、NRP の対象とならなかった０歳から５歳までの子どもを対象とする National Early Literacy 

Panel を設け、NRP と同様にメタアナリシスなどによる科学的研究の統合を実施して、2008 年に報

告書を提出している（Shanahan and Lonigan 2010）。 

 また、2004 年の Individuals with Disabilities Education Acts: IDEA の改正においては Response To 

Intervention: RTI という考え方が採用され、学区は LD の判定にあたって、「子どもが科学的かつ研

究に基づいた介入に反応するかどうかを判定するプロセス」（a process that determines if the child 

responds to scientific, research-based intervention）を用いてもよいことが新たに定められた（海津 2006 

pp.26-7）。 

 

 ⅳ）数学戦争 

 なお、算数・数学の分野でも数学戦争と呼ばれる論争が激化し、1998 年に全米科学財団（NSF）

と連邦教育省が米国科学アカデミーに調査を依頼して同様のパネルが設けられ、2001 年に報告書 

“Adding It Up: Helping Children Learn Mathematics” が出された。さらに 2006 年には、ブッシュ大統

領により、算数・数学の指導と学習に関するエビデンスをまとめ，算数・数学の学力改善のための

提言をすることを主な目的として、全米数学諮問パネル National Mathematics Advisory Panel が設け

られ、2008 年に報告書が提出されている。これらのパネルにおいても研究がレビューされ、メタア

ナリシスなどによる統合が行われた。 

 

⑵ NCLB 法と「科学的根拠に基づく研究」 

 クリントン大統領の科学技術諮問委員会の報告を受けて、NSF と教育省、NICHD は共同で 1999

年から 2005 年までの間、規模が大きい実験ないし準実験の方法論などによる科学・数学・読みに関

する教育研究を助成する、教育研究イニシアティブ（Interagency Education Research Initiative: IERI）

を実施していた（Boruch et al. 2009 pp152-3）。 

 2001 年にはブッシュ政権のもとで NCLB 法が超党派で成立した。同法は、「科学的根拠に基づく

読みの研究」の考え方を他のプログラムに広く及ぼしており、同法に基づく助成を受ける州や学区

のプログラムは、「科学的根拠に基づく研究」（scientifically based research: SBR）に基づくことが求

められている。SBR とはどのような研究かについて、同法第 9101 条(37)(A)は、「教育活動及びプロ

グラムに関連する信頼性が高く有効な知識を得るための厳密な、体系的な及び客観的な手続の適用

を伴う研究」であるとし、かつ、同条(37)(B)に掲げる研究 46）が含まれると定義している。 

 連邦議会では、教育研究の質に対する批判に関連して、引き続き連邦教育省の教育研究に対する

助成の在り方が議論され（Vinovskis 2009 pp.66-68）、2002 年には、連邦教育省の教育研究改善局を

改組して教育科学研究所（Institute of Education Sciences: IES）を設置する教育科学改革法（Education 

Sciences Reform Act of 2002）が成立した。IES は、NCER や NCES などのセンターやプログラムを有

しているが、新たに WWC 情報センター（What Works Clearinghouse: WWC）を開設するとともに、

RCT による研究への助成、若手研究者の育成などのプログラムを実施している（Vinovskis 2009 p.69）。
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RCT については、連邦教育省の助成研究のみの数字であるが、2000 年に実質的には 1 件のみであっ

たのが、2001～06 年には教育科学研究所（IES）から少なくとも 60 件以上が助成されている（Boruch 

et al. 2009 p.153）。また、WWC 情報センターは、RCT を中心として SBR に該当する質の高いエビ

デンスをレビューし、提供することを目的としている（田辺 2006、OECD2007 pp.53-61（豊（訳）

2009 pp.91-104））。 

７．おわりに 

 米国の教育研究においては量的研究が大きな役割を果たしている。しかし学級規模研究の場合で

わかるように、計量的方法はもとより、ランダムでない、あるいはコントロールの十分でない実験

的方法では、必ずしも説得力のある結論が得られるわけではない。1985 年にはじまるテネシー州の

STAR プロジェクトが大規模 RCT であることによって決定的な研究となって以降、RCT の強力さが

教育研究者や政策立案者の間に広まったことが、1990 年代後半からの「科学的根拠に基づく研究」

につながったのである。 

 我が国の教育研究においては量的研究が少なく、RCT はほとんど実施されていない。教育分野の

RCT については、倫理上の問題などの課題があるが（岩崎 2010b pp.15-19）、教育分野においても

キャリア・アカデミー研究のデザインや、その後の米国における RCT の増加に見られるように、

RCT が可能な場合は少なくない。 

 もちろん RCT の実施が困難な場合も多いため、様々な量的研究の手法が必要である（Weiss 2002 

p.198-202）。また、これらの前提として cross-sectional な調査統計の充実はもとより、評価研究や

測定研究の進展と相まって開発される学力調査や、我が国の教育行政による統計ではほとんど行わ

れていない縦断調査などの調査研究を進める必要もある。資金も必要であるが、人材の育成や技術

基盤の構築も求められる。一方、RCT をはじめとする量的研究を重視することは、質的研究や概念

的研究を軽視するものではない。政策立案における判断にあたっては、厳密で頑健な量的研究が決

定的であること、すなわち研究の厳密性や頑健性が政策との関連性・妥当性の重要な要素であるこ

とも多いが、関連性・妥当性には様々な要素があり、政策課題の把握や理解には、質的研究や概念

的研究の成果も有効である。多様なデザインの質の高い研究が必要とされるのであって、リサーチ・

ポートフォリオ（research portfolio）のバランスが重要である。 

 筆者は以前、エビデンスに基づく政策と実践について、研究者、政策立案者、実践者のそれぞれ

の課題や、保護者、住民、国民の理解などに簡単に触れたことがあるが（惣脇 2009 pp.7-10、2010 

pp163-4）、今後、機会を改めてこれらの課題を整理、検討することとしたい。教育の質を高めるた

めには、研究が大きな役割を果たしうるが、教育の質に対する批判には、教育研究の質に対する批

判が内在している。教育の改善を図るとともに、教育制度のアカウンタビリティを高め、教育研究

の質を高めるために、米国の事例は大いに参考になると思われる。 

 

注 

１）RCT は「無作為化対照実験」などと訳されることも多いが、本稿では、エビデンスに基づく医療において、近年用い

られるようになった「ランダム化比較試験」とした。 

２）meta-analysis は「メタ分析」と訳されることも多いが、本稿では、エビデンスに基づく医療において用いられている

「メタアナリシス」とした。 
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３）RCT の事例については、主として Nave et al. (2000)、Greenberg and Shroder (2004)、Stufflebeam and Shinkfield (2007)に

よるほか、調査実施機関等のホームページの情報を参照した。 

４）このテキストは Gage, N. L. (ed.) (1963) “Handbook of research on teaching: a project of the American Educational Research 

Association”の第 5 章として執筆され、同章のリプリントが 1966 年に単行本として発行された。 

５）フィッシャー（R. A. Fisher, 1890-1962）は、英国の統計学者・遺伝学者。1920 年代にロザムステッド農事試験場で

RCT を開発した。 

６）Oakley (1998）によると、米国の教育心理学者ソーンダイク（Edward L. Thorndike, 1874-1949）とウッドワース（Robert 

S. Woodworth, 1869-1962）が 1901 年に対照（統制）群の必要性を見出し、英国のロンドンの視学官であったウィンチ（W. 

H. Winch, 1864-1935）による 1908 年の研究は、実験群と対照（統制）群に事前・事後のテストを行った最初の実験の

一つであった。しかし、この時期に行われた実験は、完全な RCT とは言えないようである。 

７）American Psychologist vol.24 issue 4 に発表され、著作集に収録されている（Campbell, D. T. 1988 pp.261-289）。 

８）1971 年にラッセル・セージ財団（Russell Sage Foundation）にプロポーザルとして提出されたもので、著作集に収録さ

れた（Campbell, D. T. 1988 pp.290-314）。 

９）所管は経済機会局（Office of Economic Opportunity）であったが、児童に対する包括的なプログラムであることから現

在の所管は保健社会福祉省である。 

10）所管は法律の規定により連邦教育局であった。 

11）NLS-72 は、1972 年当時の高校生を 1986 年まで追跡した調査である。次いで、1980 年当時の高校生を 1992 年まで

追跡した High School and Beyond :HS&B が行われ、この種の大規模縦断調査は 2009 年に開始された HSLS-09 まで、5 本

が行われている。このほか、幼児や初任教師などについての縦断調査も行われるようになっている。  

12）社会科学では control group は「統制群」と訳されているが、本稿では、エビデンスに基づく医療において用いられて

いる「対照群」とした。 

13）http://www.highscope.org 

14）オランダでは 2000 年に 2 つの実験的な育児施設プログラムの大規模な評価を完了し、英国ではプログラムの包括的

な調査に従事していることが報告されている（OECD2002、御園生（監訳）p.47）。 

15）費用便益分析（cost benefit analysis）は、費用効果分析（cost effectiveness analysis）のうち、効果を金銭に換算して評

価するものである。 

16）Heckman, J. (2000) ‘Policies to Foster Human Capital’, Research in Economics, vol.54 no.1, pp.3-56 など。なおヘックマン

は 2000 年にノーベル経済学賞を受賞したことで著名である。 

17）同研究会『幼児教育の無償化について（中間報告）』は、「幼児教育は幼児の望ましい発達をもたらすという教育的効

果のみならず、社会経済的効果を有しており、その波及効果は社会経済全体に及ぶ」「このことについては、近年、諸

外国において、米国でのペリー就学前計画における研究・・・などで、質の高い幼児教育が、その後における成績の向

上や進学率の上昇、所得の増大、犯罪率の減少をもたらすなど、教育的・社会経済的効果を有するとの実証的な研究成

果が得られている。」「これらの研究成果では、小学校就学前に実施される幼児教育は、小学校就学後の教育投資の効果

を増大させ、その効果は成人後まで及ぶと指摘されている。」と述べている。 

18）もっとも、最初にメタアナリシスを行ったのはピアソン（Karl Pearson）で、1904 年のことであった（Chalmers et al. 2002 

p.14）。 

19）1977 年に発表された論文（Smith, M. L., & Glass, G. V. (1977) ‘Meta-analysis of psychotherapy outcome studies. American 

Psychologist’, 32, pp.752-760）は、精神分析や心理療法には効果がないと主張したアイゼンク（H. J. Eysenck）以来の論

争に決着をつける画期的なものであったとされる（丹野 2004 p.50）。 

20）極西部地方教育開発研究所（Far West Laboratory of Education Research and Development: FWL）は、初等中等教育法に

基づいて連邦教育局の助成を受ける研究所として、1966 年に発足した地域教育研究所（Regional Education Laboratory）

の一つ。1995 年に南西部の研究所と統合して WestEd となった。 

21）報告書に基づいて、1979 年と 1980 年に論文が発表され、1982 年に単行本『学校のクラスサイズ：研究と政策』（School 

Class Size: Research and Policy）が出版されている。 

22）コントロールされていない実験デザインは含まれているが、非実験デザインであるコールマン・スタディや IEA 国際

学力調査は含まれていない。 

23）“one of the most important educational investigations ever carried out and illustrates the kind and magnitude of research needed 
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in the field of education to strengthen schools” 

24）http://www.heros-inc.org 

25）K-3 が 20 人、4-6 学年が 25 人、7-9 学年が 30 人となった。 

26）学級規模研究では、STAR プロジェクトに次いで、このプログラムのデータセットがよく利用されている（山下 2008）。 

27）http://clinton4.nara.gov/textonly/WH/SOTU98/address.html 

28）米国の WWC 情報センターにおいては、RCT のほか、準実験デザインのうち回帰分断分析と単一被験者モデル（single 

subject design）によるものが、エビデンスとして認められている（OECD 2007 p.57 (豊（訳）2009 p.97)） 

29）慶応義塾大学経済学部の赤林英夫教授のご教示による。 

30）“Meta-Analytic Procedures for Social Research”。1991 年に改訂版が出されている。 

31）“The Integrative Research Review, A Systematic Approach”。2010 年に第 4 版“Research synthesis and meta-analysis: a 

step-by-step approach”が出されている。 

32）Hedges & Olkin (1985) “Statistical Methods for Meta-Analysis”。 

33）“The Handbook of Research Synthesis”。2009年に編集に Valentine, J. C.を加え、第 2版“The Handbook of Research Synthesis 

and Meta-Analysis”が出されている。 

34）http://www2.ed.gov/parents/academic/help/homework/index.html 

35）この２つの評価は、マスマティカ政策研究所（社会政策分野で RCT を実施することを主目的として 1968 年に設立さ

れたシンクタンク）に委託して実施された。http://www.mathematica-mpr.com 

36）MDRC は、1974 年にフォード財団などによって設立された非営利の研究所であり、低所得者のための社会政策・教育

政策などついての調査研究を実施している。http://www.mdrc.org 

37）主として Kim 2008、Ravitch 2000（末藤ほか（訳）pp.485-494）による。 

38）国立小児保健発達研究所（National Institute of Child Health and Human Development: NICHD）は、米国保健社会福祉省

の研究機関・研究助成機関として著名な国立保健研究所（National Institutes of Health: NIH）の研究所の一つ。同研究所

で、読み障害（reading disability, dyslexia）を含むこの分野の実験研究プログラムを実施していたライアンは、連邦政府

の政策立案において重要な役割を果たした。 

39）http://clinton4.nara.gov/textonly/WH/SOU97/ 

40）科学的および技術的問題について連邦政府に勧告する役割を有する米国科学アカデミー（The National Academy of 

Sciences）の傘下の組織である。 

41）“Preventing Reading Difficulties in Young Children” 

42）例えばフォニクスに関して確認された 1,373の研究のうち、基準を満たす 38の研究についてメタアナリシスが行われ、

低学年においては体系的なフォニクスが他の指導方法よりも有意に効果的であることが明らかにされている。 

43）“Report of the National Reading Panel: Teaching Children to Read” 

    http://www.nationalreadingpanel. orf/Publications/ nrp/publications.htm 

44）音素認識（phonemic awareness）、フォニックス（phonics）、流暢性（fluency）、語彙（vocabulary）、理解（comprehension）

の５つの要素である。 

45）National Literacy Act of 1991 によって 1991 年に設立された連邦教育省の研究所。 

46）次の 6 つが掲げられている。(i) employs systematic, empirical methods that draw on observation or experiment; (ii) involves 

rigorous data analyses that are adequate to test the stated hypotheses and justify the general conclusions drawn; (iii) relies on 

measurements or observational methods that provide reliable and valid data across evaluators and observers, across multiple 

measurements and observations, and across studies by the same or different investigators; (iv) is evaluated using experimental or 

quasi-experimental designs in which individuals, entities, programs, or activities are assigned to different conditions and with 

appropriate controls to evaluate the effects of the condition of interest, with a preference for random-assignment experiments, or 

other designs to the extent that those designs contain within-condition or across-condition controls; (v) ensures that experi-

mental studies are presented in sufficient detail and clarity to allow for replication or, at a minimum, offer the opportunity to build 

systematically on their findings; and (vi) has been accepted by a peer-reviewed journal or approved by a panel of independent 

experts through a comparably rigorous, objective, and scientific review. 
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米国のエビデンス仲介機関の機能と課題 

－米国WWC 情報センター（What Works Clearinghouse）の例より－ 

Roles and Issues of the Agency Working with Evidence 
－the example of What Works Clearinghouse in the United States－ 

豊  浩子＊  
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Abstract 
What Works Clearinghouse (WWC) is a website established by Institute of Education Sciences at 

the U.S. Department of Education under the current American educational reform, endorsed by the 

No Child Left Behind Act. With its mission to provide educators, policy makers, researchers, and 

the public with a source of scientific evidence on effective education programs and practices, WWC 

has been working to review almost all available research on the interventions in various topic areas 

in education. WWC has a rigorous protocol and procedures for the assessment of evidence in each 

topic area, and normally admits only randomized control trials. The current topic areas reviewed by 

WWC are: Adolescent Literacy, Beginning Reading, Character Education, Dropout Prevention, 

Early Childhood Education, Elementary School Math, English Language Learners, Middle School 

Math, Students with Learning Disabilities, High School Math, and Early Childhood Education for 

Children with Disabilities. The publications produced by WWC include Topic Report, Practice 

Guide, Intervention Report, and Quick Review. Although WWC has produced many publications to 

disseminate its review and assessment on educational research, there are some critiques that 

WWC’s focus on randomized control trials has raised some serious issues about the meta-analyses 

conducted by WWC. The current educational reform originally aimed to equip all American stu-

dents with a strong academic achievement including the critical thinking, problem solving skills that 

the globalized economy needs. However, the accountability system, which the reform demands of 

schools and districts, seems to have let them search for “quick answers” that help them teach 

students just the basic skills required by the high-stakes standardized tests. Thus, the current 

situation may take the reform in unpredicted directions, and it is uncertain that WWC will continue 

to play the same role in the near future. 

 

１．はじめに 

 近年、欧米の先進諸国では政府が主導して、研究と政策をつなぐエビデンスの収集・レビュー・

分析・評価を行う仲介機関が設立、運営される例が見られる（OECD 教育研究革新センター 2007）。

本論では、米国の What Works Clearinghouse（WWC 情報センター, 略称 WWC）のケースをもとに、

エビデンスの仲介機関の機能とその課題について述べることとする。 

                                            
＊ 研究協力者 
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 WWC は、米国教育省下の Institute of Education Sciences（教育科学研究所, 略称 IES）によって設

立された、ウェブサイトによる、教育の評価研究に関するレビューのデータベースである

（http://IES.ed.gov/ ncee/WWC/）。 

 その目的は、教育における介入の効果について、科学的エビデンスとして信頼性の高い情報源を

提供することであり、その活動の中心は、介入の効果にかかわるエビデンス、特に因果関係が認め

られるエビデンスのレビュー及び要約を行うこととされ、その役割は、WWC が対象とするトピッ

ク分野におけるあらゆる研究報告を網羅し、厳密な基準によってそれらのエビデンスの信頼性を判

断し、取捨選択することにあるとされる。（Boruch & Herman 2007）。 

 Boruch & Herman（2007）によれば、WWC が対象としている利用者は、政策立案者、教員ら教育

関係者、保護者、研究者、一般市民に及ぶ幅広い層である。 

２．WWC 設立の背景 

⑴ 米国の教育改革の動向 

 米国では 1980 年代、グローバル化による国際経済競争の激化及び米国の国際経済的地位の低下に

対する危惧と不安を背景に、『A Nation at Risk（危機に立つ国家）』が発表され、「Back to basics（基

礎に帰れ）」の教育改革に向かうことになった（苅谷 2001, Shoenfeld 2004）。 

 この動きは、従来、各州レベルで行われてきた教育政策に対し、米国の将来がかかっている教育

の内容・質を米国全体で向上させる必要性があるという認識のもと、連邦政府が主導して教育改革

を行う流れへとつながった。 

 1989 年、当時のブッシュ大統領は州知事や財界のリーダーを招いた第１回「教育サミット」を開

催し、そこで「全米教育目標」の達成戦略「2000 年のアメリカ」が設定され、各州は教育スタンダ

ードの設定と学力テストの実施を求められた（岸本 1998, 杉浦 2006, 松尾 2010）。 

 この、全米挙げての取り組みは、連邦政府の呼びかけによる、各州でのスタンダード開発とそれ

に基づく教育改革へと向かった。 

 続くクリントン大統領もこの流れを踏襲し、1994 年に教育改革に関する初の連邦法 Goals 2000: 

Educate America Act（2000年の目標・アメリカ教育法）を成立させ、Elementary and Secondary Education 

Act（初等中等教育法, 略称 ESEA）を修正して Improving America’s School Act（アメリカ学校改善

法）を制定した。（杉浦 2006） 

 以上のように、政権を超えた教育改革への取り組みが続いたにもかかわらず、1990 年代の終わり

になっても、「全米教育目標」の達成や、生徒の学力の向上といっためざましい改善は見られなかっ

たとされる（松尾 2010）。 

 

 2001 年、ブッシュ政権で、クリントン政権の教育政策が引き継がれる一方で、ESEA を改正した

the No Child Left Behind Act（落ちこぼれをつくらないための初等中等教育法, 略称 NCLB 法）が制

定され、2002 年に施行された。 

 NCLB 法は、米国における学力格差の是正を図ると同時に、科学的に実証された質の高い研究、

すなわち科学的エビデンスを、教育における政策決定に利用することを重視するとされた（田辺 

2006）。 

 2002 年には、The Education Sciences Reform Act of 2002（教育科学改革法）によって、教育省下に
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新たに IES が設立された。IES はそのミッションを、教育実践と政策が基盤とする厳密な証拠を提

供することとし、何がなぜ有効か、有効でないか、を明らかにし、全ての生徒、特に、教育的リス

クの高い生徒のための教育成果の向上を目指すとしている 1）。 

 IES の活動としては、学力達成度向上の方法に関する調査研究の助成、国の教育プログラムに関

する大規模評価、National Assessment of Educational Progress（全国教育プログラム評価, 略称 NAEP）

のような教育状況に関する様々な統計報告などが挙げられている。IES はまた、エビデンスを基盤

とする教育のためのインフラ構築のサポートを行うために、州に、長期データのシステム開発の助

成金を出している。さらに、WWC や、ERIC 教育データベース、会議や出版物、10 の地域教育ラボ

ラトリー、10 の国立研究開発センターを通して、一般市民や教育実践者に対する、教育に関するエ

ビデンスの普及に努め、法的及び文化的に偏った政治的影響は受けないとしている。 

 

 WWC は、このような動向の中で、2002 年、IES によって設立された。 

Boruch & Herman（2007）によれば、WWC は、IES とキャンベル共同計画と American Institute for 

Research とのジョイントベンチャーに対する契約を通じて資金援助され、その目的と運営方針は契

約により明確にされた。具体的には、IES の入札に３社のリサーチ会社が応じ、American Institute for 

Research が契約を得、2440 万ドルの資金援助のもと、活動を行ったとされている 2）。 

2007年から2012年までの５年間は、Mathematica Policy Research Inc.が5000万ドルで契約を結び、

調査を委託されて行っている（Slavin 2008）。この Mathematica Policy Research Inc.は、ランダム化比

較試験（Randomized Controlled Trials, 略称 RCT）実施のノウハウと実績を持ち、当社のウェブサイ

トによれば、特に障害、幼児期、教育、雇用、医療、栄養に関する政策について専門性が高いコン

サルト企業、となっている 3）。 

WWC は契約先の変更及び資金の増額に合わせて、公表されるレポートの迅速化が図られ、また、

より実践的な内容のレポートも発表されることになったようである 4）。2008 年からは、全国の一般

メディア上で報道された最新の研究について迅速にレビューを行う「クイックレビュー」（Quick 

Review）を公表するようになった 5）。また、教員や、学区、州の教育関係者らのために、実際的で

使いやすい内容を目指した「実践ガイド」（Practice Guide）も発表されるようになった。 

 Boruch ＆ Herman（2007）が、WWC のウェブサイトは透明性の高い最新の基準を掲げ、進化し

続けている、と述べているように、WWC の刊行物とそのウェブサイトは、できるだけ利用者に使

いやすく参照しやすい内容と形式に修正されてきているようである。これは、エビデンスの仲介機

関として、次に述べる、科学的エビデンスの普及を推進する連邦教育省の方針に沿ったものだとも

いえよう。 

 

⑵ 教育政策における科学的エビデンスの推進 

 連邦教育省は、2001 年の NCLB 法の制定以降、教育研究における「厳密なエビデンス」に裏付け

られた、科学的に根拠のある方法論の活用を推進してきているが、その背景には、教育における介

入の有効性について、信頼のおけるエビデンスに基づいて因果関係が明示されるべきである、とい

う考え方があるとされる（Boruch & Herman 2007）。 

 WWC はエビデンスの仲介機関として、教育省の要求する「厳密なエビデンス」を教育分野にお

ける大量の研究を網羅して探索、レビュー、評価を行い、その結果を利用者にわかりやすい形で報

告する、という役割を担っている。 



 74

 教育省はまた、一貫して「厳密なエビデンス」とは RCT によるものだと定義している。2003 年

には、科学的エビデンス、また scientifically－based research（「科学的根拠のある」研究）の定義に

関して、「厳密なエビデンスによって裏付けられた教育実践の識別と実施：ユーザーフレンドリーガ

イド」というガイドラインを発表し、「科学的根拠のある」エビデンスとは RCT によって得られた

エビデンスのことを指すと明言し（田辺 2006, Boruch & Herman 2007）、以降もこの方針の推進のた

めに、ガイドラインや出版物を通し 6）、研究の計画・実施や教育施策への取り入れにも RCT の採用

を推奨している。 

 これは、RCT であれば、調査の初めの段階では、子どもであれ、家族であれ、学校であれ、介入

にかかわる対象は、より効果的とみなされる他の介入にかかわる対象と格別異ならないため、RCT

からは公正な比較が示されるという見解に基づいているとされる（Boruch & Herman 2007, Coalition 

for Evidence-Based Policy 2003）。 

 RCT は、医学分野では 1950 年代から、そして 1970 年代からは雇用、研修、福祉分野の研究にお

いても、優位を占めるようになったが（田辺 2006、Boruch & Herman 2007）、教育の分野ではそれほ

ど重視されてこなかった。これには、RCT の実施が教育の現場では容易ではなく、また実験の対象

となるグループとその比較グループを決定することが倫理的にも問題があるなどの理由から、積極

的に推進されてこなかった背景がある。教育省の方針はこういった従来の傾向を大きく変更するも

のであった (田辺 2006, Boruch & Herman 2007) 7）。 

 

 教育省の「科学的根拠のある研究」を推進する姿勢は、同省の 2002-2007 年及び 2007-2012 年の

長期計画目標でも明確にされている（U.S. Department of Education 2002, 2007）。 

 WWC 及び IES には RCT を強制する力はないとされてはいるが（田辺 2006）、実際のところ、教

育省の 2002-2007 年の長期計画目標では、科学的根拠に基づく教育研究への助成方針が打ち出され、

研究助成金の申請書やガイダンスは、研究知見を反映するように改訂され、研究助成金受給者は、

有効性が実証された方法論を用いるよう義務づけられた。（U.S. Department of Education 2002）。こ

ういった動きを反映し、教育の分野での RCT による調査研究が増加しているといわれる（Slavin 

2006）。 

 教育省は、2007-2012 年の長期計画目標では、こういった努力を引き続き行うことを明言し、教

育をエビデンスに基づく分野へと変える、という目的を掲げ、下記の内容を宣言している。 

⑴ 読み書きの達成、数学と理科の達成、教員の質と有効性を向上させるための、効果的なプログ

ラムと実践を開発または認識する。 

  IES はそのために、the National Center of Education Research（国立教育研究センター）及び the 

National Center of Special Education Research（国立特殊教育研究センター）を通じて、質の高い研

究プロジェクトに対する助成金の支給を続ける。研究プロジェクトが効果的なプログラムや実践

を生み出しているかどうかの判断については、WWC の厳密なエビデンス基準が適用される。 

⑵ 教育プログラムと実践の有効性についての情報を普及する：IES は、教育における意思決定者

に対する、教育プログラムと実践の有効性に関するリソース提供のために、WWC に対する助成

を続ける。 

  IES はまた、WWC による「実践ガイド」の開発にも助成を行う。WWC の「介入レポート」が

個々のプログラムや実践に焦点を絞っているのに対し、「実践ガイド」は、カリキュラム、教員研

修、評価、アカウンタビリティなどの分野にわたる、広範囲の解決を要する特定の問題に関する



米国のエビデンス仲介機関の機能と課題 

 75

実践について、首尾一貫したガイダンスと提案を提供する。「実践ガイド」は入手可能なベストの

エビデンスを取り入れ、特定の提案を支持するエビデンスの質について利用者に注意を促す。「実

践ガイド」は連邦教育省によって広く普及されることになっている。 

（以上、U.S. Department of Education 2007 より引用） 

 

 上記のように、研究プロジェクトに対して、助成金を支給するか否かを決定する評価には、WWC

のエビデンス基準が適用されることになっている。 

 また、WWC と、WWC の発表する「実践ガイド」に対して、IES から助成と支援を行うことも明

確に打ち出され、エビデンスの仲介機関としての WWC の役割に対する期待が引き続き大きいこと

が示唆される。 

 

 なお、この 2007-2012 年の長期計画目標では、WWC で有効性を確認されて教育省から助成を受

けるプログラムや実践の数を増やすと同時に、WWC のウェブサイトの閲覧件数を 2006 年の 680 万

回から、2012 年には 1500 万回にしたいとして、表１のように目標に挙げている（U.S. Education 

Department 2007）。 

 

表１：連邦教育省によって発表された、WWC 基準で有効とのエビデンスを証明されて教育省の助

成金を受けているプログラムや実践の数と WWC の利用についての目標値 

 基準 目標 

 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年

WWC 基準で有効とのエビデンス

を証明されて教育省の助成金を

受けているプログラムや実践の数 

       

・読み書き 3 6 11 13 15 17 20 

・算数または理科 1 3 7 10 12 15 18 

・教員の質 1 3 5 7 10 12 15 

WWC ウェブサイトの閲覧件数 680万 800万 920万 1050万 1200万 1350万 1500万

（U.S. Education Department  2007） 

 

 上記から、教育の分野において、WWC 基準によるエビデンスを証明されて教育省から助成金を

受けるプログラムや実践の数によって、エビデンスにおける WWC 基準がどの程度、教育の実践の

場に浸透しているか、をある程度見ることが可能と考えられている様子が窺える。 

 また、WWC のウェブサイトの閲覧件数が、WWC が実際にどの程度利用されているかを測る指標

として重要視されていることから、教育省が、WWC の利用をできるだけ広範囲に普及させ、教育

研究エビデンスの仲介機関としての活用拡大を推進する方針であることがわかる。 

 

 初期の WWC に対しては、実施するレビューがわかりにくい、レビューのスピードが遅いといっ

た批判も出たようであり 8）、その対応策の一環としてか、教育省は、「クイックレビュー」や「実践

ガイド」といった、より迅速でわかりやすい刊行物を追加する他に、Doing What Works という、別

のウェブサイトも設立している (http://www.dww.ed.gov/site/)。このサイトは、WWC のレビュー内
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容を基に、教員や、学校、学区や州の教育関係者に対して、よりわかりやすい情報を提供すること

を目的としているようであり、特に「マルチメディア概観（Multimedia Overview）」として、音声と

映像によって内容を提供している。Doing What Works のサイトは WWC のサイトでも、パートナー

サイトとして紹介されている。 

以上の動向からも、連邦教育省の、科学的に根拠のあるエビデンスに基づく教育研究を推進する

戦略に際して、WWC がエビデンスの仲介機関として確固たる位置を占め、その推進の中核となっ

ている様子が窺える。 

⑶ 科学的根拠の基準としての RCT 

 WWC は、教育の場におけるプログラム等の介入に関して、教育省の方針を反映し、何が有効か

（What works）を判断するための質の高いエビデンスとして、特に RCT によるエビデンスを重要視

する方針を強調している。WWC の運営上、RCT は、因果関係を提示する上で準実験より信頼性が

高いとして最優先される一方、準実験は優先順位が低く、WWC によるどの報告においても、科学

的エビデンスの基準がより低いものとして扱われている。 

 

 RCT を最優先するという連邦教育省の決定は、教育や評価の分野で論争を巻き起こすことになっ

た（田辺 2006, 佐々木 2010, Donaldson & Christine 2004）。 

評価研究の第一人者であるとされるスクリヴェン（Michael Scriven）は、RCT が因果関係を証明

するための最良のデザインであるという主張を、一貫して鋭く批判してきたとされる（佐々木 2010）。

そして、連邦教育省の IES が、NCLB 法において RCT をほとんど唯一の望ましい調査デザインとす

る方針を全面的に打ち出したことに対して、スクリヴェンが教育省の方針に対する反対の急先鋒と

なり、アメリカ評価学会の意見表明として、RCT のみが有効なエビデンスとして扱われることに対

する反対意見をとりまとめて提出した。この動きに対し、同評価学会内で、教育省の立場を支持す

る人々が別の意見表明を提出し、スクリヴェンらに対して真っ向から反対する動きとなり、アメリ

カ評価学会が二分されたとされる 9）（佐々木 2010, Donaldson & Christie 2004）。 

 アメリカ評価学会ではその後、双方を招いた公開討論が行われたが、スクリヴェンはその際、RCT

が優れているという考え方を否定しているのではなく、教育省が、他の調査デザインを排除して

RCTのみを優先していることに対して反対しているのだ、と述べている（Donaldson & Christie 2004）。

このように、教育省の方針に反対する立場であっても、RCT の優位性を否定しているのではなく、

RCT が唯一のエビデンスとして扱われることに異議を唱えているのである（田辺 2006, Slavin 2008）。 

 教育省を支持する立場の代表として意見を述べたリプシー（Mark Lipsey）は、RCT 以外の調査方

法を認めないといっているわけではない、ただ、それ以上に介入評価に説得力を持つ調査方法が出

てこないだけだ、と述べている。そして、保健や医療その他、教育以外の分野では RCT の有効性が

高く評価、理解され、広く利用されており、今更議論にもならないが、教育関係者の間ではイデオ

ロギーとして RCT が受け入れられにくいのだと述べた。 

 スクリヴェンもリプシーも、RCT がプログラムの因果関係を評価する現在可能なベストの方法論

であり、プログラム評価に際し、プログラムの有効性に関する判定は不可欠であるという点では、

合意しているのである。ただし、スクリヴェンが、教育のプログラム評価の場で RCT の実施が成功

することはほとんどなく、現在では、介入プログラムの効果を決定する良質の調査デザインが他に

もあると主張したのに対し、リプシーは同意せず、そのような他の方法に対しては懐疑的であった
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とされる（Donaldson & Christie 2004）。 

従来、アメリカの評価関係者の間では、定量的評価の優位性を主張する立場と、定性的評価を重

視する立場との間で、論争が繰り返されてきたが、NCLB 法を機にこの論争が再燃したとされる（田

辺 2006）。この論争は結論や合意が出たわけではなく、また、後述するように、RCT のみを優先し

て認めるという方針のために、WWC が行うエビデンスのレビューや評価に関して問題が指摘され

るということも生じたのである。 

３．WWC の概要 

⑴ トピック分野 

 WWC は教育の幅広い分野を扱うとされるが、何をレビューするか、に関する、トピック、介入、

研究についての提案は、広く、保護者、教員、出版関係者、研究者、その他「何が有効か」の判定

に関心をもつ個人や組織等、誰でも行うことができるとされる（Boruch & Herman 2007）。こういっ

た点に、エビデンスの仲介機関として、関心を持つすべての人から質の高い教育研究とエビデンス

に関する情報とニーズを収集しようとする WWC の姿勢が見られる。 

 トピックの候補に関する意見は、WWC が関わる専門家のフォーラムや、主要分野の専門家など、

IES へのアドバイザーが提出することもある。WWC がレビューの対象とするトピックの選択は、 

（a）そのトピックの現行の教育政策と実践への関連性 

（b）どのような介入が採用されるべきか、という決定におけるトピックの見込まれる重要性 

（c）存在するエビデンスのレベル 

によって決定される、となっている。 

 

 WWC 設立初期のレビュー対象のトピック分野は、「ミドルスクールの数学」１つだけであったが、

2004 年から 2006 年の間に、「早期教育」、「初期読解力」、「小学校の算数」、「中退防止策」、「（英語

を母語としない）英語習得者」、「道徳教育」を加えた７つに増加した。その後、トピックは更に追

加され（「青少年期リテラシー」「学習障害を持つ生徒」「高校の数学」「障害を持つ子どものための

早期教育」）、2011 年 2 月現在ではトピックの数は 11 になっている。 

 WWC では、教育介入の効果について産出されるエビデンスの質を保証するために、エビデンス

評価のための運用基準が開発、体系化され、可能な限り WWC のウェブサイトに公開され、透明性

を確保しているとされる（Boruch & Herman 2007）。 

 Boruch&Herman（2007）によれば、各トピックには、レビューチームが設置され、チームメンバ

ーはプロジェクト代表者、プロジェクトコーディネーター、コーダーから構成される。各トピック

の分野における WWC のレビューで、プロジェクト代表者はまず、詳細にわたるプロトコルを開発、

記述するが、このプロトコルでは、介入、包括的な基準、リスクの高い下位グループを含む対象グ

ループ、関連する従属変数、WWC 基準に基づいた WWC のレビューに適格な調査デザインとはど

ういうものか、などについての定義がなされる。 

 WWC におけるレビューのプロセスの最初の段階で、徹底した文献探索と、出版済み及び未出版

の論文の全文の読解が行われる。この段階で、証言や単純相関のみに依拠している研究結果は除外

され、RCT と精緻な準実験が WWC のレビューの候補として認められる。適格な研究だと確認され

ると、RCT と準実験デザインとの、基本的なカテゴリーにおける識別の作業が開始される。 
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設計や実施の段階で、重要な欠陥のない RCT は、WWC によって「エビデンス基準を満たす」と

判定される。準実験で（１）プレテスト（または良質の代理テスト）と他の適切な対応変数におい

て一致するものか、または（２）これらの変数において共変するものは、「留保付きでエビデンス基

準を満たす」と判定される。「留保付き」という言葉は、全ての条件を同一にすると、RCT であれ

ば、差異についてバイアスのない推定が確実にできるが、準実験ではそれができない、ということ

を意図的に示唆するものだと説明されている（Boruch & Herman 2007）。 

研究のそれぞれのカテゴリーについて、内部妥当性に影響を与える特徴が特定される。例えば、

介入の実験毎の脱落率が大きく異なる RCT は特定される。そのような研究は、脱落が生じるバイア

スについて説明する情報が不足している場合は「留保付きで基準を満たす」として、準実験のステ

ータスまで評価を下げられる可能性がある（Boruch & Herman 2007）。 

 

⑵ 現在のトピック分野と「トピックレポート」10） 

 現在、WWC がレビューの対象としているトピック分野は以下のとおりである。各トピックの概

要は、WWC の説明に基づいている。 

 

 青少年期リテラシー（読み書き能力）（Adolescent literacy） 

4 学年から 12 学年（高校 3 年生）までの青少年期リテラシー（読み書き能力）のカリキュラム

と指導方法に関する調査研究についての評価が報告されている。これらのカリキュラムや指導

方法は、アルファベット•読解の流暢さ、理解力のスキルや、一般的なリテラシー（読み書き能

力）のスキル向上を目的としている。 

 初期読解力（Beginning Reading） 

未就学児から 3 学年までの初期読解力のためのカリキュラムと指導方法に関する調査研究につ

いての評価が報告されている。これらのカリキュラムや指導方法は、アルファベットや、読解

の流暢さ、理解力のスキルや、一般的な読解達成度向上のためのスキル向上を目的としている。 

 道徳教育（Character Education） 

小学校、ミドルスクール、高校での活用のために設計された道徳教育のカリキュラムと指導方

法に関する調査研究についての評価が報告されている。これらのカリキュラムや指導方法は、

肯定的な人格の形成、好社会的な態度、学業成績などに関する生徒のアウトカム向上を目的と

している。 

 中退防止策（Dropout Prevention） 

ミドルスクールと高校での、学校やコミュニティを基盤とした、中退防止のためのカリキュラ

ムと指導方法に関する調査研究についての評価が報告されている。これらのカリキュラムや指

導方法は、生徒が学校に在籍し続け、卒業する手助けとなるように設計され、学校で学習進歩

を妨げる要因を緩和したりするようなサービスやアクティビティを含むこともある。 

 早期教育（Early Childhood Education） 

3 歳から 5 歳までの子どもが使うために設計されたカリキュラムや指導方法に関する調査研究

についての評価が報告されている。これらのカリキュラムや指導方法は、言語、リテラシー（読

み書き能力）、算数、認識力などを含む、就学前の学校レディネス（school readiness）に関連す

る能力開発を目的としている。 

 小学校の算数（Elementary School Math） 
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未就学児から５学年までの、算数の学力に関わる生徒のアウトカム向上の目的で設計された、

小学校の算数のカリキュラムや指導法に関する調査研究を評価した「介入レポート」を公表し

ている。 

 英語を母語としない英語習得者（English Language Learners） 

英語を母語としない、英語習得者のためのカリキュラムや指導法に関する調査研究を評価した

「介入レポート」を公表している。これらのカリキュラムや指導方法は、未就学児から 6 学年

までに焦点を絞り、読解力や算数のスキル向上や、英語力の発達を目的としている。 

 ミドルスクールの数学（Middle School Math） 

ミドルスクール（6 学年から 9 学年レベル）の数学の成績に関わる生徒のアウトカム向上のた

めに設計されたカリキュラムや指導方法に関する調査研究を評価した「介入レポート」を公表

している。 

 学習障害を持つ生徒（Students with Learning Disabilities） 

K-12（一般的に 5 歳から 18 歳）の学習障害を持つ生徒の学業成績向上を目的としたカリキュ

ラムや指導方法に関する研究を評価した「介入レポート」を公表している。これらのカリキュ

ラムや指導方法は、読解、算数／数学、書き、理科、社会科、学校での発達を含むアウトカム

分野での学業成績の向上を目的としている。 

 高校の数学（High School Math） 

9 学年から 12 学年の高校生の数学での介入に関する調査研究を評価した「介入レポート」を公

表している。これらのカリキュラムや指導方法は、代数、幾何、三角法、微積分のスキルの向

上を目的としたものである。 

 障害を持つ子供のための早期教育（Early Childhood Education for Children with Disabilities） 

障害をもつ未就学児の学校レディネス向上を目的としたカリキュラムと指導方針に関する調査

研究を評価した「介入レポート」を公表している。 

 

 「トピックレポート」は、トピック分野に関する介入についてのレポートからの情報を

収集し、有効性、改善の指標、エフェクトサイズ 11）についての評価についての概観を提供

しており、その内容は以下のような項目に分かれている。 

 概観（Overview） 

 プログラムに関する追加情報（Additional Program Information） 

 研究（Research） 

 有効性（Effectiveness） 

 参照文献等（References） 

 資料（Appendices） 

 「介入レポート」（Intervention Report） 

 技術に関する資料（Technical Appendices） 

 

 「トピックレポート」では、利用者が、あるトピックについての数多くのプログラムに

ついて、評価や指標を簡単に比較できるようにしてある。 

 いったん公表されると、「トピックレポート」は更新されない。そのかわり、利用者はそ

れぞれのトピック分野で、研究や「介入レポート」（後述）の最新情報を基にして「研究知
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見の要約を自分の関心に合わせて作成すること」を勧められる。 

 

⑶ 「トピックレポート」の例 

 ■ 小学校の算数（Elementary School Math） 

 WWC のウェブサイト（http://ies.ed.gov/ncee/wwc/reports/elementary_math/topic/）に記載されて

いる内容によれば、この「トピックレポート」の知見は、2005-2006 年に行われた小学校の算数カ

リキュラムに関する WWC の初回報告の要約である。以下は、この「トピックレポート」の抜粋で

ある。 

 

 本レポートでは、算数の知識とスキルを向上させるように設計された、小学校（幼稚園から５学

年まで）の算数のカリキュラムについて調査している。 

 調査対象の算数カリキュラムは、数、計算、幾何学、代数（準備）、計測、グラフ、論理的証明の

いずれかを教える教材を基盤とした指導プログラムで、再現可能なものである。 

 調査は、コアの算数カリキュラムだけを対象とした。コアの算数カリキュラムとは、１学期もし

くはそれ以上にわたる指導プログラムで、生徒の通常の学校の指導の中心となるもので、教科書、

教具、コンピューターソフト、ビデオテープ、その他の教材の組み合わせを基本としている。この

レビューでは、生徒の算数の学力達成を主要なアウトカムとして、焦点を絞っている。 

 まず、340 件の小学校の算数のカリキュラムの報告とされる研究を見たところ、介入に対する評

価として、WWC のレビューの基準に適していたのは 237 件だった。残りの 103 件は介入のカテゴ

リーには属さなかった。 

 237 件の研究のうち、5 つのカリキュラムに関する９件の研究が、WWC 基準を満たしており、こ

のうち 2 件が留保なしの適合、7 件が留保付きの適合であった。全体では、WWC は、73 のカリキ

ュラムを見たわけだが、このうち５つは、留保なし又は留保付きで、WWC 基準を満たすものだっ

た。67 のカリキュラムは、WWC のエビデンス基準を満たさなかった。１つのカリキュラムは、単

一事例の研究であり、これはレビューを保留されている。 

 5 つの小学校の算数カリキュラムの１つの領域について結果を見てみると、「Everyday Mathe-

matics」というカリキュラムは、算数の成績にプラスの可能性の効果が認められたが、他の４つの

カリキュラムは、算数の成績に明確な効果は見られなかった。 

（以上、http://ies.ed.gov/ncee/wwc/reports/elementary_math/topic/より引用・抜粋。） 

 

⑷ 「介入レポート」（Intervention Report） 

 あるトピックについての介入に関する研究のレビューは、継続的に、都度、更新され、公表され

ている。例えば、「小学校の算数」のトピックについての「トピックレポート」は上述のとおりだが、

介入の算数プログラムの評価についてのレビューは随時行われており、2011 年２月現在では、73

件のプログラムについて、随時更新されたレビューの概要が公表されている。例えば、上述のトピ

ックレポートで、唯一プラスの可能性の効果があると評価された「Everyday Mathematics」について

の「介入レポート」は以下のような内容となっている。 

 

＜プログラムの概要＞ 

 「Everyday Mathematics」は、Wright Group / McGraw-Hill によって出版されている、幼稚園未就
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園児から６学年までの生徒を対象としたカリキュラムで、概念と実践的なスキルを学習する多様な

機会を提供している。各学年レベルにおいて、概念が様々な指導文脈のもとで復習され、広げられ

るようになっている。特に、このプログラムでは、日常生活での問題解決、算数的思考を生徒が伝

えられること、テクノロジーの適切な活用に重点をおいている。また、共同学習を含む様々なタイ

プの指導法のバランスをとり、スキルの練習のための様々な方法を用い、生徒の学習に親が関わる

ように促すことも強調されている。 

 

＜調査＞ 

 「Everyday Mathematics」について「小学校の算数」のレビュー・プロトコルの範囲に適合した１

件の調査が、WWC のエビデンス基準の「留保付き」に該当した。その調査にはテキサス都市部の

大規模学区の 3,436 人の３学年から５学年までが含まれている。この学区では「Everyday Mathe-

matics」の初版を使用した。 

 この調査に基づき、WWC は「Everyday Mathematics」の、小学生の算数の成績に対するエビデン

スの程度は小さいと判断した。 

 

＜有効性＞ 

 「Everyday Mathematics」は小学生の算数の成績に対し、プラスの効果の可能性があるとされた。 

 算数の成績 

有効性の評価 プラスの可能性 

改善指標 ＋11 パーセンタイル順位  

 

＜プログラムの補足情報＞ 

補足情報として以下の内容が簡単に紹介されている。 

・ 開発者と連絡先 

・ 利用の範囲（利用数等） 

・ 指導（プログラムのゴール、補助教材、研修オプション等） 

・ 費用 

＜調査＞ 

 WWC によってレビューされた 72 件の調査が、「Everyday Mathematics」の、小学校の生徒に対す

る効果を調査していた。1 件の調査（Waite 2000)は WWC 基準を留保つきで満たす準実験であった。

残りの 71 件の調査は、WWC のエビデンス基準または適格性の選考で除外された。 

 Waite（2000）は、「Everyday Mathematics」を使用している６つの学校に在籍する 732 人の３、４、

5 学年の生徒と、算数の成績の点数、生徒の人口統計、地理的位置の基準値をマッチングさせた、

12 の同じような学校に在籍する 2,704 人の３、４、５学年の生徒から成る比較グループを調査した。

介入グループの学校は、「Everyday Mathematics」の初版を実施する最初の年であった。比較グルー

プは、学区によって承認された伝統的な算数カリキュラムを使用した。 

 

・エビデンスの程度 

 WWC はそれぞれの領域で、エビデンスの程度を小さい、中程度、大きい、に分類している（詳

細は WWC の「手続きと基準ハンドブック」に記載）。エビデンスの程度は、調査の数と WWC 基準
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に留保なし或いは留保つきで適合した調査全体でのサンプルサイズの総数を考慮している。 

 WWC は、小学生に対する「Everyday Mathematics」のエビデンスの程度は、小さいと考えている。 

 

＜有効性＞ 

・調査結果 

 小学校の算数の介入についての WWC のレビューは、算数の成績における生徒のアウトカムに焦

点を当てている。下記の調査結果は、「Everyday Mathematics」の小学生に対する効果（エフェクト）

のサイズと統計的有意性について、調査を行った著者の推定と、WWC が計算した推定が含まれて

いる。 

 Waite（2000）は、算数の成績全体に対する「Everyday Mathematics」の統計的に有意なプラスの

効果を報告した。WWC の計算では、この効果は、統計的に有意ではなかった。しかし、WWC は、

算数の成績に対する効果は実質的に重要である（すなわち、エフェクトサイズが 0.25 以上である）

と判定した。この 1 件の調査に基づき、WWC は、算数の成績全体に対する「Everyday Mathematics」

の効果は実質的に重要なプラスの効果がある、と判定した。 

Waite（2000）はまた、下位検査（概念、演算、問題解決）の結果についても統計的に有意なプラ

スの効果を報告している。WWC の計算では、各下位検査の効果は統計的に有意ではなかった。し

かし、各下位検査の効果は、実質的に重要だと考えるに十分大きかった。下位検査の分析は全体の

サンプルの結果の一部として既に表されているので、介入についての有効性の評価には盛り込まれ

ない。 

 

・有効性の評価 

 WWC は、アウトカムの分野における介入の有効性をプラス（positive)、混在（mixed)、明確な効

果なし（no discernible effects)、マイナスの可能性（potentially negative)、マイナス（negative）で評

価している。有効性の評価は４つの要因：調査デザインの質、調査結果の統計的有意性、介入と比

較の条件の参加者の間の差のサイズ、調査全部を通した結果の一貫性、を考慮している（詳細は

WWC の「手続きと基準ハンドブック」に記載）。 

 

・改善指標 

 WWC は個々の調査結果について改善指標を算定している。さらに、各アウトカムの領域内で、

WWC は、各調査の平均改善指標と、調査全部にわたる平均改善指標を算定している（詳細は WWC

の「手続きと基準ハンドブック」に記載）。改善指標は、介入条件での平均の生徒のパーセンタイル

順位と、比較条件での平均の生徒のパーセンタイル順位の差を表したものである。有効性の評価と

異なり、改善指標は有効性の統計的優位性や調査デザイン、あるいは分析に関わらず、完全にエフ

ェクトのサイズに基づいている。改善指標は-50 から+50 の間の数値をとり、プラスの数字は介入グ

ループに有利な結果を示している。 

 WWC 基準を留保つきで満たす 1 件の調査に基づき、算数の成績に対する改善指標は＋12 パーセ

ンタイル順位である。 

 

・要約 

 WWC は小学生への「Everyday Mathematics」の 72 件の調査をレビューした。このうちの 1 件の
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調査は WWC 基準を留保つきで満たし、残りの 71 件の調査は、WWC のエビデンス基準または適格

性に適合しなかった。この調査に基づき、WWC は、小学生の算数の成績全体に対する「Everyday 

Mathematics」の効果はプラスの効果の可能性がある、と判定した。この報告書に提示された結論は、

新しい調査が出現するにつれて変わることがある。 

 

＜参照文献＞ 

・WWC エビデンス基準に留保つきで適合 

Waite,R.D. (2000). A Study of the effects of Everyday Mathematics on student achievement of third-, 

fourth-, and fifth-grade students in a large north Texas urban school district. Dissertation Abstracts 

International,61(10), 3933A.(UMI No.9992659) 

 

・WWC のエビデンス基準または適格性に適合しなかった調査 

（以下省略。以上、http://ies.ed.gov/ncee/wwc/reports/elementary_math/eday_math/index.asp より引用。） 

 この「介入レポート」でも、先述の「トピックレポート」でも、WWC のエビデンス基準に適合

する調査が非常に少ないことが顕著である。1 件しか WWC のエビデンス基準を満たさない評価に

対して、その厳密性に対する信頼がどの程度のものであるのか、推測が困難である。WWC がその

エビデンス基準を固守する限り、基準を満たす研究が増えるのを待つほかないわけだが、実際のと

ころ、教育省の支援によって、教育分野での RCT による調査研究は増加傾向にあるとされる（Slavin 

2008）。したがって、こういった過程を通じ、WWC は、エビデンスの仲介機関として、科学的に根

拠のある調査研究を推進するという機能を果たしているということになるのであろう。 

 

⑸ 「実践ガイド」（Practice Guide） 

 「実践ガイド」は、教員が、教室や学校で直面する日常の課題に対処する助けとなるための、実

務的な提案を提供しており、2011 年２月現在で 14 件のガイドが発表されている。 

 このガイドは、全国的に著名な専門家で構成される委員会によって作成され、その内容には、実

行可能な提案、ありうる障害を乗り越えるための方法、そしてそれぞれの提案をサポートするエビ

デンスの強さの表示が含まれる。この IES「実践ガイド」は、厳密な外部ピアレビューを受けるこ

とになっている。 

 

 現在公表されている「実践ガイド」 

 「幼稚園から８年生までの効果的な分数の指導を開発するには」（Developing Effective Fraction 

Instructions for Kindergarten through 8th Grade）(2010 年 9 月発表)  

 「幼稚園から３年生までの読解力を向上させるには」（Improving Reading Comprehension in 

Kindergarten through 3rd Grade）(2010 年 9 月発表)  

 「生徒の学業成績データを指導上の意思決定に活用するには」（Using Student Achievement Data 

to Support Instructional Decision Making）(2009 年 9 月発表)  

 「大学までの道のりをサポートするには：高校には何ができるか」（Helping Students Navigate the 

Path to College: What High School Can Do）(2009 年 9 月発表) 

 「学校外の時間を学力向上に向けて組み立てるには」（Structuring Out-of-School Time to Improve 
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Academic Achievement）(2009 年 7 月発表) 

 「数学が苦手な生徒の支援：小学校、ミドルスクールでの介入に対する反応」（Assisting Students 

Struggling with Mathematics: Response to Intervention for Elementary and Middle Schools）(2009 年 4

月発表) 

 「読解が苦手な生徒の支援：低学年での介入及び多層介入に対する反応」（Assisting Students 

Struggling with Reading: Response to Intervention and Multi-Tier Intervention in the Primary Grades）

（2009 年 2 月発表） 

 「小学校の教室での問題行動を減少させるには」（Reducing Behavior Problems in the Elementary 

School Classroom）(2008 年 9 月発表) 

 「中退防止策」（Dropout Prevention）(2008 年８月発表) 

 「青少年期のリテラシー：効果的な授業と介入実践」（Improving Adolescent Literacy: Effective 

Classroom and Intervention Practices）(2008 年 8 月発表) 

 「慢性的に成績の低い学校を劇的に変えるには」（Turning Around Chronically Low-Performing 

Schools）(2008 年 5 月発表) 

 「小学生の英語習得者のためのリテラシーと英語の効果的な指導法」（Effective Literacy and 

English Language Instruction for English Learners in the Elementary Grades）(2007 年 12 月発表) 

 「数学と理科で女子を奨励するには」（Encouraging Girls in Math and Science）(2007 年 9 月発表) 

 「生徒の学習を向上させる指導法と研究を体系づけるには」（Organizing Instruction and Study to 

Improve Student Learning）(2007 年 9 月発表) 

 

⑹ 「実践ガイド」の例 

 「大学までの道のりをサポートするには：高校には何ができるか」（Helping Students Navigate the 

Path to College: What High School Can Do）(2009 年 9 月発表) 

 

 以下は、WWC による、「大学までの道のりをサポートするには：高校には何ができるか」という

「実践ガイド」から一部を抜粋したものである。 

 

 1988 年から 2008 年までの、米国内の大学進学準備プログラムについての研究は、500 件以上存在

する。このうち、99 件の研究が、因果関係を調べる目的で設計され、中等学校レベル（６学年から

12 学年まで）を、大学に向けて学力面で準備させ、進学申請等の手続きをサポートし、大学入学の

可能性を高めることを目的としている。 

 WWC 基準に従ってレビューを行ったところ、10 のプログラムについての 16 件の研究が WWC 基

準を「留保なし」または「留保付き」で満たしていた。 

 

 大学進学プログラムは、生徒が大学に向けて準備し、入学するまでにしなければならない様々な

ステップを扱う多数の部分から構成されている。 

 複数の実践が一つのプログラムにまとめられていると、一つずつの実践の効果の評価が難しくな

る。これは「実践ガイド」作成にとっては問題である。「実践ガイド」は、学校が大学への進学向

上のために実施できる具体的な方法を提供しようとしているからである。エビデンスを基に委員会

では、下記のような提案を行った。 
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 なお、多くの場合、一つのプログラムが、「実践ガイド」を作成した WWC の委員会の提案の一つ

の側面しか実施していない。例えば、研究が基準を満たしている、いくつかのプログラムは、提案

３の最初のステップの「メンタープログラム」は実施しているが、ステップ２の「ピアグループ」

とステップ３の「キャリア探索」は実施していない。また、多くのプログラムが実施している実践

は、委員会の提案と完全にそろっているわけではない。提案されている実践をプログラムがどの程

度実施しているのか、研究報告では詳細が不足していることもある。 

 委員会は、基準を満たしていた研究の対象のプログラムの実施報告についてレビューを行い、そ

れぞれのプログラムの構成部分の相対的な重要度を評価し、プログラム実施についてより深く理解

しようとした。そして、以下の点を考慮した後、各提案にそれぞれエビデンスのレベルを付与した。

それらは、（1）基準を満たす研究対象のプログラムの数をプログラムが提案を実施している度合い、

（2）プログラムが、高校の学業成績に与える影響、（3）大学入学申請の重要なステップの修了、（4）

大学進学、である。 

 

提案１：生徒が大学レベルの勉強の準備ができるようなコースとカリキュラムを提供し、大学への

準備ができているカリキュラムとはどういうものか、生徒に9学年までに確実に理解させる。

（エビデンスのレベル：低い） 

提案２：生徒が大学に進学する準備がどの程度できているか気づくように、高校時代を通して評価

指標を活用し、足りないところがあれば、それが明らかになるように生徒を支援する。（エ

ビデンスのレベル：低い） 

提案３：生徒の周りに彼らの大学へ行きたいという希望を育て、サポートしてくれるような大人と

友人を置く。（エビデンスのレベル：低い） 

提案４：大学に入るための重要なステップを生徒が完全に踏めるように励まし、支える。（エビデン

スのレベル：普通） 

提案５：大学に入るための経済的な必要性について家族の認識を高め、生徒が奨学金に応募するの

を手伝う。（エビデンスのレベル：普通） 

（以上、http://ies.ed.gov/ncee/wwc/pdf/practiceguides/higher_ed_pg_091509.pdf より引用。） 

 

 このように、「実践ガイド」は、特定のプログラムの評価ではなく、プログラムの評価を行った結

果のエビデンスを基に、委員会が具体的な提案を行っているものである。 

 

⑺ 「クイックレビュー（Quick Review）」 

 2008 年に新しく始まったサービスで、主要な全国ニュースメディアで新しく公表された研究論文

や研究報告に関して、教育関係者に、研究の質に関して時宜を得た客観的な評価を提供することを

目的としている。 

 このレビューでは、幼稚園就園前から高等教育レベルまで、教育や学校を基盤とした介入の有効

性に関する研究に焦点を絞っている。 

 例えば、2008 年６月に発表された「クイックレビュー」では、「６学年でミドルスクールを始め

るのはマイナス効果」(Cook,P.,J.,McCoun,R.,Muschkin,C.,&Vigdor,J. (2008) Journal of Policy Analysis 

and Management, 27(1),104-121.）という調査について、以下の内容が１ページにまとめられている。 
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＜この調査は何についてのものか？＞ 

 この調査は６年生を小学校ではなくミドルスクールに入れることで行動や学業成績に影響が出る

かどうか、を調べたものである。調査の分析対象となったのは、2000-2001 年の期間に、ミドルス

クールに通った約４万人の６年生と、小学校に通った約５千人の６年生に関するノースカロライナ

のデータである。調査の著者らは分析に際し、統計的マッチングを用いて似たようなミドルスクー

ルと小学校を選んだ。人種的・民族的構成、テスト平均点、その他の特徴をマッチングさせた。著

者らは、全ての公立学校についての州全体のデータベースに基づくテストの点数と規律違反のデー

タを分析した。 

 

＜６年生のどんな２つのグループが比較されたのか？＞ 

 一方のグループは、６、７、８年生が通うミドルスクール（６年生は平均 257 人在籍）に通い、

もう一方のグループは K-6（未就学児～6 年生）の小学校（６年生は平均 117 人在籍）に通った。 

 

＜調査の著者らは何を報告しているか？＞ 

 ミドルスクールに通った 6 年生は小学校に通った 6 年生に比べ、規律違反の数が 2 倍であった。

ミドルスクールの 6 年生はまた、標準化の読解テストが、小学校の 6 年生に比べて低い点数だった。

算数のテストでは、統計的に有意な違いは見られなかった。 

調査結果は、分析で統制されていない調査グループの間の違いに影響を受けている可能性がある

ため、WWC は結果については留保している。 

 

＜WWC の評価＞ 

 この記事で説明されている調査は、WWC のエビデンス基準を留保付きで満たしている。 

・この調査の長所 

 ミドルスクールと小学校をマッチングさせるために統計的手続きを使用した。 

・注意 

 統計的マッチングにもかかわらず、２つのグループの学校群の特徴にいくらかの違いが残った。

例えば、規模の大きい学区のミドルスクールには、経済的に不利な生徒が少ない。著者らは、これ

らの差異を調整するために、統計技術を用いた。しかし、学区の方針や生徒集団の特徴における違

いや、分析で統制されていないその他の要因が結果に影響を与えている可能性がある。 

（以上、http://ies.ed.gov/ncee/wwc/publications/quickreviews/QRReport.aspx?QRID=12 より引用。） 

 

 尚、注意書きとして、WWC は、「『クイックレビュー』は引用した文献上で発表されたエビデン

スに基づき、調査の著者らの報告するエフェクトサイズと有意レベルに頼っている。WWC は、著

者らの調査結果を確認したり、調査に関する追加情報のために著者らに連絡をとったりしていない。

WWC の評価は、上記の文献に要約された結果のみを参照しており、必ずしも調査で提示された全

ての結果を参照しているとは限らない。」と、説明している。 

 

 「クイックレビュー」で扱っている調査研究は一覧できるようになっており、2011 年 2 月現在で

55 件のレビューが載せられている。扱われる介入のタイプは多岐にわたり、その内容と件数はそれ

ぞれ「カリキュラムと指導法」(14 件)「学業補助」( 5 件)「学校組織と運営（ガバナンス）」(14 件)
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「生徒に与えるインセンティブ」( 6 件)「教員プログラム」( 9 件)「生徒の行動」( 7 件)「オールタ

ナティブ教育プログラム」( 1 件)「その他の介入」( 2 件)となっている。（55 件のうち 3 件は 2 つの

タイプに分類されている。）12）。この内訳を見ると、「クイックレビュー」は、かなり幅広い分野や

実践に及んでおり、WWC が意欲的に教育の分野における広範囲での調査研究についてレビューを

行っていることが推察される。 

 

⑻ マルチメディア（Multimedia） 

 WWC は、教育に関する意思決定でのエビデンス活用に関するセミナーやパネルディスカッショ

ン、ウェブ上のセミナー（Webinar）などを主催している。このイベントの内容は、音声ファイル、

プレゼンテーション、筆記録などの形式で、ダウンロードが可能である 13）。 

４．WWC の課題 

⑴ RCT 最優先に関わる問題 

 エビデンスの仲介機関として WWC が行っているエビデンスの統合・評価には、その性質上、様々

な問題が伴うとされるが、中でも、WWC が RCT のみを重要視することによって問題が生じている

という指摘がなされている（Slavin 2008）。 

例えば、RCT であればよし、とするあまり、WWC の過去のレビューでは、サンプルサイズが非

常に小さいエビデンスや、実験の方法・内容に問題があるエビデンスが高い評価を受けている例が

あるとされる（同上）。 

 Slavin は、多くの教育の介入プログラムの調査研究では、サンプルサイズが非常に小さい例が多

いと指摘した上で、調査の「生徒」の数が少ない場合、明らかに統計的な信頼性（統計検出力）に

問題が生じるが、更に「クラス」や「学校」の数が少なすぎると、教員やクラスの特性が大きく影

響する可能性があり（交絡因数）、この数が大きければ大きいほど、影響は小さくできると説明して

いる。 

更に、小さいサンプルサイズの調査は、肯定的にも否定的にも極端なエフェクトサイズを出す傾

向があり、学校や教員、クラスの効果は、大規模な調査では差が小さいが、小規模の調査では大き

い影響を与えうると指摘している。 

また、大規模な調査はたとえ、実験の結果がゼロや否定的であっても、実験にかかったコストや

背景から、結果を出版しないという選択は難しいが、小さい実験では、結果がゼロや否定的であれ

ば、発表されない可能性が大きい。したがって、小規模の実験は結果がプラスのものが発表されや

すい、という「出版バイアス」も存在する、とされる（Slavin 2008）。 

Slavin は、小規模の実験に必ず問題があるという訳ではなく、小規模の実験の集合体は、こうい

った出版バイアスによって、否定的な結果の研究が研究者の引き出しに眠っている可能性がある「お

蔵入り効果」（file drawer effects）等の問題があるため、大量の研究のメタアナリシスでは注意が必

要だと説明している 14）（2008）。 

RCT はサンプルサイズが小さくなりがちであり、特に個々の生徒がランダムに割り当てられる場

合にはそうなる傾向がある。こういった場合、上述のようなバイアスが生じやすくなる。大規模の

マッチングの調査のほうが、小規模の RCT よりも意義があり、信頼できる情報を提供できる可能性

もあるとされる。（Slavin 2008）。 
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 しかし、WWC は、RCT の対象となる各グループに１人の教員や１つの学校しか含まれない調査

は除外するが、サンプルサイズについては制限を設けていない。結果的に、WWC による評価では、

非常に規模の小さい（RCT による）調査が、多くの介入プログラムの評価を決定することになる

（Slavin 2008）。 

例えば、過去の「ミドルスクールの数学」のトピック分野でのレビューで「Saxon Math」と呼ば

れるプログラムがプラスの効果があるという高い評価が出されたが、この根拠となった唯一の調査

は、わずか 46 人の生徒を対象としたものであり、しかも比較に使われたテストは「Saxon Math」で

学習した生徒しか学んでいない内容についてのものであった（Slavin 2008）。（尚、この「Saxon Math」

については、WWC はレビューとそれに伴う「介入レポート」を 2010 年 2 月に更新し、新しいレポ

ートでは、Slavin が問題としていた調査については、該当学年が不適当として評価不可、とされて

いる 15）。） 

また、「英語を母語としない英語習得者」のトピック分野で WWC レビューの高い評価を受けた

「Peer Tutoring and Response Group（級友指導と応答グループ）」の実践では当初、評価の根拠とさ

れたのは、46 人の生徒を対象に行われた調査であったと指摘している。 

 更に、WWC の初期読解力プログラムのレビューでは、Daisy Quest という、フォニックス（つづ

り字と発音の関係を教える語学教授法）のプログラムが高い評価を受けているが、このレビューで

検証されたエビデンスは、実験時間がわずか５時間未満であり、しかも研究チームがこのプログラ

ムを実際に子供達に教え、さらに対象グループと比較グループとの比較テストでは、比較グループ

の生徒には全く内容が教えられていないフォニックスについてであった、とされる（Slavin,2008）。 

Slavin（2008）は、WWC のレビューと評価が、レビューの対象が RCT であることのみに注意を

払いすぎるあまり、サンプルサイズやプログラムの介入期間の長さ、その他、非論理的な結論にた

どり着く可能性のあるバイアスを招く恐れのある実験デザインの要素を軽視している、と批判して

いる。 

 

 そもそも、RCT は、特に教育の場では大きいサンプルサイズをとることが困難である。しかもそ

の上、非常に限られた人数と設定で行った RCT によるプログラムに高い評価を与えられたとしても、

そのプログラムを実際の教育の現場で実施することは、現実的に無理があり、たとえ、そのような

結果を応用したとしても、どこまで同じ結果が得られるのか、といった疑問が残るとされる（Slavin 

2008）。 

 こういった点からも、Slavin は、エビデンスの統合評価では、RCT だけを絶対視するのではなく、

適切なサンプルサイズによってマッチングを行った準実験についても相当の評価をするべきだとし

ている。 

実際、米国の教育の分野には現在、WWC 以外にもいくつかの統合評価を行う the Comprehensive 

School Reform Center や the Best Evidence Encyclopedia などの機関や、Social Programs that Work

（www.evidencebasedprograms.org）や Promising Practices Network（www.promisingpractices.net）など

のウェブサイトが存在し、それらの中には必ずしも RCT のみを最優先とはせず、良質の準実験も採

用するなど、より合理的なエビデンスの選択を行う場合もあるようである（Slavin 2008）。エビデン

スの仲介機関が WWC だけではなく、複数存在することによって、利用者側は、提供されるエビデ

ンスを比較評価できる選択が与えられることになり、そのことによってもたらされる健全性の意義

は大きいと考えられる。 
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⑵ 現行の教育改革における WWC の課題 

 ⒜ ２つのパラダイムの衝突 

 冒頭で述べたように、米国では 1990 年代以降、各州でスタンダードが開発されてきたが、スタン

ダード教育改革について二つのパラダイムが混在している、という指摘がなされている（松尾 2010）。

すなわち、二つのパラダイムとは行動主義パラダイムと構成主義パラダイムという、異なる考え方

の学習理論である。 

20 世紀を通して中心的な学習理論とは行動主義パラダイムであり、その考え方によれば、学習と

は、条件づけによる訓練によって行動が変容することを意味した（松尾 2010, Shoenfeld 2006）。行

動主義に基づく教育実践では、スタンダードは教えられるべき知識や技能が細分化されて定義され、

ドリル学習や知識の記憶と再生が繰り返され、標準テストによって知識や技能の習得状況が測定さ

れる（松尾 2010）。 

これに対し、1970 年代から 1980 年代にかけての認知科学の進展によって、構成主義による学習

理論が発達し、学習は、生徒が持っている認知の枠組みに新しい知識を関連づけ、組み換える行為

だとされた。構成主義パラダイムに基づく教育実践では、知識を構成する主体者は生徒だという認

識に立ち、生徒自らが問題解決のプロセスを経験できるように、教員は学習の方向づけを行うとさ

れる（松尾 2010）。 

この二つのパラダイムの衝突は、教育の様々な分野で論争を引き起こしたが、ここでは、数学の

カリキュラムをめぐる議論を、WWC との関わりから見ることにする。 

 

 米国の教育におけるカリキュラムの中でも、特に数学のカリキュラムは、国家の経済的、軍事的

な発展にかかわる問題として、歴史的に論争のもととなり、ときに大きく修正、変更の途を辿って

きた（Shoenfeld 2004）。加えて、1980 年代後半には、the Second International Mathematics Study とい

った国際比較テストによる米国の生徒の成績の低さが問題となり、新しいカリキュラムを要求する

声が高まるようになった（同上）。 

 

 Shoenfeld（2006）によれば、数学に対する、従来の行動主義パラダイムに則った考え方は「学習

は知識の積み重ねであり、訓練によって熟達する。そして知識は研究され尽くした特定の種類の問

題を解く能力によって証明される」というものであった。 

ところが、構成主義パラダイムによって、効果的な数学の成績にはより幅広いスキルと理解が不

可欠であることが実証されるようになり、従来のカリキュラムで重視されてきた、堅固な知識基盤

を持つことの他に、幅広い問題解決の方法を使うことができること、数学的な考えを使って効果的

に論理的な思考ができ、その論理を効果的に話したり書いたりして説明できること、知識と時間を

含む、自分の自由になる資源をうまく使えること、数学の世界に対して生産的な信念と習性を持っ

ていること、などが必要だとされるようになったのである。 

これを受けて、National Research of Council（全米研究協議会）は数学の習熟を構成する柱は、以

下の５つだとした。 

・ 概念的理解：数学的な概念、操作、関係の理解 

・ 手続きの流暢さ：手続きを柔軟に正確に効率的に適切に実行できるスキル 

・ 戦略的能力：数学の問題を方針を立て、説明し、解決する能力 

・ 適応的推論：論理的思考、内省、説明、正当化を行う能力 
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・ 生産的習性：数学を理にかなった、便利で価値のあるものとみなす習慣的傾向と、努

力と自分の能力に対する信念 

 

 こういった動向を受けて、National Council of Teachers of Mathematics（NCTM）（全米数学教師協

議会）は、1989 年、数学の問題解決のプロセスを重視する「スタンダード（the Standards）」を提唱

し、スタンダード開発のさきがけとなった（Shoenfeld 2006）。 

 このスタンダードは、数学の学習における暗記やドリルよりも、問題を解く上での積極的な学習

思考プロセスを重視し、それらを「プロジェクトを通じた学習」「グループと個人における作業」「教

師と生徒、また生徒同士のディスカッション」などを通した指導によって学習されるべきだとした

（Shoenfeld 2004）。それをどのように実践の場で行うか、については、個々の学校、教員の裁量に

任されることになり、その結果、様々な「スタンダードに基づいた教育」が行われることになった。 

 この新しい「スタンダードに基づいた教育」では、問題解決の思考やプロセスを重視するため、

従来のカリキュラムに比べ、基礎的スキルの習得に時間がかかる。従来のカリキュラムの支持者は、

基礎知識は応用のために不可欠であり、この新しい「スタンダード」では、基礎的スキルの欠如に

よって生徒が深刻な被害を受ける、と批判した。一方、スタンダードを推進する人々は、スキルは、

意味のある問題解決の文脈で発達すれば、より強固に発達する、と反論した（Shoenfeld 2006）。 

 Shoenfeld は、こういった、数学教育のカリキュラムについて「基礎重視」と「プロセス重視」の

間で論争が続いている背景を説明した上で、どちらがより効果的なのか、本当の意味での比較は過

去になされておらず、実のところ、この議論の存在こそが WWC 設立の動機の一つであった、と述

べている（Shoenfeld 2006）。 

 「スタンダード」の考え方に基づく新しいカリキュラムでは、上述のように、従来は扱われなか

った能力の学習、発達も目指されているが、従来のカリキュラムに対応する既存のテストでは、新

しいカリキュラムで重視される能力がどの程度身についたか、は評価されないことになる。Shoenfeld 

(2006) は、実際、同じ生徒たちが、従来のスキル重視の標準学力検査（この場合は the California STAR 

test）と、より幅広い能力を見る「スタンダード」に基づくテスト（the Balanced Assessment test）

を受け、その成績を比較したところ、22％の生徒が標準学力検査では「熟達レベル」と言う評価を

受けながら、「スタンダード」に基づくテストでは、「熟達レベルに達していない」という評価を受

けたことを指摘し、標準学力検査では、評価される能力がせまい定義をされているために、評価が

正確性に欠ける可能性があると指摘した。 

 また、2 つのカリキュラム A と B を想定した場合、カリキュラム B よりもカリキュラム A から多

く学んだ生徒が、A と B を比較する目的のための標準学力検査で（特に、スキル中心の RCT で）カ

リキュラム B 以上のことを学習した部分については何もテストされなかったら、標準検査が、２つ

のカリキュラムの重要な違いである、概念の理解や問題解決に無関心である以上、カリキュラム A

と B の間に「有意な差は見られない」ことになる（Shoenfeld 2006）。 

  Shoenfeldは、こういった問題にWWCは積極的に取り組むべきだと提言したが、にもかかわらず、

実際は、WWC のレビュー報告には深刻な問題が生じたと述べている。 

例えば、WWC が行った初期の「ミドルスクールの数学」のレビューで、「the Expert Mathematician」

というプログラムに関して、唯一 WWC 基準に合致した調査では、このプログラムにも比較のプロ

グラムにも、同様のプラス効果が見られた。WWC はこの結果について詳しい説明をせずに、「『the 

Expert Mathematician』は「効果がない」」という評価を出したという (Shoenfeld 2006) 16）。 
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 また、Shoenfeld（2006）は、同じ「ミドルスクールの数学」のレビューで、ある調査研究が Florida 

Assessment Test を使用しているために、統計上の信頼性と妥当性が確認できた、という理由で、

WWC が高い評価を出している例を挙げ、Florida Assessment Test 自体が数学のどの能力をテストし

ているか、というテストの内容分析が必要であるにもかかわらず、WWC がその問題に無関心であ

り、WWC 設立の目的を損ねている、と批判している 17）。 

Shoenfeld による上述の批判に対し、WWC は、WWC がレビューを行うテストの内容に何が含ま

れているか、一つ一つ検証することは時間と労力がかかり過ぎることになり、WWC 本来の役割が

おろそかになるため、その作業は行わないことにしたのだ、と説明している（Herman 他 2006）。 

上記の例に見られるように、エビデンスの仲介機関として、対立する２つのパラダイムについて、

エビデンスの実証分析を通して検証や調整を行うことは、その必要性が指摘されているにもかかわ

らず、現行の WWC には荷が過ぎるとして予定されていないということであろう。 

 

 ⒝ アカウンタビリティにおける WWC の影響 

 米国の現行の教育改革では、NCLB 法によって、州や地方学区レベル毎に、生徒の学力の単年毎

の向上達成度（adequate yearly progress, 略称 AYP）が標準テストで判断されるため、このテストの

点数の結果が絶対視され、州や学区ではそれに基づくアカウンタビリティが連邦政府によって要求

されるようになった (杉浦 2006, 松尾 2010) 18）。結果的に、標準テストとそれによって測定される

学力のみが重視される教育につながっている、という批判がなされている（松尾 2010）。 

このような、標準テストで AYP が求められる現在のアカウンタビリティ制度では、テストの点数

にすぐ効果が現れる、読解や算数・数学の「効果的な」教育プログラムの導入に傾く方向にあると

される。そして当然のことながら、教員による指導や生徒の学習も、それら特定の教育プログラム

に合わせたものとなっていくと指摘されている（矢野 2003）。 

連邦教育省の意向を受け、IES と WWC によって有効だと認められ、結果として広く採用されて

いる教育プログラムは、標準テストの上では一定の学力向上につながっているといえるかもしれな

いが、それらは、教員の努力工夫によるカリキュラムの研究や開発をあまり要求しないものであり、

教員の指導力の向上にはつながらない可能性も高いという見方がある（矢野 2003）。また、「効果的」

と公に認知される教育プログラムに過度に依存することによって、教える側も学ぶ側も基礎的な技

能の習熟に埋没してしまうのではないか、という懸念も指摘されている（矢野 2003）。 

 

 スタンダード教育改革で目指されているのは、読み書きや算数などの基礎的な知識やスキルの習

得ではなく、「グローバルな経済の中で勝ち抜くことのできる高度な思考力や判断力の育成」だとさ

れる（松尾 2010）。にもかかわらず、スタンダードに対する２つのパラダイムの衝突や、アカウン

タビリティを要求する NCLB 法によって、米国の教育改革が現実に進む方向は、必ずしも明確では

ないように思われる。 

スタンダードとアカウンタビリティとがセットになって推し進められている現行の米国の教育改

革の下で、WWC は、エビデンスの仲介機関として、厳密なエビデンス基準を設定し、それに基づ

くエビデンスの収集、レビュー、評価を行い、できるだけわかりやすい形で利用者に報告を行って

いる。また、先に述べたように、WWC のエビデンス基準の普及も、WWC の閲覧件数の増加も連邦

教育省によって推進されている。 

こうした意味で、WWC は教育省が推進する「科学的に根拠のある」教育評価の基準を示し、そ
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の普及の一翼を担うという、エビデンスの仲介機関としての機能を果たしつつあるといえるかもし

れない。ただ、そのことが結果的に、現行の教育改革で目指されているはずの生徒の高度な思考力

や判断力の育成につながっているのか、それとも基礎的な知識やスキルの習熟に向かうような、既

成の「効果的」なプログラムの重視・推進で終わっているのか、という点については、さらなる検

証が待たれる。 

WWC の評価の対象は特定の学習プログラムだけでなく、「クイックレビュー」の対象は、広く学

校運営などの実践にも及んでおり、さらに「実践ガイド」ではプログラムのエビデンス評価を基に

した具体的な提案もなされているが、主な評価の対象はやはり様々な介入プログラムであろう。し

たがって、NCLB 法の今後の展開によっては、エビデンスの仲介機関としての WWC の役割が変わ

る可能性も否定できない。 

NCLB 法によって、学力格差の是正が連邦政府の支援と圧力によって強力に推進され、エビデン

スの仲介機関としての WWC の重要性が拡大される一方で、米国の現行の教育改革が向かっている

先を、今一度見定める必要があるように思われる。そして、そのことは、我が国の教育におけるエ

ビデンスのありかたや、新しい知と学力の形成を考える上でも重要な示唆を含むであろう。 

 

注 

１）http://ies.ed.gov/director/ 

２）http://www.edweek.org/ew/articles/2007/07/18/43whatworks.h26.html 

３）http://www.mathematica-mpr.com/About_Us/ 

４）http://www.edweek.org/ew/articles/2007/07/18/43whatworks.h26.html 

５）http://www.edweek.org/ew/articles/2008/06/11/41whatworks.h27.html 

６）http://coalition4evidence.org/wordpress/?page_id=468 

７）エビデンスを系統的にレビューするという考え方は、保健医療分野でのコクラン共同計画や社会科学のキャンベル共

同計画によって 1990 年代から開始されており、教育分野でのエビデンスの系統的レビューを行う WWC の設立に大きい

影響を与えたとされる（田辺 2006）。 

８）http://www.edweek.org/ew/articles/2008/06/11/41whatworks.h27.html 

９）後者の意見を提出した中には、WWC と関係の深いボルーチ（Robert F.Boruch）やクック（Thomas D.Cook）らも含ま

れている。 

10）http://ies.ed.gov/ncee/wwc/reports/ 

11）それぞれの研究においてアウトカムの測定スケールが異なるので、平均値や標準偏差の絶対値は異なるが、平均値の

差を標準偏差で割り算した値は、1 標準偏差あたりの平均値の差を表すことになり、標準化された平均値の差を表すこ

とになる。すなわち、測定のスケールが異なっても互いに比較することが可能な値になる。これを（標準化）エフェク

トサイズと呼ぶ。（Pope 他 2007 より引用） 

12）http://ies.ed.gov/ncee/wwc/publications/quickreviews/ 

13）http://ies.ed.gov/ncee/wwc/publications/multimedia/ 

14）統計的にそれらを推定する措置がとられることもあるが、そういったケースは稀であるとされる（Slavin 2008）。 

15）http://ies.ed.gov/ncee/wwc/pdf/wwc_saxonmath_042010.pdf 

16）WWC は、この調査研究を 2006 年に再レビューし、評価の内容を「潜在的にプラスの効果が認められる」と修正した

ようである（http://ies.ed.gov/ncee/wwc/reports/middle_math/expert_math/index.asp）。 

17）尚、これらの問題等を議論した彼や他の研究者の報告書が WWC の特別版として出版される予定であったが、IES に

よって中止されたことも、当局による深刻な政治的圧力の問題だとして、Shoenfeld は批判している。 

18）NCLB 法に基づく連邦政府の役割及び州政府や地方機関への強力な介入権限は先例がない（杉浦 2006、吉良 2009）上、

法的に、州政府に財源が保障せずに介入することが禁じられている連邦政府の役割を超えているという批判もなされて

いる。 
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教育研究エビデンスの課題 

－知識社会における産出・普及・活用－ 

The challenges facing ‘evidence’ in educational research:  
its production, dissemination and utilization in a knowledge-based society 

岩崎 久美子＊  

IWASAKI Kumiko 

 

Abstract 
The word ‘evidence’ is used to mean substantiated scientific grounds. This word has recently 

attracted attention as interest in, and discussion about, making use of convincing evidence-based 

research findings when formulating policy. As background to the appearance of the word evidence 

in educational policy discussions, an OECD policy document notes three strands: the increasing 

importance of education and knowledge as factors in innovation and economic growth in developed 

countries; the emergence of awareness of accountability, in terms of the cost-effectiveness of 

education expenditure; and the movement to increase the quality and effectiveness of educational 

research. 

As a result, evidence-based policy research is now required as a means of proposing more rational 

choices when formulating policy and responding to new policy-related problems which arise. The 

ideal situation for incorporating research results into policy is when conclusions based on 

high-quality science are used. However, in practice with educational research there is little in-

vestment in policy promotion, and attention has been drawn to the low levels of research ability, 

especially in quantitative research, and to the weakness of the links between research or policy, 

and innovation. Hence we have discussion over raising the quality and effectiveness of educational 

research which can contribute to policy, and the issues which this discussion throws up need to be 

dealt with. Also, even if we produce substantiated evidence from research based on high quality 

science, whether or not it will influence policy and practice is another question entirely. It is not at 

all transparent whether evidence would be incorporated into the policy making process.  

In practice, when it comes to putting forward policy proposals, political considerations would carry 

more weight than evidence about the efficacy of particular measures.  

Against this background, this paper looks at the quality and effectiveness of educational research, 

organizations for disseminating research results, the researchers who produce evidence and their 

relationship with policy makers. Collating the latest research reviews, I have put together a sys-

tematic framework for the production, dissemination and utilization of evidence, and offer some 

theoretical considerations. 

 

                                            
＊ 生涯学習政策研究部総括研究官 
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 はじめに 

エビデンスとは、実証性を伴った科学的根拠を意味する言葉である。 

この言葉は、エビデンスに基づいた説得力のある研究成果を政策に活用すべきとの関心や議論の

高まりによって、近年注目を浴びるようになっている。エビデンスという言葉が教育政策の議論に

登場してきた背景について、OECD の政策文書は、第一に、先進諸国でのイノベーションや経済成

長の要因として「教育や知識の重要性」が増していること、第二に、教育費支出の上で、その「費

用対効果を求めるアカウンタビリティ（説明責任）」の意識が生じていること、第三に、教育研究の

「質や有効性」を高めようとする動きがあること、の 3 つの点を指摘している（OECD 教育研究革

新センター編著, 2009：38）。その結論は、新たに生じる政策課題への対応と、政策を形成する際、

より合理的選択肢を提示するには、エビデンスを伴う政策研究が求められるというところにある。 

研究成果を政策に活用する際の理想は、「政策の根拠として、政策の有効性に関する、もっとも良

質な科学に基づく結論を用いている状態」（シャーマンら, 2008：394）と言われる。医療では、そ

の研究成果の産出や活用が常に問題となり、検討も進んでいる。しかし、教育研究では、医療と比

べて、政策活用のための研究投資の少なさ、定量的研究に対する研究レベルの低さ、研究や政策と

イノベーションとの間の連携の弱さが、政策活用を考慮する場合の課題として、指摘されてきた

（OECD 教育研究革新センター編著, 2009：39）。 

また、良質な科学に基づき、研究により実証性を伴ったエビデンスが産出されたとしても、それ

が政策や実務に影響を持つことは別の次元の問題であり、政策形成過程でエビデンスが採用される

かどうかは不透明とされる。実際、政策立案にあっては、施策の有効性についてのエビデンスの強

さよりも、政治的配慮が優先されることも多い（シャーマンら, 2008：404）。そのため、政策に資

する教育研究の質や有効性の向上に向けて議論がなされること、そして、その議論が提示する課題

を整理することが必要とされている。 

本稿は、このような背景にあって、教育研究の質や有効性、研究成果の普及を仲介する機関、研

究を産出する研究者とそれを活用する政策立案者との関係について、エビデンスの産出、普及、活

用に関わる課題を、先行研究のレビューを踏まえて整理し、理論的な考察をおこなう。 

１．研究成果の有効性と活用 

⑴ 活用に刺激された研究 

科学技術研究を類型化した政治学者ストークス（Stokes,D.E.）は、図 1 のように、真理探究と活

用の考慮の 2 つの軸により、研究を 4 つの象限に分類している。それぞれの象限は、研究の類型を

代表する研究者名が付されており、純粋基礎研究が理論物理学者ボーア（Bohr, Niels H.D.）型、純

粋応用研究が発明王エジソン（Edison, Thomas A.）型、そして、活用に刺激された研究が細菌学者

パスツール（Pasteur, Louis）型と名づけられている。パスツールは生化学者、細菌学者として基礎

研究に従事すると同時に、ワクチンを開発し予防接種を普及させた科学者である。パスツール型と

される「活用に刺激された研究」とは、基礎研究に基づき、社会的活用に発展するものを指す

（Stokes：1997）。このパスツール型の研究を教育研究にあてはめれば、教育政策や教育現場の実践

に活用される研究と言い換えることができるかもしれない。このような活用に刺激された研究への

需要は、近年、社会的に高まってきていると言われる。その理由として、知識社会の到来とアカウ
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ンタビリティの意識の高まりが挙げられる。 

図１ 科学的研究の象限モデル 

 
             No           Yes 

純粋基礎研究 

（ボーア型） 

活用に刺激された研究

（パスツール型） 

 純粋応用研究 

（エジソン型） 

     出所：Stokes, D.E.（1997）p.73. 

 

⑵ 知識社会と知識 

このように、活用に刺激された研究への需要が高まる第一の理由は、現代社会が知識社会とよば

れることに関係する。知識社会とは、働く者が知識を自ら所有し、その知識が 大の資源となる社

会である。知識は知識社会では道具であり、また知識経済にあっては生産物である。研究で産出さ

れる知識も例外ではなく、インターネットなどのデジタル・ネットワークを介し、誰もが頻繁にや

りとり可能なものとなっている。たとえば、政治の舞台でも、かつては政治家や政党を「送り手」、

有権者を「受け手」、そしてマス・メディアが両者をつなぐ「経路」と捉えられてきた。しかし、現

在では、インターネットを介し、人々が直接政治情報を手にいれられる状況になってきている（横

江，2008：1）。研究から産出される情報も、同様に、政策立案者、教員などの実践家、そして一般

の人々が直接入手可能な知識として、社会的に共有化が求められるようになってきている。その際、

質の高い科学的に体系化された知識、特に、知識の中でも良質な研究手法で産出されたエビデンス

が重要となるのである。 

知識社会でエビデンスを希求する動きは、知識生産の様態の変化からも認められる。たとえば、

ギボンズ（Gibbons, M）が提示する知識生産の様態によれば、モード 1 の知識生産とは、ディシプ

リンの問題意識や方法論によって研究が進められ、ピア・レビューによって生産された知識が「品

質管理」されるような従来型の知識生産の形態である。これに対し、モード 2 の知識生産は、モー

ド 1 とは対照的に、学際的に行われ、「品質管理」は、その知識が実用される文脈、すなわち、より

消費者に近いところで行われる。結果として、モード 1 では、知識が大学のような場で制度化され

たディシプリンに基づき、独自の関心によって行われる研究で産出される。一方、モード 2 では、

多様な組織と研究機関で知識が生産され、知識生産の全過程、意思決定過程や政策課題の設定にも、

社会的なアカウンタビリティが求められることになる（ギボンズ，M. (小林信一訳)：1997）。 

このように、知識の消費化が進み、インターネットなどによって知識が一般的に流通する中で、

質の保証された知識の社会的共有のひとつの形として、モード 2 の知識、そしてその裏づけとして

のエビデンスが重要視され、実践や政策での活用が志向されるのである。 

 

⑶ 社会的アカウンタビリティとしての研究 

活用に刺激された研究への需要が高まる第二の理由は、研究に対するアカウンタビリティが社会

的に求められていることである。 

英国で、教育研究の成果を主要なエビデンス源と考え、教育の実践をエビデンスに基づいたもの

真
理
探
究 

活用の考慮 

Yes 

No 
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にすべきとの考えが高まったのは、教育研究が政策立案と実践への貢献という課題に直面せざるを

得なかったからである。その背景には、1980 年代に始まったナショナル・カリキュラムなどの政府

主導の教育改革の動きに伴って、限られた財政の中での政策や実践へのアカウンタビリティ（説明

責任）を求める風潮があった（Hammersleyed., 2007：xi）。 

財政事情が逼迫する中で、限られた財源で有効な公共サービスを求める風潮が高まれば、手続き

やプロセスよりも成果やコストに関心がもたれ、行政サービスに、民営化、民間委託、独立行政法

人化、市場化テストなどの NPM（New Public Management）の手法が取り入れられる（宮川，2009：

ⅲ-ⅳ）。同時に、費用対効果の観点から、経済性（economy）、効率性（efficiency）、および有効性

（effectiveness）に基づく政策評価も行われるようになる（宮川，2002:280）。つまり、このような

手法の導入や評価に見られるように、国民の教育水準が高くなると、政府が行うことに国民の納得

を得、政府を信頼してもらうためには、政策プロセスの透明性とアカウンタビリティの確保は、必

須条件なのである（宮川，2009：17-18）。教育にあっても、たとえば、保護者に学校選択を認める

場合、保護者の判断材料として、学校単位のテスト結果や評価などわかりやすいデータの開示が前

提となる。さらに、漸進的な政策形成が一般的に行われる中で、教育改革のため従来にない手法や

予算を新たに求める場合、政策の経済性、効率性、有効性は成果とともに、とりわけ社会的に問わ

れるものでもある。そのため、透明性を担保し、アカウンタビリティを明示するために、わかりや

すい、説得力ある指標として、エビデンスが求められることになるのである。 

このようなアカウンタビリティを求める社会の動きは、研究の資金を提供する公的研究助成機関

にも影響を与え、助成の条件として研究成果の社会的有用性を問うことになった。英国の研究者は、

研究助成機関が研究の社会的活用を重視するようになれば、社会での有用性に基づいた助成を行う

ようになり、教育研究が功利主義的なものに転換すると指摘している（Solesbury, 2001：4-5）。実

際、英国の主たる研究助成機関は、これまで以上に、研究資金使用のアカウンタビリティのため、

研究成果の有効性について、研究成果の広報や研究成果の活用に関する計画を研究者に問うように

なってきている（ポープ，メイズ & ポペイ，2009：165）。このような研究助成機関の動きが、研

究の中で活用に刺激された研究を一層後押しすることになるのである。 

わが国でも、研究成果の広報や活用について、科学技術政策担当大臣、総合科学技術会議有識者

議員によって「『国民との科学・技術対話』の推進について（基本的取組方針）」（平成22年６月19

日）が提出された。この方針によれば、関係府省、配分機関、大学や研究機関では、「①当面、１件

当たり年間３千万円以上の公的研究費（競争的資金またはプロジェクト研究資金）の配分を受ける

研究者等に対して、「国民との科学・技術対話」に積極的に取り組むよう公募要項等に記載する。②

配分する直接経費の一部を、「国民との科学・技術対話」に充当できる仕組みの導入を進める。③「国

民との科学・技術対話」については、中間評価、事後評価の対象とする」など、公的研究費を受け

た研究者が行う「国民との科学・技術対話」について、組織的な取組を行うよう求めている1）。こ

のことを受け、学術振興のために拠出される「科学研究費補助金」の申請書には、「研究成果を社会・

国民に発信する方法」の計画を記入する欄が設けられている。また、科学研究費補助金公募要領で

も、研究機関が４年以上の研究課題に対してアウトリーチ活動情報に関する記載を求め、科学研究

費補助金による成果を積極的に社会・国民に発信するよう求めるようになった2）。わが国において

も、研究に有用性や社会的アカウンタビリティを求める動きが、実際に生じていることが伺える。 

 知識を経済学的に道具、あるいは生産物と考える知識社会の潮流の中では、研究においても、ス

トークスの分類による活用に刺激された研究、つまり、社会に有用性を持つ研究が重視されようと
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しているのである。 

 

⑷ 医療と教育の知識マネジメントの類似点と相違点 

このように、知識社会の観点から、研究成果、とりわけエビデンスを考慮しようとする場合、教

育における知識の特徴にも触れる必要がある。 

エビデンスを論じる際、医療は先進領域として頻繁に例示される。エビデンスに基づく医療は教

育に先んじて 1990 年代前半には唱道されていた。しかし、このような医療と教育には、相違点と同

時に共通点があることも知られている。 

英国の教育研究者であるハーグリーブス（Hargreaves, D.H.）は、医療を準拠枠に教育現場におけ

る知識のマネジメントと伝播について論じている。ハーグリーブスによれば、医療も教育も、患者

や児童・生徒といったクライアントの問題を診断し、解決策を推測し対応する同様の知識システム

を有していると言う。その知識システムによれば、医師と教員は、クライアントとの知識量の差を

根拠に、クライアントの診断を行う。ともに、診断の際には、自分の所持する知識を総動員し、問

題の所在を特定し、専門的に分類し、その分類によって専門的判断である治療行為／教育的働きか

けを行い、その結果を経験として再度知識システムへ組み入れる。このような診断、推測、治療／

教育的行為という知識システムの流れにおいて、医師と教員は行う行為が類似している。 

 

図２ 医師と教員の知識システム 

診 断   推測（専門的判断）   治療 
１．  

 
 

 

（Hargreaves, D.H. 2000）  

 

表１ 医師の診断システム 

 医  師 

対 象 患者個人 

診断システム ・病理学の知識 

・徴候 

・病因 

・発見者 

 

・知識の結合 

筋萎縮症 

神経痛 

アメーバ赤痢 

パジェット 

 

パジェット病 

（Hargreaves, D.H. 2000）         

しかし、両者の知識システムは細部では明らかに異なる。ハーグリーブスが挙げている例で言え

ば、医師が病理学の知識に基づき、ある患者を「筋萎縮症」と診断した場合、徴候として表出した

のは「神経痛」であるとして、医師は、病因を「アメーバ赤痢」と特定する。さらに、医師は、こ

の病気の発見者であるパジェットの名前を持つ「パジェット病」と結論する。「パジェット病」とい

う知識は、医師の間で共有可能なものである。これに対し、教育の現場で問題を抱えている子ども

に教員が接する場合、その子どもの学習ニーズは何か、何がそれに影響するのか、どのような対応

診断した情報を取り出し予測し

た結果により治療範囲の提示 

専門的知識システムへ指

示を戻す 

●知識の結合（知識の総動員）⇒有効な根拠と判断する一連の規則 

例：病気の種類の特定・学習困難の要因特定⇒問題の適切さ、選択決定 

●分類⇒正当な証拠を専門的に並べ診断名を付与 

情報の専門的知識シス

テムへの取込み 
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がこの問題を消去させたり軽減させたりするのかを説明するのに、医師が筋萎縮症の症状から、「パ

ジェット病」に至る知識システム内で用いられるような専門用語が欠落している。 

また、知識産出の場面により、医師と教員を比較してみると、表２に示したような差異が認めら

れる。つまり、第一に、医師の場合は核となる知識ベースがあり、それに幅広い臨床経験が付加さ

れ新しい知識ベースが作られ更新されていく。それに対し教員の場合は、知識ベースに新しい経験

が付与されると、その経験を理解するために従来の知識ベースを利用するにとどまり、知識ベース

の発展が認められない。第二に、医師は患者個人を扱う場合が多いが、教員はクラス全体を扱う。

第三に、医師は治療の根拠を生物医療科学に求めるが、教員は、子どもの対応を、直感や独創的発

想で行い、その結果、個々の対応は教師の個人的パーソナリティに左右される。第四に、医師の判

断根拠は、専門家を特徴づける難解な知識ベースにあるが、教員は担当教科に関する知識に根拠を

おき、教授スキルは経験から獲得する。第五に、知識産出の場は、医療では病院であり、実践者と

研究者が一緒にいる場合が多いが、教育の場合は、現場である学校と研究を実施する大学との間に

距離がある。 

 

表２ 医師と教員の知識ベースの差異 

 医 師 教 員 

知識の活用 ・コアになる知識ベース⇒幅広い臨床経

験⇒コアになる知識ベース（新しい知識）

・コアになる知識ベース⇒幅広い経験⇒

経験を解釈するために知識ベースを利用

対 象 ・患者個人 ・クラス全体 

治療の根拠 ・生物医療的科学に根拠： 

 エビデンス（科学的根拠） 

・直感的・独創的 

・個人的パーソナリティ 

判断根拠 ・専門家の重要な特徴である難解な知識

ベース 

・担当教科に関する知識（教科課程修了

による知識）、教授スキルは経験から獲得

知識創出の場 ・病院（実践者と研究者） ・学校（現場）と大学の乖離 

（Hargreaves, D.H. 2000） 

 

このように、ハーグリーブスは、同じクライアントを扱う医師と教員の知識のマネジメント・伝

播を対比的に語ることで、医師と教員の共通点とその明らかな相違点を指摘する。そして、特に知

識マネジメント・伝播の差異が医師と教員の社会的ステータスの差を生み出していると結論づける。

ここで、注目すべき点は、教育での診断システムにおける専門用語が欠落していること、そして教

員の知識ベースは経験に依存し、それが個人内に留まり普遍的知識として普及・共有し難いという

指摘である。医療では、明確な専門用語が存在し、臨床経験に加えたエビデンスに基づく知識の産

出による知識ベースへの新たな更新が生じる。それは、専門用語により医師の間で共有可能であり、

知識として普遍性を有する。しかし、共有可能な専門用語が欠落している教育分野では、そもそも

知識の共有が難しい。 

このように、教育では総論的に知識をマネジメント・伝播する際の課題を有すると同時に、エビ

デンス産出・普及・活用のそれぞれの段階でも、表３のような課題が挙げられる。このような段階

別の課題について、以下取り上げていくことにする。 
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表３ エビデンスの産出・普及・活用と課題 

段  階 内   容 課  題 

産 出 質の高いエビデンス研究 ・定義と研究の質の保証 

・教育研究の科学性と技術化 

・エビデンスの統合とネットワークの必要性 

普及（仲介） 仲介機関の種類と特質 ・適切な仲介機関 

活 用  政策における活用 ・政策立案過程での科学的判断の尊重 

 

２．エビデンスの産出の課題 

⑴ エビデンスの定義と研究の質の保証 

エビデンスの産出・普及・活用のそれぞれの課題のうち、産出の課題で も議論が多いのは、エ

ビデンスの定義と質をめぐる課題である。 

教育研究における活用に刺激された研究とは、教員などの実践家や政策立案者に実際に活用され

る研究ということであろう。OECD は、政策提言の基礎にエビデンスを置くべきと主張してはいる

が、エビデンスの内容については、PISA 調査 3）などの大規模な一次調査、国別・テーマ別レビュー、

比較事例研究、二次分析や統合的研究など多岐にわたるものを含んでいる。実際、OECD では、エ

ビデンスとして何が重要か、そして 大限活用される場合の可能性についても内部で合意がとれて

はいない（OECD 教育研究革新センター編著, 2009：47）。 

この合意がとれない主な理由は、研究者と、政策立案者や教員などの実践家との間に、研究成果

に対する異なる考え方があるからである。研究者がエビデンスを考える場合、研究水準を高めるた

めの手段として、知識支援を目的とした厳密な実証データを志向する。そこでは、ランダム化比較

試験による結果を系統的レビュー（メタ・アナリシス）したものに代表される、科学的客観性を持

つ厳密な手法が支持される。それに対し、政策立案者、教員などの実践家は、特定の文脈で決定に

いたる判断材料を求めるため、エビデンスを広義に捉える傾向がある。このように、エビデンスを

求める主体によって、エビデンスとして捉える科学的研究の厳密さが異なり、エビデンスの定義を

巡って混乱する原因をもたらしている。 

もエビデンスの活用が進んでいる医療の例を見れば、このようなエビデンスの定義をめぐる混

乱を避けるため、エビデンスの質に関し階層構造を持った格づけが各種なされている。たとえば、

米国医療政策研究局（Agency for Health Care Policy and Research: AHCPR）の格づけでは、 もレベ

ルの高いレベルⅠa のエビデンスは、ランダム化比較試験を系統的レビュー（メタ・アナリシス）

したもの、レベルⅠb は、ランダム化比較試験（メタ・アナリシスなし）によるもの、レベルⅡa

は、よくデザインされた非ランダム化比較試験によるもの、レベルⅡb は、他のタイプのよくデザ

インされた準実験的研究によるもの、レベルⅢは、よくデザインされた非実験的記述的研究による

比較試験、相関研究、ケースコントロール研究など、レベルⅣは、専門家委員会のレポートや意見

や権威者の臨床試験、と規定されている。 

教育、刑事司法、社会福祉などの社会科学で、学問的にエビデンスの用語を用いる場合であって

も、医療に準じた格づけにより、エビデンスの質を位置づけることが多い。狭義には、レベルＩa

とされる、ランダム化比較試験を系統的レビュー(メタ・アナリシス)したものをエビデンスとよぶ 4）。
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実際、ランダム化比較試験は因果関係を問う問題には明らかに有益であり、助成機関などで評価さ

れる方法論的厳密性を有する（OECD 教育研究革新センター編著, 2009：48-49）。しかし、教育研

究の場合、研究者の定量的研究への知識不足もあって、ランダム化比較試験による質の高い一次研

究が乏しく産出し難いことが指摘されている（Fitz-Gibbon, 2000：84-86）。 

加えて、教育研究では、政策や実践を改善するのに適切な影響力を持ち、エビデンスを伴った「活

用に刺激された研究」は、実際には非常に少ないと言われる。ハーグリーブスは、その理由として、

教育研究が、エンジニアリングのような産業からのプル要因もなければ、医療のように、公共医療

サービスや製薬会社から応用をもたらすプッシュ要因もないこと、また、活用を目的に、実践者や

政策立案者といった研究ユーザーが研究に関与することが少ないことを挙げている。そのため、ハ

ーグリーブスは、戦略的研究計画の創出、研究の優先順位づけ、プロジェクトの助成方針、そして、

研究知見から影響を受ける政策や実践の普及や実行といった研究プロセスのすべてに、研究ユーザ

ーである政策立案者や実践家が関わることが改善の基本的前提と主張している（Hargreaves, 1996：

8-10）。 

 

⑵ 教育研究の科学性と技術化 

知識支援を目的とする研究者から見れば、活用に刺激された研究として、エビデンスと呼べる厳

密な手法による教育研究を産出することが も望ましく、そのためには、教育の科学的実証性を持

つ研究が多く行われることが重要である。教育科学と呼ばれる領域の中では、教育心理学や評価の

領域は、実験の長い伝統があり、ランダム化（研究）デザインに対する必要性の認識と方法開発へ

の教育研究者からの貢献はこれまで多くなされてきた (Fitz-Gibbon, 2000：84-86) 5）。 

実際、エビデンスに基づく政策を推進しようとする力のひとつは、教育研究の質や有効性に対す

る懸念から生じており、教育研究の水準を挙げようとする研究者側からの働きかけによる。特に、

エビデンスを唱道する人々は、教育研究で弱いとされる定量的研究のスキルや大規模データの活用

に関心を向ける（OECD 教育研究革新センター編著，2009：48-49）。 

わが国のこれまでの教育研究で定量的教育研究の例を探せば、たとえば、教育社会学が社会移動

や社会化、結婚、犯罪、政治意識といった経済外の効果を、そして、教育経済学が、学習者の生涯

稼得の増加といった金銭的便益を中心とした教育の社会的効果について、測定方法の開発とともに

計量的把握を試みてきた（市川，1987：8）。特に、教育社会学は、教育心理学と同様、戦後の学問

の確立時に、「教育事実および教育問題を実証的・客観的に、invisible なものを visible なものに転化

させ、教育の合理化を高める科学」（清水，1954：3；清水，1978：6）として考えられており、そこ

には、エビデンスを提出する研究志向を認めることができる。しかし、戦後教育科学の確立が強く

主張されたとはいえ、教育研究の多くが科学の名に価する要件を備えているか疑問との問題意識も

同時に提起されていた（清水，1957:10-11）。教育研究の中でも、教育方法論などでは、それぞれの

技術や方法の有効性を実験的に研究するよりは、経験的で実践的な教育技術の現場での開発が重視

されてきたのも事実である。 

このように、エビデンスという言葉は、研究者にとっては、教育科学の発想とともに、教育統計

や教育測定などのように、技術化することで科学的客観性を担保しようとする志向を象徴するもの

である。教育研究における没価値性の態度、実証性や客観主義の堅持が「めまぐるしい教育思想の

流行と変遷から研究者をまもる唯一のとりで」（清水，1957:19,65）と言えるのであれば、エビデン

スは、イデオロギーで左右されることのない、研究の科学的客観性を示すものであろう。エビデン
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スとは、この点で、教育科学や実証主義の主張と同一の方向性を持つものと言えるかもしれない。 

 

⑶ エビデンスの統合とネットワークの必要性 

教育研究の学問的脆弱さをはらみながら、研究者主導で、厳密なエビデンス（米国医療政策研究

局のレベルＩa）としてのランダム化比較試験を系統的レビュー（メタ・アナリシス）したものを原

則に、エビデンスに値する研究成果を蓄積しようとする試みは、英国や米国といった特定の国から

世界的レベルまで広がっている。このことは、一定の評価手続きに基づいて研究のレビューを行い、

確固たる科学的根拠の有ることが保証された研究を蓄積し、それを検索し得るシステムづくりを求

めるために、研究者をネットワーク化する動きへとつながることになる。つまり、厳密な統制下で

行うランダム化比較試験の多くは小規模サンプルにならざるを得ず、エビデンスとよべる厳密なデ

ータへと統合するプロセスを重視する厳格な研究上の姿勢を維持しようとすれば、同類の研究デー

タの質評価を行ってから、統計的な統合作業を行うことが必要となる。この際、研究データの収集、

評価、統合のためには、必然的に国際的なネットワークが必要となったということであろう。 
この例として挙がるキャンベル共同計画 6）は、医療における先行的取り組みであるコクラン共同

計画 7）に刺激を受け、2000 年にペンシルバニア大学での会合で正式発足した。コクラン共同計画や

キャンベル共同計画では、系統的レビューのガイドラインを定めることにより、利用者に対し、質

の保証されたエビデンスを広くウェブ上で提供することを目的としている。この手順を検討するの

は、同計画の方法論グループであり、そこでは、系統的レビューとそれが依拠するランダム化比較

試験や準実験の妥当性、有用性、正確さを高めるのに必要な実証的な方法論に関する研究を推進し

ている（津富，2005：1）。 

このような国際的なネットワークに対し、国内でも、研究成果の質保証に対し、ウェブサイトを

立ち上げるなどの専門研究者集団による技術開発と、それに対応した第三者の検証を促進する組織

作りが不可欠との主張（潮木，2009：169,185）がなされている。その場合、責任主体は、政策立案

者ではなく、あくまで、学会などのアカデミック・コミュニティである。このように、エビデンス

とは、教育研究の質保証の問題と重なりあっている。 

しかし、質の保証ともみなされるエビデンスの産出をめぐっては、これまで述べてきたように、

研究者の知識不足、教育現場の教員などの実践家の経験不足や、学校改善の戦略を選択する際に研

究知見への関心が欠如していることもあり（Fitz-Gibbon, 2000：84-86）、その認知はあまり進んで

いない。さらに、エビデンスに基づく政策への取り組みに対し、現状としては、エビデンスを得る

ために必要とされる時間の長さ、研究を裏づけるのに必要とされる財源、縄張り争い、そして、教

育と社会科学で支配的な研究の流儀などの問題があることも指摘されている（OECD 教育研究革新

センター編著, 2009：47）。 

３．エビデンスの普及の課題 

⑴ 仲介機関としての米国シンクタンク 

研究が活用に刺激され、科学的に実証された質の高いものが産出されたとして、政策に反映され

ることや、政策立案者の需要にすぐさま合致することは別のことである。研究と政策が連携・交流

するためには、活用に向けて、大学、シンクタンク 8）、研究機関、研究助成機関、メディアなどが

研究の産出と活用との間を取り持つ仲介機能を果たすことが重要になる。ここでは、これらの機関
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の中で、特に米国のシンクタンクを中心にその機能について触れたい。 

米国では、社会科学に対する政府の姿勢が好意的であり、社会科学研究に対する政府の資金援助

や政府部門への科学者の登用が頻繁に行われる。政府機関、大学とともにシンクタンクは、米国で

は政策主体として位置づけられ、ワシントンだけでもその数は 100 を超える。その多くは、独立・

非営利であり、セミナー、勉強会、報告、出版活動などを通じて政策提唱を行っている（小池，2010：

9）。このようなシンクタンクは、かなり高度な専門性を持ちつつ、通常は特定の優先的政策を裏づ

けるエビデンスを次々提出する（OECD 教育研究革新センター編著, 2009：53）。社会科学の調査結

果を応用しようとするこのような米国の伝統は、プラグマティズムに起源を持っている。米国では

大学も、実践・実務志向、政策志向が強く、シンクタンクと同様な役割を果たしており、加えて、

政権と民間、学界との人材交流が活発であり、多様な関係者の連携が図られている（宮川, 2002：

16-17，小池, 2010：10-11）といった研究志向の強みがある。たとえば、米国のシンクタンクにつ

いて、横江は、人材、資金、テーマ設定、アウトプットを基準にしたタイポロジーに基づき、コン

トラクト・シンクタンク、アカデミック・シンクタンク、アドボカシー・シンクタンクの 3 つに整

理している（表 4 参照）（横江，2008：64‐68）。この分類によれば、アドボカシー・シンクタンク

はイデオロギー色があるが、コントラクト・シンクタンクやアカデミック・シンクタンクは思想色

がない。政府の研究テーマを委託研究として受けるコントラクト・シンクタンクは、政府の問題意

識に伴う委託によって当初から政策活用が意識された研究を行なう。また、研究テーマを独自に設

定するアカデミック・シンクタンクでは、オリジナルな自由度の高い研究が行われるが、政策過程

に熟知した幹部官僚経験者がスタッフとして関与している。このように、コントラクト・シンクタ

ンクとアカデミック・シンクタンクは、委託研究や官僚経験者の存在を通じ、政策と研究が連携す

る仕組みが内在化されていることがわかる。 

 このような、米国のシンクタンクに代表される仲介機関は、それでは、どのような形で産出され

た研究を政策活用につなげるのであろうか。 

シンクタンクに典型的に見られる政策研究は、問題に応じて関係者や専門家を集めるなどして、

異分野の専門家が、ある共通の視点や問題意識を共有し、学際的、専門的、多角的、組織的に政策

を分析・研究して政策の選択肢や代替案を創出、提言、議論するという形で行われる。このような

政策に対する合意形成を助ける公共的政策コミュニティを構築することで、政策の議論やその過程

の質が高められる（中村，2010：138）。共通の専門用語で、同じ資格を共有し、同じような手法を

用いて研究・議論する学界とは異なり、シンクタンクでは、学際的で多角的アプローチをとる（中

村，2010：150）。シンクタンクでは、このように政策提唱をする上で、政策領域を超えて学際的、

領域横断的に専門家を結集する場を設定して研究を行うことが重要となる。シンクタンクといった

仲介機関にいる政策研究者に求められる能力として重視されるのは、問題を発見し、議論の場を企

画し、関係者や専門家を集めて検討を進める、主にプログラム・オフィサーとしての機能であると

言われる。総合研究開発機構（NIRA）による、シンクタンクの研究者を対象に行われた調査結果（総

合研究開発機構：2007）においては、政策に関わる研究者に求められる能力として重視されるのは、

企画力、政策提言力、説明能力、ネットワーク力、分析力、調査能力、調整力の順となっている。

さらに、米国の例では、研究者が組織や自分が提唱する政策提言の広報担当者としての機能を持ち

合わせていなければならない、とされる。実際、実証分析を得意とする米国のシンクタンクのひと

つであるランド研究所では、政策研究者の時間配分は、研究が半分で、残りの半分を自らの研究企

画の売り込み、自らの分析結果やそこから導き出された政策案の広報や普及なのである（中村，
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2010：150-153）。 

 

表４ シンクタンク・タイプ 

特  徴 コントラクト アカデミック アドボカシー 

人   材 ・高い博士号保持率。 ・高い博士号保持率。 

・幹部官僚経験者も存在。 

・低い博士号保持率。

・幹部官僚経験者や

議員も多い。 

資 金 調 達 ・政府からの委託研究・

補助。 

・個人・財団、企業からの寄付、

若干の政府補助、収入源は多岐。

・個人、財団・企業

からの寄付。 

テーマ設定 ・思想的中立。 

・アカデミックな手法に

基づくオリジナル研究。

・研究テーマは委託先（政

府）が決定。 

・思想的中立。 

・アカデミックな手法に基づく

オリジナル研究、既存の研究や

統計を使った研究を実施。 

・研究テーマは基本的に研究者。

・イデオロギーにそ

ったテーマ設定。 

・既存の研究や統計

にイデオロギーの視

点を加え研究実施。 

アウトプット ・長期研究が一般的。 

・思想色なし。 

 

・中期研究。 

・成果は書籍、研究論文、学術

誌の記事。 

・思想色なし。 

 

・時事に即した短期

研究。 

・ニュースレターを

頻繁に発行。 

・政策提言が多く、

思想色が強い。 

出典：横江，2008：68 一部摘記 

 その他、同様に、政策に関わる研究者の能力として、新しい試みにチャレンジしていく精神、政

策案や政策研究プロジェクトの企画、ファンド・レイジングの能力といった「知的で思索的に優れ

た起業家精神」、アカデミックな専門分野、広い視野や社会に関する全体感、多様な経歴、多面的活

動といった「専門性（アカデミック）と広がり」、政策形成に関わる他の人材との良好な人間関係、

広い人的ネットワーク、プレゼンテーション能力、文章力、外国語力、社会の潮流や政策の動きを

知るジャーナリスト的センスなどの「高いコミュニケーション能力」、長時間、限られた時間的制約

とストレスのなかで持続的議論や思考、仕事を継続できるタフさ、バランス感覚と時代的対応性や

現実感覚などの「知的スタミナとバランス」、そして、社会に貢献するという高い「パブリック・マ

インド」を挙げる者もいる（鈴木，2010：198）。研究と政策を仲介する機関や政策研究者の資質や

特徴がここからも浮かび上がってくる。 

 

⑵ 日本におけるシンクタンク 

 それでは、米国に見られるようなシンクタンク機能は、日本の政策立案に必要とされるものであ

ろうか。 

わが国では、政策の実施主体である行政が、問題提起から、政策の形成と立案、そしてその決定

までも主導してきたため、シンクタンクなどの政府部外の政策主体が、政策形成において確固とし

た地位を得ることが難しく、多元的な政策形成の進展がなかったと言われてきた（中村，2010：136）。

このように、１）政策研究の主体が行政にあったこと、2）大学の設立にあって、主にドイツ型の学
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術的研究機関をモデルとし、大学や学界では、基礎研究や純粋学問研究が主流であったこと、3）戦

後、大学の自治維持が強く打ち出され、大学と政策現場との距離が保たれてきたこと、4）基礎研究

に重点が置かれ、応用研究の政策研究や実際の政策形成に関わる活動は、大学や学界ではあまり評

価されなかったことなどから、わが国の学術界で政策研究を行う風土が醸成しなかったとされる（鈴

木，2010：182-184）。 

そのような状況ではあるが、総合研究開発機構の調査によれば、日本のシンクタンク数は、1988

年 149 に比して、2000 年に 332 に増加（総合研究開発機構，2001：7）している。特に、顕著なこ

ととして、地方自治体内の企画部門に設置される自治体内設置のシンクタンクが、地方分権化が進

んだ 2000 年前後に急激に増加していることが指摘されている。自治体シンクタンクとは、地方自治

体の政策創出において調査・研究を行い、問題解決のための提言を行うために組織された機関（団

体）であるが、地方分権の流れの中で、地方自治体の基礎体力を向上させるため、地方自治体の政

策形成力の確立が求められ、それを担保する手段として、自治体シンクタンクが創設されたと思わ

れる。自治体シンクタンクの特徴は、1）現場を持っていること、2）意思決定に直接結びつく政策

研究ができること、3）法律（条令）や制度と予算の制約の中での調査研究であること、4）議会で

の手続きが必要であること、5）責任論が発生すること（牧瀬，2009：21-22，65，68-75）に認めら

れる。 

 このように、政策に新たな課題が生じるとき、政策に関し調査や研究の必要性が生じ、政策立案

と研究者の連携を伴う仲介機関としてのシンクタンク機能が強く求められることになる。 

４．エビデンスの政策活用の課題 

⑴ ２つのコミュニティ 

前述の仲介機能と関連し、エビデンスの活用の課題としては、研究成果が政策立案者に認識され、

政策判断の材料として用いられることが肝要となる。しかし、研究者が質の高い研究成果をあげ、

良質の科学的研究に基づくエビデンスが産出され、普及のための仲介機関が機能したとしても、必

ずしも政策立案者により、エビデンスが活用されるとは限らない。研究活用が促進されない背景と

しては、研究者と政策立案者の間にある様々なギャップが、エビデンス活用を妨げているという考

え方がある。 

たとえば、カプラン（Caplan, N.）は、成果を産出する研究者とそれを政策立案に活用する政策立

案者は、文化が全く異なる 2 つのコミュニティであると論じている（「2 つのコミュニティ」論）。 

カプランは、政策立案と研究との関係について調べるために、米国合衆国の政策に影響を及ぼし

うる立場にある政策立案者（幹部官僚）204 名にインタビューを行った。その結果、明らかになっ

たことは、政策立案者の多くは、研究活用を前提にしておらず、政策に影響力を与える研究者のネ

ットワークも保持していないということであった。また、公式、非公式にも研究者と政策立案者と

の接触は稀であった。カプランは、研究と政策のこのようなギャップを埋めるためには、研究者と

政策立案者の 2 つのコミュニティのコミュニケーションを進めることが重要と結論づけている

（Caplan, 1979）。 

研究者と政策立案者の 2 つのコミュニティの違いは、多様な観点から、その相違が整理される（表

5 参照）。大別すれば、研究者は特定分野における専門家（スペシャリスト）であり、政策立案者は、

広範に知識を保有し総合的判断ができる者（ジェネラリスト）である。特に、その文化を特徴づけ、
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コミュニティの目的を形成するキャリアや報酬の根拠という観点を見れば、研究者の場合のそれは、

査読のある学会誌へ発表、同業者間の評価に基づくのに対し、政策立案者では、複雑な政策プロセ

スの管理を成功裡に導くことにある。それゆえ、研究者の優先事項が、研究の機会の確保や専門家

としての影響力拡大であるのに対し、政策立案者が、「良い政府」のシステム維持や政治家を納得さ

せることにあるのは、この 2 つのコミュニティの異なる性質を もよく表わすところであろう。こ

のモデルでは、異なる 2 つのコミュニティとされる研究者と政策立案者について、より高い接触頻

度とより良い接触が、研究活用を促進すると考えられている。この 2 つのコミュニティのギャップ

を埋めるのが、先に述べたシンクタンクなどの仲介機関の大きな役割なのである。このように、2

つのコミュニティの連携・交流を重視し、研究と政策との関係や相互作用を考える場合、研究と政

策を結びつける役割の担い手の存在や政策形成プロセス自体に注目することが重要となる。 

 

表５ 2つのコミュニティ 

 研究者 政策立案者 

職  務 ・ 明瞭に一般化できる結果を生成

するためデザインされた科学的

手法を用いる。 

・ 個別に計画された研究プロジェ

クトの実施(知識に焦点)。 

・ 研究分野や知識に関して高度に

専門分化される。 

・ 利害と目標との折衝や妥協、政策の実行可

能性の査定や特別な意思決定のアドバイ

スに伴う、継続的で非計画的な職務の流れ

に従事（決定に焦点）。 

・ 幅広い多様な課題を同時に扱う必要があ

ることが多い。 

研究の捉え方 ・ 妥当性のある知識への貢献によ

って正当化される。 

・ 研究結果がさらなる調査の必要

性を導く。 

・ 職務における多くの投入の 1 つ。 

・ 密接なかかわりや実践的有用性によって

正当化される。 

・ 自身の経験と研究結果に対する懐疑的な

態度が拮抗する。 

説明責任 ・ 学問分野での同業者や、研究助成

機関。 

・ 主に政治家だが、間接的には一般の人々。

優先事項 ・ 研究の機会の確保。 

・ 世界中の専門家への影響力拡大。

・ 「良い政府」のシステムを維持すること。

・ 政治家を納得させること。 

キャリア/報酬 ・ 査読のある学会誌への発表。 

・ 学問分野の同業者間の評価。 

・ 研究結果を政策に活用するよりも、複雑な

政策プロセスの管理を成功裡に導くこと。

訓練と知識基盤 ・ １つの学問分野で専門化される

高度の訓練。 

・ 政策立案については知識がない。

・ 時折、融通がきくような総合職であること

を期待される。 

・ 学術的訓練は、ほとんど、もしくはまった

く受けていない。 

組織の制約 ・ 比較的少ない(情報源を除く)。 

・ 高度な自由裁量（研究テーマな

ど）。 

・ 所要時間の少なさによる政策的限界の中

で、職務と官僚的な指示・命令系統に大き

く相互依存し組み込まれている。 

価値/志向 ・ 思考と行動の独立性に高い価値

がおかれる。 

・ 一般化可能な知識に対するバイ

アスのない探究への信念。 

・ 高品質の助言を提供できることを志向す

るが、特殊な文脈と特定の意思決定に同調

する。 

出典：ポープ, メイズ & ポペイ，2009：172 

注：一部筆者が摘記修正 

2 つのコミュニティ論は、研究者と政策立案者のみに注目し、より広範な政治的・組織的文脈を
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重視しない。また、この二者以外の知識を仲介するシンクタンクなどのほかの主要な関与者を考え

ない点や、政策立案者であっても学術的志向を持つ者や研究者でも政策立案に関わる者など重複し

た性格を持つ人材の存在を認める視点が欠落している（Nutley et al., 2007: 99）。しかし、2 つのコ

ミュニティ論は、研究者や政策立案者の特徴を捉え、政策における研究活用という観点でエビデン

スの活用を考える場合、考えを整理しやすいモデルであることは間違いない。 

 

⑵ ２つのコミュニティの連携・交流 

2 つのコミュニティ論を土台に、相互作用の視点から、研究の政策形成に関与するプロセスを考

える場合、専門集団からなる政策コミュニティ（policy community）のモデルが参考に値する。専門

家集団からなる政策コミュニティでは、政策の意思決定のプロセスの理解に主眼がおかれ、研究の

ほかに、経験やエピソードなどのエビデンスの多様な形態や、シンクタンク、利益集団、メディア

などの多様な「知識提供者」による情報が重要視される。政策形成時には、この「知識提供者」の

ほかに、研究助成機関、政策立案者、研究者が主要な関与者として取り上げられる。その際、ここ

での政策立案者、研究者、知識提供者、研究助成機関の 4 つの集団間のインターフェイスが課題と

なる。この 4 者の連携が相互的、強固であるとき、研究活用が生じるとされる。 

研究助成団体は、論点や優先度を政策立案者と協議し、研究助成の方針へと反映する。また、シ

ンクタンクなどの知識提供者を通じ、研究成果（エビデンスのほかの形も一緒に）は、政策立案者

に届く（Nutley, Walter & Davies, 2007：99-101）。研究者にとって、研究者の言葉を聴いてもらう機

会を得るためには、政策コミュニティの正規の「内部関係者」とみなされることが重要である。研

究者が、エビデンスを信頼する政策プロセスと説得力ある議論の展開のために影響力を行使しよう

とするのであれば、このような政策コミュニティで信頼される助言者として、例えば、日本であれ

ば審議会の委員などの「内部関係者」になるか、批評家として「部外者」となるかの戦略を選ぶこ

とになる。政策コミュニティの本質は、このように研究者がコミュニティに参加する方法や、研究

に基づくエビデンスの尊重が考慮される方法を方向づけることにある（ポープ, メイズ & ポペイ, 

2009：180-182）。 

しかし、このように研究者と政策立案者の連携・交流を考えたとしても、現実には、政策におけ

る研究活用は、必ずしも客観性や厳密性あるデータを求めるわけではなく、政策立案過程で科学的

判断が常に尊重されているのかも疑問がある。たとえば、研究成果の政策活用に際し、ウェイス

（Weiss, C.H.）は、政策立案者や実践家の研究活用の目的を整理している 9）。それによれば、政治

的に特定の立場の支持や説得材料、反対の立場の者への攻撃材料として用いられる場合（政治的モ

デル）や、研究が行われているという事実のみが重要で、政策の正当性や批判をそらすために行わ

れる場合（戦術的モデル）もある。政策立案や実践でエビデンスが求められるのは、解決すべき問

題があり、政策立案者がその解決のための決定が必要な場合（問題解決モデル）であり、解決のた

めの知識補完や現状分析を目的とする場合のみなのである（Nutley, Walter & Davies, 2007：38-40）。

また、ロス（Ross et al., 2003）らの研究では、政策立案者が研究に積極的に関与する可能性が高い

のは、研究が 小限の時間の投入しか許されない場合、政策立案者が関与することで、なんらかの

利益を得るであろうと実感する場合、そして、彼らの専門知識がプロジェクトの要件と密接に合致

した場合であるとしている。このような活用の形は、ウェイスの言う政策決定プロセスの複雑な過

程の相互作用の中で、研究がどこかで活用される場合（相互作用モデル）に相当し、この場合、研

究者は、関係者の一人として、このプロセスに関わることになる。 
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 このように、研究がエビデンスとして活用されるためは、活用のための条件設定が慎重になされ

なければならないということであろう。 

おわりに：政策科学研究としての科学的手法の採用 

 以上、これまで、教育研究エビデンスの産出、普及、活用の課題を整理してきた。 

 エビデンスの課題とは、 終的には、科学に基づく研究成果を、政策立案者や教員の実践に活用

してもらうことにある。そのためには、政策科学として、科学的実証を持つ質の高い教育研究が行

われることが前提である。同時に、政策に関わる研究者は、政策形成過程のどの段階にどのように

関与するかをあらかじめ想定しておくことを含め、政策形成過程を熟知することが必要であろう。 

わが国の教育政策過程を見れば、従来の文部科学省の政策形成過程の特徴として、第一に、ヒア

リングや会議の積み上げにより、学校、教育委員会、大学などの現場ニーズに基づく政策形成が主

流であること、第二に、教育の効果は一定時間が必要なため、従来の政策を基本的に継続しつつ必

要な修正を加えていくという漸進主義的なものにならざるを得ないこと、第三に、公教育がすべて

の国民を対象とするため広く国民的なコンセンサスが必要であること、第四に、何らかのアイディ

アが政策プロセスに乗るまで長い期間が必要であること、第五に、政治からの外発的な政策創発が

力を持っていること、が挙げられている(前川, 2002：197-199）。現実の政策形成過程は複雑であり、

研究成果がすぐさま直線的に政策や実践に活用されるものではない。 
同時に、教育改革や改善が科学的に進展しないのは、公的性質を持つ教育行政の限界であること

にも触れなければならない。このことに関し、経済学者ハーシュマン（Hirschman, A.O.）は、私立

学校との競争にさらされやすい公教育は、公企業の弱さがもっとも露呈する領域だと言っている。

それは、ハーシュマンによれば、トラックやバスなどの代替的な手段が発達することで、鉄道とい

う輸送手段が衰退するとしても、一般大衆から鉄道改革への圧力がかからないのと同様の事例なの

である。つまり、「低価格の」公立小学校の質に衰退が生じれば、教育の質を重視する親の子どもは

私立学校に行ってしまい、また、私立学校の質が低下したとしても、このタイプの親は、私立学校

により長く子どもを残そうとする。質の低下への取り組みは、公立よりも私立のほうが、より強力

に「内部から」行われる（ハーシュマン，2005：50-57）。しかし、このように、一市民が子どもを

私立学校にやることで公教育から「逃げだす」ことは可能であるが、同時に、その市民は、自分と

自分の生活が公教育の質に影響を受けるという意味では逃げ出すことはできない。それにもかかわ

らず、公教育は改善されないのである（ハーシュマン，2005：108-109）。 

また、教育行政における科学的判断が難しい別の実例としては、実証主義の長い伝統があり、シ

ンクタンクや研究者が政策に関わる度合いが相対的に多いと思われる米国であってさえも、教育政

策を改善する際、良い実践を行っている学校の事例を普及させることが主流であり、事例の研究技

術的な側面やエビデンスには注意が払われず、ランダム化比較試験に基づいた結論を用いることは

ほとんどないことも指摘されている。そこでの政策立案者の主な関心は、教育研究者の実践の承認

というコンセンサスを得ることだけにあるのである（Cook & Payne, 2002：161）。 

しかし、このように教育研究や教育行政の持つ特質や課題があるとしても、知識社会とよばれ、

インターネットなどを介して多くの人々が情報にアクセスできる昨今、政策として、施策の有効な

要素を特定するための質の保証された研究やその情報提供は、これまで以上に必要とされてきてい

るのも同時に事実なのである。 
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エビデンスを唱道する研究者たちは、 も有効な一連の施策の、さまざまな要素の効果を分離す

るためには、今後、実験が必要と主張する。その他、施策の経済効果も評価できるように、 初か

ら研究計画の一部として、費用便益分析や費用対効果分析など経済分析を含めておくべきとの主張

もなされている（シャーマンら, 2008：405）。 

このように、一般に情報が公開されることが当然視される時代における合意形成では、説得力を

持つのは、より客観的な調査や提言である。政策形成・決定プロセスに人々の関心が集まるように

なると、市民参加、情報公開、パブリック・コメント、マニフェストといった政策形成のための手

法が認知され、推進される（中村, 2010：137）。政策形成・決定プロセスに、多くが納得でき、理

解できる客観的指標が求められるのであれば、エビデンスは、客観性や実証性を期待することの表

れとして、社会的に一層求められていくことであろう。政策が漸進主義ではなく、新しい課題に取

り組む新たな予算獲得を必要とすれば、ランダム化比較試験を系統的レビューしたエビデンスのみ

ならず、大規模サンプルでの広範、かつ経年の調査もデータとして重要視されるかもしれない。そ

して、さまざまな利害関係者の中で政策が形成され、複雑さが増せば増すほど、政策課題の解決や

新しい価値概念の創出のために、教育研究の科学的客観性の希求と、研究成果の政策活用について

の議論は、さらに注目されていくことと思われる。 

 特定のタイプの「知識」に対して、「エビデンス」といった学術的専門用語のラベルを貼ることは、

それらを活用する人々の理解力、優先事項、及び力を反映する特権的な言葉である（Nutley et al., 

2007：25）。エビデンスという言葉が象徴する活用に刺激された研究というものが、教育研究でどの

ように可能になり、それが社会にどのように還元されるのか。様々な課題を伴いながらも、エビデ

ンスという言葉の意義とそのあり方は、今後一層問われ続けることであろう。 

 

注 

１）「『国民との科学・技術対話』の推進について（基本的取組針）」、<http://www8.cao.go.jp/cstp/output/20100619taiwa.pdf>

（accessed 2010/12/20） 

２）独立行政法人 日本学術振興会 平成 23 年度「科学研究費補助金公募要領（特別推進研究、基盤研究、挑戦的萌芽

研究、若手研究（A・B））」<http://www.jsps.go.jp/j-gransinaid/index.html>（accessed 2010/12/20） 

３）OECD により、OECD 加盟国（参加希望国）の義務教育終了段階の 15 歳を対象に実施される生徒の学習到達度を調

査する国際比較調査（Programme for International Student Assessment: PISA）。読解力、数学的リテラシー、科学的リテラ

シー、問題解決を測定する。2000 年以後 3 年ごとに調査。 

４）対象者をランダムに、実験群と対照群の 2 群に分け、外部要因による影響を除去し、実験群に特定のプログラムを実

施した後、その差について統計学的検定を行うランダム化比較試験で産出した同様の研究成果を集め、統計的に統合し

解析したものを言う。 

５）たとえば、教育研究者の業績としては、次のようなものが挙がっている。 

・デザインのための用語（Campbell and Stanley,1966）、幼児教育におけるランダム化比較試験と長期追跡調査（Lazar et al, 

1977; Schweinhart and Wikart, 1993,1997）、社会実験に関する論文 “Reforms as Experiments” (Campbell, 1969)、統計的有意

差と本質的有意差の区別（Carver, 1978）、「票読み」の誤謬（Hedges and Olkin,1985）、統計的有意差と比較して本質的

有意差の測定基準となる「効果量」（effect size）の導入（Glass et al,1981）、メタ・アナリシスでの統計的発展（Hedges and 

Olkin, 1985）（Fitz-Gibbon, C. 2000：84-85） 

６）「キャンベル共同計画」<http://www.campbellcollaboration.org/index.html> (accessed 2010/12/20 ) 

７）「コクラン共同計画」<http://www.cochrane.org > (accessed 2010/12/20) 

８）シンクタンクとは、公共政策を対象とし、政策提言を目的とした調査研究を行う非営利で運営される組織である。そ

の語源は、第二次世界大戦中、計画や戦略を練る機密保持室という意味の軍事関係者の特殊用語であったとされる。戦

後は、1950 年ごろから、米国空軍のために設立された「ランド研究所」のような委託研究を行う組織の呼称として用い
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られるようになった（スミス，J.A.（長谷川文雄、石田肇、ボストン・フューチャー・グループ訳）1994：6）。 

９）ウエイス（Weiss, C.H.）は、文中で紹介したモデルのほか、研究が現実社会に現実社会に知識を適用し活用される「知

識主導モデル」、研究に基づき知識からのアイディアや理論などが間接的に政策プロセスに浸透する「啓発モデル」、社

会的関心によって研究が社会的状況に組み込まれる「社会の知的活動としての研究」を加えた 7 つの研究活用モデルを

提示している。 
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Towards better use of evidence in education
―Initiatives in Europe― 
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Abstract 
Recently, the importance of the accumulation of human capital and education is increasing together 

with the development of globalization. However, because of the financial difficulties many countries 

are facing, the demand for a more efficient and effective education policy is growing. Furthermore, 

given the discussion about modernizing the government, governments are required to be more 

accountable about how the public funding is used, and about the outcomes of the use. It is in this 

context that the interest in using “evidence” has become stronger. However, there are different 

approaches to understanding what is meant by “evidence” or “evidence use.” Depending on what 

kind of “evidence use” is assumed, the way of promoting it differs considerably. In Europe, since 

2007, discussions have taken place specifically on how to promote the use of “evidence” in edu-

cation. As a result, starting from 2010, the EU has commissioned several projects on “Evi-

dence-based policy and practice” to develop networks of knowledge brokerage initiatives. In this 

paper, the framework for evidence use in social policy, including educational policy, is discussed as 

a basis for our understanding on how evidence use is captured and how it will be promoted in 

Europe. This includes the definition of evidence and different models of evidence use. After briefly 

introducing the content of the projects commissioned by the EU, we will reflect on how the dis-

cussion surrounding “evidence” has proceeded in Europe since the “Lisbon Strategy.” Some of the 

latest trends on improving creation, dissemination and application of evidence in Europe will be 

mentioned. By examining these initiatives, this paper concludes by discussing the challenges for 

promoting evidence use in Japan. 

 

１．はじめに 

 20 世紀後半以降、移動手段や科学技術の進展により人や物の移動が活発化し、グローバル化が進

展するにつれ、各国では国際競争力の強化が大きな課題となってきており、そのための人的資本の

蓄積や教育の重要性が一層増してきた。同時に、各国の財政事情の悪化や政府の近代化の流れに伴

い、各国政府は公的資金がどのように使われ、それがどのような成果をもたらしているのかについ

ての説明責任を問われるようになり、この流れの中で、教育についても「どれだけ投資するか」で

はなく、「投資の結果どれだけの成果が挙げられているのか」という教育の質への関心が高まってき
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た（Bridges et al, 2009、OECD, 2007、岩崎、2010、渡辺、2006）。こうした中、OECD で教育に関

する国際比較可能な教育指標を開発するために 1988年から開始された INES事業（INES: Indicators of 

Education Systems）の重要性が増し、また、この事業の一環として「生徒の学習到達度調査」（PISA: 

Programme for International Student Assessment）や、「国際成人力調査」1）（PIAAC: Programme for the 

International Assessment of Adult Competencies)といった国際比較調査が実施されている。これらの国

際比較調査は、各国政府に豊富な「エビデンス」を提供すると同時に、国際比較調査の結果の差の

原因究明のために、政策立案者が研究から得られる情報に寄せる関心も高まってきている。ところ

が、教育分野は教育研究が価値観により左右されること、様々な社会的要因と密接に関連しており、

教育のみを切り離すことが困難であること、教育分野での知識基盤の蓄積が少ないこと、さらには

誰もが学校に行った経験があることなど、様々な要因が影響してこれまで｢研究｣あるいは｢エビデン

ス｣が政策立案や実践について果たしてきた役割は他の分野に比べて限定的である (DIPF, 2007, 

Lagemann, 2000; Levin, 2004; OECD, 2000、2003; Schuller, 2010, Whitty, 2006)。また、教育分野に限

ったことではないが、政策立案者が短期的に結果を求めるのに対し、研究は成果が出るまでに時間

を要する等、政策決定の領域と研究活動の領域との間には本質的な違いがある (Lazendorf, et al, 

2005; Nutley et al, 2007)。こうしたことから、教育政策や教育研究と実践における「研究」あるいは

「エビデンス」の活用やナレッジ・マネジメントの重要性についての認識の高まりに関わらず（立

田、2010）、これらはまだ十分に実行されているとは言えない。本格的な知識基盤社会の到来に伴い、

各国における R&D（Research and Development, 研究開発）支出が年々増加しているにも関わらず、

教育分野における R&D 支出は低いレベルにとどまっているのは、その表れのひとつと言えるであろ

う（OECD, 2010a, 2010b）。 

 このような教育政策や実践における「エビデンス」活用への関心の高まりの中、欧州委員会は 2010

年より、教育分野でのエビデンスに基づく政策及び実践の促進に向けて、特に｢知識仲介システム｣

の確立に向けた委託事業を実施している。欧州域内での教育エビデンス活用に向けた取り組みの状

況は国によって大きく異なり、英国のように議論や取り組みが進んでいる国もある一方、我が国と

同様、まだ議論を開始したばかりの｢教育エビデンス途上国｣も多数ある（津富、2003）。本稿では、

このような状況の中で、欧州において教育エビデンスの活用をどのように捉え、どのように進めよ

うとしているのかについての理解を深めるため、まず初めに、教育政策を含む社会政策分野の「エ

ビデンス活用」の枠組みを論じる。続いて、教育分野に限定した欧州におけるエビデンス活用の推

進に向けた議論に目を向ける。特に、欧州委員会が行う委託事業の目的や内容を紹介するとともに、

欧州委員会がこのような委託事業を実施するに至るまでの欧州域内での議論を振りかえる。また、

欧州各国の取り組みの具体例などの 新の動向を踏まえ、 後に、我が国での教育エビデンス活用

の推進に向けた課題を論じる。 

２．「エビデンス」の活用とは何か。 

⑴ 「エビデンス」とは 

 「エビデンス」は、近年、政策論議の場でしばしば用いられる用語であるが、そもそも何を意味

するのであろうか。「エビデンス」とは、「実践や政策決定の際に用いられる科学的根拠を表す言葉」

（岩崎、2010、p.17）であるが、具体的に何を意味するかの捉え方は様々であり、定義が難しい 

(Bridges et al, 2009)。正木ら（2006）はエビデンスを「バイアスのない方法により得られたデータを、
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バイアスのない方法で分析して得られた結果」(P.12)としており、エビデンスの範囲を厳格に捉えて

いる。しかし、政策や実践におけるエビデンスの活用についての議論の進展に伴い、エビデンスは

より幅広いものとしてとらえられるようになり、質的研究や概念的研究についてもエビデンスに含

まれると考えられるようになってきている（Levin, 2004、 Nutley, et al, 2007、惣脇、2010a）。 

 後述の欧州の議論では、「エビデンス」そのものを定義してはおらず、「エビデンスに基づいた政

策」について、OECD (2007) の定義を採用し、「政策オプションの中から政策決定し選択する際に、

現在 も有益なエビデンスの誠意ある明確な活用」をすること（the conscientious and explicit use of 

current best evidence in making decisions and choosing between policy options）」（OECD, 2007, p.16、岩

崎訳, p.37)としている。また、エビデンスの範囲についても OECD と同様、エビデンス産出の手法

等により限定的にとらえることはせず、政策決定の際に有益なものを広く捉えており、例えば統計

的なデータのようなものもエビデンスの一種として位置づけられている (DIPF, 2007, EC, 2007, 

OECD, 2007)。 

 

⑵ 「エビデンス」、「知識」及び「研究」の関係 

 欧州では、必ずしも「エビデンス」という用語ではなく、「知識」や「研究」という用語を用いて

いることも多い。ナットレイらが言うように、エビデンス、知識及び研究の３つの関係は非常に複

雑なものである（Nutley et al, 2007）。 も一般的なのは「研究」をエビデンスの一形態としてとら

え、「エビデンス」を知識の源と捉える見方である。この捉え方によれば行政調査による統計的なデ

ータも「エビデンス」に含まれることとなる。一方で、「エビデンス」をより狭く捉え、エビデンス

は研究からの実証的成果であるとする見方もある。さらに、「知識」を「研究の解釈」として定義す

る場合もある。また、暗黙知や経験知をどのように位置づけるかという議論もある。しかしながら、

後述するように「エビデンスの活用」を知識の産出、普及、活用という線形のプロセスとしてでは

なく、より広い相互作用的なものとして捉えるのであれば、「エビデンス」、「研究」及び「知識」は

相互に影響しあい、その相互関係を厳密に定義づけるのは困難である（Nutley et al, 2007）。欧州で

の議論は、統計的なデータもエビデンスと捉えるなど、一般的な理解に近いようにも見えるが、必

ずしも厳格な区別はしておらず、文脈により「知識」や「研究」はいずれも「エビデンス」と同義

あるいは広義の「エビデンス」に含まれるものとして扱われている（Nutley et al, 2007）。本稿にお

いても厳格な区別はせず、文脈に応じて適宜使い分けることとする。 

 

⑶ エビデンスの活用とは 

 エビデンスの活用の形態については、大きく分けると手段的な活用と概念的な活用がある。手段

的な活用とは、ある特定のエビデンスが、政策や実践における特定の意思決定に直接的に影響を与

えるような場合を指す。一般的にはエビデンスの活用はこのような捉え方をされている場合が多い。

概念的な活用とは、活用をより広く捉え、エビデンスが政策立案者や実践者の考え方や態度により

複雑で間接的な方法で影響を与える場合も含むものである (Nutley et al, 2007)。ワイスはさらにこ

れらを細分化し、「知識主導モデル」、「問題解決モデル」、「相互作用モデル」、「政治的モデル」、「戦

術的モデル」、「啓発モデル」、「社会の知的活動としての研究」という研究活用の７つの類型を提示

した（表１参照）。 
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表 1：ワイスのエビデンス活用の７つの類型 

知識主導モデル 手段的な活用が主。基礎研究により政策や実践にとって価値のありそうな知識

が特定され、応用研究によってこの知識が試される。研究に基づいた技術が開

発され、研究活用が発生する。ただし、実社会では非常にまれ。 

問題解決モデル 手段的な活用が主。研究は、政策立案者が特定の課題への解決策を見つけるこ

とを支援する。研究者と政策立案者の間で課題の本質や達成目標についての合

意があり、それを達成するために研究がエビデンスを提供する。ただし、実社

会では非常にまれ。 

相互作用モデル 概念的な活用が主。政策立案者は、研究だけでなく、多様な情報源から、業務に

役立ちそうな知識を積極的に、相互作用的に探求する。政策と研究の関係は反

復的でダイナミックなものであり、政策立案者と研究者やその他の政治的プロ

セスの関係者との相互の話し合いが存在する。ただし、実社会では非常にまれ。

政治的モデル 研究は、ある特定の政治的な立場を補強したり、あるいは敵対する立場を弱め

たりするために用いられる。 

戦術的モデル 研究の成果とは無関係に、研究の実施それ自体、政策立案者が行動を起こさな

いことの口実として利用され、場合によっては研究者が政策の失敗についての

責めを負う。 

啓発モデル 概念的な活用が主。研究は、様々な利益団体やメディアなどの間接的な経路を

通じて政策領域に徐々に、そして累積的に影響を与え、 終的には問題の捉え

方やその解決法にも影響を与える。実社会では も一般的であるが、活用され

る研究の質を精選する方法がないため、注意が必要である。 

社会の知的活動

としての研究 

ある問題についての関心から、政策立案者がその分野の研究への資金援助を決

定した結果、さらなる研究が実施され、問題の再概念化が行われ、それによっ

て政策立案者や社会の考え方が形成されるというように、相互に絶え間ない影

響が継続する。 

Nutley et al (2007)より筆者が要約 

 

 これらのモデルは、特に、エビデンス活用の一連のプロセスには産出、普及、そして活用という

3 つの局面があるという前提で、この 3 つの局面がそれぞれどのような役割を有し、どのように相

互に関係しているかという点において異なっており、エビデンスの活用にも多様な捉え方があるこ

とを示している。これらのモデルは、規範的なモデルではなく、描写的なモデルではあるが、これ

らを比較することにより、エビデンス活用の促進方策を考えるにあたっては、どのようなエビデン

ス活用の形態を促進することを目的とするのかかについて十分な考慮を必要とすることが明らかに

なる。 

 

⑷ 「知識」の種類 

 「エビデンスに基づいた」政策あるいは実践という考え方は、もともとは医療の分野で、より科

学的根拠に基づいた臨床行為を目的として採りいれられたものであり、主として「何が有効か」と

いう知識が求められるが、教育分野で求められる「知識」とはどのようなものであろうか。米国の

WWC 情報センター (What Works Clearinghouse) 2）のように、「何が有効か」に関する知識のみを求
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め、研究の手法等により「エビデンス」と認められるかどうかを厳格に判断するモデルも存在する 

(Bridges et al, 2009)。一方で、ナットレイらは、エクブロム (Ekblom, 2002) を引用して、「課題につ

いての知識」(know-about problems)、「何が有効かについての知識」(know-what works)、「どのように

（実践に移したらよいか）に関する知識」(know-how (to put into practice)、「誰を（巻き込むとよい

か）に関する知識」(know-who (to involve))、「なぜかに関する知識」(know-why) の５つを効果的な

社会政策に必要な知識分野として特定し、「何が有効かについての知識」だけが効果的な社会政策に

役立つわけではないことを強調している。教育政策の分野が多様な社会的要因と密接に結びついて

いることも踏まえると、どのような「エビデンス」の活用を促進するかの検討にあたっては、対象

とする「エビデンス」の種類や得ようとする「知識」の種類を十分に考慮することが必要であると

いえる。 

３．欧州委員会 3）委託事業について 

 ここからは欧州における教育分野でのエビデンスの活用に関する議論を概観するが、まず、現在

行われている教育分野 4）でのエビデンスに基づく政策及び実践の促進に向けての欧州委員会の委託

事業の内容を簡単に紹介する。 

 

⑴ 2010年委託事業 

 2009 年に公告された企画提案の募集書「エビデンスに基づいた政策及び実践：知識仲介に関する

取り組みについてのネットワークの構築に向けた提案の募集」(EC、2009) によると、2010 年の委

託事業は、研究、政策及び実践の間の結びつきの強化を意図した｢知識仲介システム｣の開発に向け

た EU 加盟国間を中心とした国際的な協力を支援するものである。ここでいう｢知識仲介システム｣

とは、研究からの知見をより理解しやすいものとし、また、アクセスしやすいものとすることで、

研究が政策立案者や実践者 5）の目に留まりやすいものにする役割を負うものであると記述されてい

る。知識仲介システムは、エビデンスの産出、普及、活用というエビデンス活用のプロセスのうち、

特に普及をより効果的に行うための一つの手段であると考えられている。 

 背景としては、2006 年の欧州委員会の報告書｢欧州の教育訓練制度における効率性及び平等性｣

(EC, 2006) において、政策が効果的であるためには、確固たるエビデンスに基づくことが必要であ

ることが強調され、そのためには研究知見の産出、研究知見へのアクセス、政策立案者や実践者へ

の研究知見の普及のためのチャンネルが必要であること、また、2007 年に欧州委員会事務局が作成

した報告書｢より知識に基づいた教育訓練分野における政策及び実践に向けて｣ (EC, 2007b) におい

て、欧州において教育分野の研究の蓄積、普及及び活用についての整合性のとれた仕組みをつくる

ための取り組みの必要性が指摘されていること、また、2008 年に採択された｢2010 年以降の教育訓

練の分野における欧州域内協力に関する戦略的枠組み｣ (EC, 2008) においても、エビデンスに基づ

いた政策及び実践の開発は重点項目として掲げられていることなどが挙げられている。 

 また、この委託事業の主たる目的及び期待される成果としては、以下の 5 点を挙げている。 

 仲介システムの開発についての経験やグッド・プラクティスの共有 
 新たな知識仲介システムの試行 
 エビデンスに基づいた政策及び実践に向けた整合性のとれた環境の整備 
 研究の質を評価し、また、確固たるエビデンスに基づいて政策や実践に関する提言を形成するため
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の枠組みの開発 
 ウェブサイト、チラシ、ビデオ、書籍、会議やセミナー等、知識を共有し、普及させるための具体

的なツールの開発及び普及 
 

 この公募の結果、三つのプロジェクトがこの委託事業の枠組みの中で採択された。一つ目はアン

トワープ市とアントワープ大学が共同でコーディネートする「エビデンスに基づいた政策及び実践

―知識仲介に関する取り組みのネットワークの構築」というプロジェクトである。主として地域レ

ベルでの教育・訓練政策への投資を増やすため、エビデンスに基づいた教育政策に関する経験や情

報を共有するためのネットワークの構築を目指すものである。EU５か国から 6 都市が参加している

ほか、5 大学と EUROCITIES という、EU30 か国の 140 都市が加盟するネットワーク 6）が参加して

いる。二つ目は、欧州スクールネット (European Schoolnet) 7）がコーディネートする LINKED（教育

に関する知識のネットワークのためのイノベーションの促進：Leveraging Innovation for a Network of 

Knowledge on Education）というプロジェクトであり、研究者、政策立案者、実践者の間での知識の

共有を促すための仲介ツールを提供したり、研究知見の普及を行うことを目的としており、エビデ

ンスに基づいた政策の促進を目指している。これら 2 つのプロジェクトについてはウェブ上に情報

が公開されておらず、これ以上の詳細は 終報告を待つ必要がある。三つ目が英国の EPPI センタ

ー（Evidence for Policy and Practice Information and Co-orditating Centre, EPPI-Centre）を中心に、11

か国からの 18 のパートナー機関（オランダ及びノルウェーの教育省を含む。）によって実施されて

いる「欧州におけるエビデンス情報に照らした教育政策に向けて」（Evidence Informed Policy in 

Education in Europe, EIPEE）である。なお、プロジェクトが進展するにつれ、パートナー機関は増

加し、2011 年 2 月現在で 23 か国からの 34 機関となっている。EIPEE 事業の結果については、現在、

終報告の作成が行われているところである 8）。 

 
⑵ 2011年委託事業 

 2010 年の委託事業の委託期間が 1 年間だったのに対し、2011 年の委託事業は期間が 2 年間とされ

ている。2010 年に公告された企画提案の募集書「教育・訓練分野でのエビデンスに基づく政策及び

実践のためのネットワークの構築に向けた取り組みへの提案の募集」（EC、2010a）によると、この

委託事業は、2010 年委託事業と同様、ET2020（「教育訓練分野における欧州域内の協力のための戦

略的枠組み」）（EU, 2009）、2006 年の欧州委員会の報告書｢欧州の教育訓練制度の効率性及び平等性｣

(EC, 2006) や 2007 年の欧州委員会事務局作成の報告書｢より知識に基づいた教育訓練分野における

政策及び実践に向けて｣ (EC, 2007b) などを踏まえたものである。 

文書中、特に言及されているのは、効果が限定的で、方向性を誤った教育政策は、大きな財政的・

社会的なコストを伴うものであり、政策立案者や実践者がどのような改革や実践が も効果的であ

るかを判断し、それを確実に実施するために研究からのエビデンスを活用することの必要性である。

欧州各国の経済状況を踏まえ、教育政策の効率性を極めて重視していることが伺える。一方で、研

究からのエビデンスは政策や実践に関する判断材料の一つに過ぎず、現実の判断はより複雑な社会

的政治的プロセスの中で行われることも認めている。このことは、公共政策の分野でも広く認識さ

れており（Lindblom et al, 1993）、また、教育分野におけるエビデンスの活用を論じる際にも多くの

学者が認めていることである (DIPF, 2007, Levin, 2004)。「エビデンスに基づいた」(evidence-based) 

に替えて、「エビデンス情報に基づく」（evidence-informed）という用語が好まれるようになってき
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たのもこの表れである（OECD, 2007）。こうした認識を前提に、政策立案の際の研究活用がどの程

度促進されるかは、研究者と政策立案者間の協力のプロセス、ネットワーク及び枠組みによって左

右され、両者の間のコミュニケーションの確立が不可欠であり、このための｢積極的な｣知識の仲介

が必要であるとしている。 

｢積極的な｣知識の仲介には、第一に研究知見を要約するなどして、わかりやすく政策立案者や実

践者に伝えること、第二に、研究活用に向けての双方向のコミュニケーションを効果的に行うため、

研究を通じて得られる知識を関係者の間で共有するためのネットワークやウェブサイトの設立、定

期的なイベントの企画などが必要となる。そして、知識の仲介が十分に機能し、エビデンスに基づ

いた政策及び実践が行なわれるためには、評価、質保証及び説明責任を尊重する文化が必要であり、

研究者、政策立案者及び実践者は、効果的な政策や実践に向けて共に努力することが必要であると

している。 

このように、2011 年委託事業では、2010 年委託事業と比べて、研究活用に向けて研究者と政策立

案者の間の双方向のコミュニケーションや協力体制の必要性がより強調されている。 

 こうしたことを背景に、2011 年委託事業は、教育訓練分野での研究、政策及び実践の間の連携を

強化するため、｢知識仲介システム｣の確立に向けたさらなる欧州域内での協力を支援している。特

に、｢知識仲介システム｣の確立に向けた欧州域内で、少なくとも 15 か国が参加するネットワークを

設立することを目指している。このネットワークを通じて、各国での取り組みについての情報交換

を行い、さらなる研究活用の促進が期待される。委託事業の具体的な目的は 2010 年とほぼ同じであ

り、ここでは割愛する。なお、2011 年委託事業の公募の結果の全体像は不明であるが、EPPI セン

ターは 2010 年委託事業に引き続きその対象となっており、我が国の国立教育政策研究所はその国際

連携パートナーとなっている。このことにより、我が国が欧州の枠組みに拘束されることはないが、

欧州における今後の議論の動向を十分にフォローしていくことは、我が国における議論を推進する

にあたり有益であろう。 

４．欧州における議論の経緯 

 このように、欧州での近年の取り組みは、エビデンスが、経験知、実践の評価、研究知見、指標

や統計等多様な形態をとりうるものであることを前提とし（EC, 2007）、これらの多様な形態のエビ

デンスをいかに関係者間で共有していくかということに重点を置いている。また、その手段の一つ

として、「知識仲介システム」の確立に焦点をあてている。政策・実践分野におけるエビデンス活用

にはワイス (Weiss) の 7 つのモデルをはじめ、様々な捉え方がある中で (Nutley, 2007, Pope et al, 

2007)、欧州では研究活用をより概念的なものとして捉え、かつ、ワイスの相互作用モデルを目指し

ているようにみえる。米国の WWC 情報センターのように、エビデンスをより厳格に捉え、ランダ

ム化比較試験を重要視するアプローチもある一方で (田辺、2006、OECD, 2007)、欧州委員会がこの

ようなアプローチを採るに至る議論の経緯を以下で述べる。 

 

⑴ 欧州の基本的な枠組み―リスボン戦略以降の動向 

 欧州での近年の教育政策の動向を概観する際に欠かせないのが、2000 年 3 月にポルトガルのリス

ボンで開かれた欧州理事会 (European Council) 9）で出された｢リスボン戦略 (Lisbon Strategy)｣10） (EU, 

2000)である。そこで、これ以降の欧州における教育政策の方向性について概観する。 
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 ｢リスボン戦略｣は、2000 年からの向こう 10 年間を念頭に、「より多くの雇用と強い社会的結束を

伴い、持続可能な経済成長を可能にし得る、競争力のある、ダイナミックな知識経済・社会への移

行」という包括的な方向性を示している。そして、この中で、知識社会の需要及び雇用の改善に向

けた教育・訓練制度の必要性が明示的に記されており、いくつかの具体的なベンチマークとガイド

ラインを定めている。また、EU 閣僚理事会 11）が教育制度について、欧州域内の共通課題や優先課

題に焦点化して、将来的な具体的目標設定を考察することを求めている。欧州理事会が教育につい

て政策課題を取り上げたのはこれが初めてであり、｢リスボン戦略｣は EU の教育・訓練政策の大き

な転換点であるとの指摘がある（柿内、2007；園山、2006、Ertl, 2006）。 

 この｢リスボン戦略｣を受けて、教育・訓練分野の具体的な戦略及び目標（ 3 つの戦略目標とその

下部にある 13 の目標）が 2001 年 2 月のストックホルム閣僚理事会で決定された。さらに、この内

容を踏まえて、具体的な事業計画（Detailed work programme on the follow-up of the objectives of Ed-

ucation and training systems in Europe）が 2002 年に定められ (EU, 2002)、これがのちに｢教育・訓練

2010｣（ET2010）という名称で呼ばれるようになる。ここでは 5 つのベンチマークと 29 の指標が設

定されている。この時期にベンチマークという形で具体的な数値目標を設定し、信頼性のあるデー

タ収集に力が注がれ、事業評価の際には目標の達成度が重視されるようになったという意味では、

エビデンスに基づく政策形成の流れが強まってきたと言える (澤野、2007)12）。ただし、事業計画中

に「エビデンス」という用語は一度も登場しない。 

 「リスボン戦略」においてもう 1 点注目すべきは OMC (Open Method of Coordination: 裁量的政策

調整)という新しい統治手法が取り入れられたことである（柿内、2007）。OMC とは、主として①設

定目標を達成するための具体的な計画と組み合わされた欧州ガイドラインの作成、②ベスト・プラ

クティスを比較する手段としての量的・質的な指標やベンチマークの確立、③欧州ガイドラインを

国家レベルや地域レベルの政策に具体化すること、及び④相互学習プロセスとして定期的なモニタ

リング、評価、ピア・レビューの実施、の 4 点により構成される（EU、2000）。つまり、欧州レベ

ルで課題の捉え方や長期的な目標は欧州ガイドラインという形で共有されるが、 終的にそれをど

のような政策として実現するかは、欧州レベルで決定されるのではなく、各国政府の判断にゆだね

られる。その代わりに、指標やベンチマークを設定し、各国間で評価を行うことにより、欧州域内

での一定の方向性を保持するものである。この OMC の手法は、「知識の仲介」に関するネットワー

クを通じたベスト・プラクティスの共有や、エビデンス活用のための欧州域内での枠組みの構築を

目指す委託事業の内容にも反映されていると言える。特に、各国政府が政策的な判断を行うことと

なる以上、エビデンスの範囲やその活用方法は広いものとして捉えざるを得ず、WWC 情報センタ

ーのように厳格な基準作りではなく、むしろネットワークの構築を通じて理念を広く共有し、エビ

デンスの活用に関する経験、グッド・プラクティスや情報を共有することを目指すのは自然な流れ

ともいえる。 

 「ET2010」は 2010 年までの事業計画であることから、これ以降 2020 年までの事業計画について

の議論が、2008 年より開始された（EC, 2008a）。2008 年の欧州委員会報告「教育・訓練分野での欧

州域内の協力に関す戦略的枠組み改訂版」(EC, 2008a) によると、「教育・訓練 2010」で定められた

5 つのベンチマークのうち、多くのものについて数値目標が達成できなかった。そこで、この報告

では、2010 年以降の事業計画のみではなく、当時の事業計画がまだ有効ではあるものの、2010 年ま

での残りの期間（2009 年及び 2010 年）に特に優先的に取り組むべき課題についても言及している。 

「エビデンス」という用語は、この 2010 年までに優先的に取り組むべき課題の中で明示的に記さ
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れている。具体的には、戦略的課題の一つとして、教育の提供や学習成果の質及び効率性の向上を

挙げており、高い質の確保には効果的で持続可能なリソースの活用が必要とし、このためにはエビ

デンスに基づいた政策及び実践を促進することが重要であるとしている。つまり、2000 年以降の

諸々の取り組みでは数値目標を達成できなかったことから、単に指標等の統計的データの収集のみ

ではなく、政策や事業が効果的であるかどうか、あるいは何が原因で期待される結果が得られない

のかということについての研究知見が必要であるという認識が高まってきたのである。 

 この欧州委員会報告を受けて 2009 年 5 月に欧州閣僚理事会で決定された「ET2020」では、前述

の質及び効率性の向上を 2020 年までの４つの戦略目標の一つとした上で、これらの戦略目標の達成

度を定期的にモニタリングすることは、エビデンスに基づいた政策形成に大いに役立つと特記した

上で「ET2010」の際と同様に、欧州ベンチマークや指標の必要性を述べている。 

 

⑵ 欧州におけるエビデンス活用の推進に向けた具体的な議論 

 前述のとおり、2000 年に出された「リスボン戦略」以降、欧州においては、数値目標による事業

評価の流れが出来上がっている。一方で、中間評価を行ったところ、2010 年までの事業計画に定め

られた数値目標の多くが達成できていないという現実に直面した。これを契機に、より効率的で効

果的な政策の必要性が強調され、「リスボン戦略」のもとに設定された目標の達成に向け、教育・訓

練制度の改革は、エビデンスに基づいた政策や実践によって誘導されるべきとの機運が高まった 

(EC, 2007b; Federal Ministry of Education and Research, 2007)。この議論の流れからわかるように、欧

州の教育分野でのエビデンスへの関心の高まりは、主としていかに質の高い教育、すなわち効果の

ある教育を効率的に提供できるかという問題意識から生じるものであるといえる。 

 このようなエビデンスの活用への関心の高まりの中、2007 年 3 月に、当時の EU の議長国であっ

たドイツの主導で、「教育・訓練分野での行動のための知識 (Knowledge for Action in Education and 

Training)」という会議が開催された。この会議での議論が、その後の具体的な事業の内容等の基礎

となっている。この会議では、レヴィン（Levin, 2004）の研究インパクトの考え方についてのモデ

ル（図 1 参照。ただし、「普及」（dissemination）ではなく、「仲介」（mediation）という用語が用いら

れている。）に基づいて、知識の｢産出、普及、活用｣（creation of knowledge, dissemination of knowledge, 

application of knowledge）という 3 つのテーマをカバーしている（DIPF, 2007; EC, 2007b）。 

図１が示すように、このモデルは、研究活用を関係者間の相互作用的なプロセスとしてとらえて

いる。また、研究の産出と活用のコミュニティーは直接つながっていることもあるが、多くの場合、

例えばマス・メディア等の第三者が間に入ることにより、両者がつながる。さらに、教育分野でエ

ビデンスの活用が進んでいないことの要因として研究の産出の弱さばかりが強調されることは多い

が、産出側の果たす役割はエビデンス活用の大きな流れの中の一部であり、他の関係者の果たす役

割も大きいことがこのモデルからわかる。そして、重要なのは、エビデンスの活用は常により大き

な社会的な文脈の中で生じており、社会的な文脈と相互に影響し合っているということである。エ

ビデンス活用の推進を議論する際には、これらすべての構成要素がどのような役割を果たすかを十

分に議論する必要がある (DIPF, 2007)。 

 また、エビデンスとは何かということについて、シュラーやレヴィンは、何が研究に含まれるか、

あるいはどのような研究知見がエビデンスを構成しうるかについては様々な議論があることを認め

たうえで、それぞれの立場が否定し合うのではなく、共存し、相互に学びあうことで全体としての

知識基盤が強化されるため、多様な形態のエビデンスの産出及び活用をいかに推進していくかを議
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論することがはるかに有意義であると論じた (DIPF, 2007)。その後の欧州での議論でも、エビデン

スや研究の定義について議論するよりは、より現実的に広義のエビデンスをいかに活用していくか

ということに焦点をあてている。 

こうした経緯を踏まえると、欧州での関心は主として「何が有効か」に関する知識であるとも受

け取ることができる。しかし、後述するように、現実にはより幅広い知識を対象としている。これ

は、欧州においては、政策的な判断は各国政府がそれぞれ自国の状況を踏まえて行なうこととされ

ていることから、同じエビデンスであっても、直接活用できる場合もあれば、概念的な活用がふさ

わしいこともあり、また、エビデンスを解釈するためには「課題についての知識」や「どのように

（実践に移したらよいか）に関する知識」等の他の分野も必要であるという事情も影響していると

考えられる。 

 

      図１：研究インパクトの要素 

時間
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• 政治家
• 政治アドバイザー
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メディア
• マス・メディア
• 専門的なメディア
シンクタンク
活動家
政策起業家
普及者

社会的文脈
• 現在の課題
• 考え方
• 一般的な偏見
• 先入観
• 伝統的な知

Levin (2004) p.8  

 

⑶ 知識の産出、普及、活用に関する欧州各国の取り組み 

 知識の産出、普及、活用という 3 つの分野について、2007 年にユーリディス（Eurydice）が EU

各国を対象にそれぞれの取り組み状況を調査している (EC, 2007b)。ここではその中からいくつか

の具体的な事例を紹介する。なお、これらの３つの分野は相互に排他的ではないため、一つの取り

組みが複数の分野にまたがることもある。 

 

 ① 知識の「産出」に関する取り組み 

 ここでは、産出される知識を「教育研究から得られる知見」ととらえ、教育研究の推進に向けた

各国の取り組みを取り上げる。「教育研究」についてはヒラージら (Hillage et al., 1998, p.7) の定義

を用いている。具体的には「教授方法、学習及びこれらが生じる組織的な枠組みについて、なんら

かの価値のある知識を産出するために行われる系統的なデータの分析及び収集を伴う活動 (A set of 

activities which involves the systematic collection and analysis of data with a view to producing valid 



教育分野におけるエビデンス活用の推進に向けた考察 

 123

knowledge about teaching, learning and the institutional frameworks within which they occur.)」と定義し

ている。つまり、研究を非常に広く捉えており、研究から得られる知識の種類や研究の手法につい

ては限定をしていない。これは、研究の活用の形態はその文脈や直面する課題によって多様である

ことの認識の表れであろう。 

 EU 加盟国における教育研究の推進に向けた取り組みは極めて多様であるが、大きく分けると教

育研究の政策との関連性を高める取り組みと、教育研究の質を高める取り組みとがある。 

教育研究の政策との関連性を高める取り組みとしては、①例えばイギリスの国立教育研究フォー

ラム（National Educational Research Forum、NERF）やフランスの教育・訓練の研究のコーディネー

トのための国家委員会（le Comité National de Coordination de la Recherche en Education）及び教育

研究に関するプログラム（Programme Incitatif de Recherche sur l'Éducation et la Formation、PIREF）

のように、政府内に新たに研究全体を統括する部署や委員会等の創設を行うもの、②イギリスの「教

育学習研究プログラム」(Teaching and Learning Research Programme、TLRP) 13）、フィンランドの「学

ぶ人生」(Life as Learning research programme) 14）や、ノルウェーの「知識、教育及び学習に関する研

究プログラム」(Knowledge, Education and Learning research programme、KUL) 15）のように、教育実践

者及び政策立案者に共通の課題を対象とした大規模な研究プログラムを創設するもの、③デンマー

クの「ラーニング・ラボ」(Learning Lab Denmark, LLD)16）やスイスの「リーディング・ハウス」(Leading 

Houses) 17）のように、国家レベルでの教育上の課題に焦点をしぼった研究センターを創設するもの、

④既存の教育研究関連機関の再編を行うもの、そして、⑤例えばアドバイザリー・パネルや運営委

員会への研究活用者の参加の促進や、研究実施の際に研究活用者との協力体制を促進するなど、様々

な形での教育研究への研究活用者の視点を導入するなどの取り組みが行われている。 

 教育研究の質を高める取り組みには、①まだ限定的ではあるが、ランダム化比較試験 (RCT) や

介入ベースのアプローチ、系統的レビュー等の研究手法の強化に関するもの、②研究者のための継

続研修の実施や、国際的な交流の促進のためのネットワーク 18）の創設など、研究の能力開発に関

するもの、そして、③例えば後述するデンマークのクリアリングハウスやイギリスの EPPI センタ

ーのように既存の研究エビデンスの明確な評価のプロセスを確立するなど、研究の質保証に関する

議論などがある (EC, 2007b)。 

 

 ②知識の「普及」に関する取り組み 

 知識の普及には、産出されたエビデンスを活用しやすい形で政策立案者や実践者等のエビデンス

の活用者に伝達する様々な手段を含む。この分野がエビデンス活用のプロセスの中で も遅れてい

る分野であることはしばしば指摘されている（DIPF, 2007; Nutley et al, 2010）。具体的にどのような

取り組みが現時点でなされているのであろうか。ナットレイら (Nutley et al, 2007) は、研究が政策

立案や実践に伝達される経路が数多くあることを指摘する。例えば書籍や研究成果の概要等の資料、

新聞や雑誌、インターネット、セミナーやワークショップ、そして知識仲介機関、関係者間のイン

フォーマルなネットワーク等を挙げている。また、研究者と政策立案者あるいは実践者との間の個

人的なつながりも大きな役割を果たしていると指摘する。 

欧州域内での取り組みも多様である。EU レベルでは、教育分野に限らず、公的な補助金等で実

施された研究知見が十分に共有されていないことや、研究知見が政策立案に十分に活用されていな

いとの認識から、これを克服するための取り組みがなされている。その一つとして、研究者向けに、

研究成果をいかに政策立案者に伝達するかのマニュアルが作成されている（EC, 2007b, 2008b, 



 124

2010b）。 

 教育分野では、多くの国で関係者への情報提供のために教育省等がウェブ上でポータルサイトを

運営している。例えばドイツでは、ウェブ上での情報提供をさらに効果的に行うために国立国際教

育研究機関 (DIPF: German Institute for International Educational Research)に教育情報センター (The 

Information Center for Education) を設立し、質の高い情報を提供し、エビデンスに基づいた政策の実

施に向けて、研究者、実践者、政策立案者の間のコミュニケーションや知識の共有を促進すること

を目的としている (DIPF, 2007)。ただし、これらのポータルサイトが実際にどの程度利用されてい

るかは不明であり、エビデンスの活用促進にどの程度貢献しているかの検証はされていない。 

このほか、エビデンスの活用のためには、研究コミュニティーと活用者（政策立案者や実践者）

のコミュニティーとの信頼関係・協力関係を強める必要があることから、パートナーシップを通じ

てこれを達成しようとする試みもある。例えば、オランダ政府内の研究分析官（research analyst）

の任命や、議会内の研究評価係（research verification unit）の設置のように、教育省内に研究・分析

を行う部署を設けたり、イギリスの「フェロー配属計画」(Placement Fellows Scheme) 19）のように、

教育省に研究者を配属したりする取り組みがなされている (EC, 2007b)。 

 仲介機関を通じて研究知見を活用者に伝達しようとする取り組みも、近年では活発になってきて

いる。インターネット等を通じて大量の情報が出回る中、教育研究を評価し、質の高い教育研究か

らの知識を蓄積するため、また、本質的に異なる研究活動の領域と政策決定や実践の領域との間の

「橋渡し」の役割を果たし、政策立案者、研究者、実践者の交流を推し進めるため、仲介機関に期

待される役割は大きい (OECD, 2007, 第 1 章)。 

 現在、欧州で も広く知られている仲介機関は英国の EPPI センターである。EPPI センターはロ

ンドン大学の社会科学調査研究所（Social Science Research Unit）に置かれている。公益性の高い政

策、実践、研究上の重要な課題について、利用者の視点に立ち、利用者も参加して行う系統的レビ

ュー20）を開発・促進することを目的としている (OECD, 2007)。前述の EU の 2010 年委託事業の一

環として EPPI センターが担当する EIPEE プロジェクトでも、7 か国の教育省を含む 12 か国が参加

した研修で、EPPI センターの系統的レビューの方法について詳細な説明が行われており、今後同様

の手法を欧州域内でさらに採択していくことを図っている 21）。この手法は、ある特定の課題につい

ての量的研究と質的研究を網羅的にマッピングし、系統的レビューを行い、質的エビデンスを量的

エビデンスと統合することに特徴がある (EC, 2007b、OECD, 2007、惣脇、2010a)。 

 デンマークでは、2004 年に OECD に教育分野の R&D について国家的な戦略の不在を指摘される

と（OECD、2004)、その提言に従い、国立教育研究フォーラム（The National Education Research Forum）、

教育研究オブザーバトリー (Educational Research Observatory)、及び教育研究のクリアリングハウス 

(Clearinghouse for Educational Research) の 3 つの機関を設立した。国立教育研究フォーラムは 国家

レベルでの教育研究に関する戦略の作成等を行い、教育研究オブザーバトリーは教育研究の質の基

準の作成や、長期的な視点から、新たに必要とされる研究分野を特定する。教育研究クリアリング

ハウスがここでいう仲介機関の役割を果たし、教育分野のベスト・プラクティスの特定を目的とし

ている。具体的には系統的レビューを通じて、既存の知見を概観し、質の評価を行い、これを活用

者に伝達する役割を担っている(Danish University of Education, 2006, , DIPF, 2007, EC, 2007b, OECD, 

2004, 2007, Skovsgaard, 2010)。 

 オランダでは、2006 年に知識評議会 (Knowledge Chamber) が設置された。知識評議会は、学術機

関と教育文化科学省両方のトップレベルの幹部のための諮問機関として設けられた。過剰な情報が
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政策立案の妨げとなっていること、また、知識が分野ごとに分断されていること、トップレベルの

行政官はしばしば政策の内容よりもそのプロセスに気をとられがちであることなどの問題意識から

設けられた。その本質はあくまでも政策と研究の間の協議の場であり、組織として明確に定義づけ

られているものではない。 

知識評議会では、「知識」を「真実で正確と考えられ、決定を導くことが可能な、実証的データ、

概念、分析、理論」と定義しており、研究手法を特定してはいないが、学術的に何らかの承認を受

けた調査研究を念頭においている（OECD, 2007、第 8 章）。知識評議会は年に 2 回開催され、1 回

目は翌年の「知識に関するアジェンダ」の作成を行う。この計画に基づいて教育文化科学省が学術

機関に任務を割り当てることとなる。ここで産出が求められるエビデンスには教育分野の傾向と発

展に関するもの、ステークホルダーの行動や視点に関するもの、諸機関の効率性に関するもののほ

か、政策評価に関するものがある。知識評議会はこれらの知識を利用可能でアクセスしやすくする

ことを支援する (DIPF, 2007, Education Council Netherlands, EC, 2007, OECD, 2007)。ここでは、翌

年のエビデンス産出のアジェンダの作成に政策立案者が関与することで、産出されるエビデンスが

政策立案者の関心に沿ったものとなることを保証しているが、エビデンスが研究機関により産出さ

れ、それを政策立案者が活用するというエビデンス活用の線形モデルが前提となっている。知識評

議会はまだ新しい試みであり、このモデルが十分に機能するのか等について、今後の検証が必要と

なろう。 

  このほか、ノルウェーでは、PISA 等の国際比較調査の結果、教育制度が十分にその役割を果たし

ていないのではないかとの問題意識から、2011 年 1 月に教育ナレッジ・センター (SKUL: National 

Knowledge Centre for Education) が設立された。教育研究には、分野横断的な視点が必要であるとの

認識から、ノルウェー学術会議 (Research Council of Norway) のもとに、教育研究の外部機関として

設立された (Ogden et al., 2010, Research Council of Norway, 2010a, 2010b, 2010c)。また、ポーランド

では歴代の教育大臣等がいかにしてエビデンスに基づいた政策決定を推進していくかを議論し、研

究と政策をつなぐ第三者機関が必要であるとの結論を導いた（OECD, 2007, 第 17 章）。 

 

 ③知識の「活用」に関する取り組み 

 欧州においては政策立案者のエビデンスの活用促進のための取り組みについてはあまり具体的な

事例がなく、実践者（教員）のエビデンス活用を推進する取り組みが中心となっている。例えばフ

ィンランドではすべての教員は修士課程を修了することとされており、その教育は研究手法の学習

や論文の作成にあてられる。また、フィンランドではさらに学校間のネットワーク (The Teacher 

Researcher Net) を形成し、教員の研究の実施や情報交換を推進し、また、教員が論文を発表する場

として 1995 年以降、機関誌 (Journal of Teacher Researcher) を出版している。これらの取り組みは、

教員に養成段階で「研究者」としての基礎的な知識を修得させるとともに、教員になってからも研

究活動への参加を促すことにより、実践の分野での知識の活用を促進しようとするものである。 

このほか、一般的な評価の文化の醸成に向けて、ヨーロッパではフランスの教育方法に関する国

立研究機関（Institut National de Recherche Pédagogique, INRP）や履修証明に関する調査研究センタ

ー（Centre d'études et de recherches sur les qualifications, CEREQ）、スペインの教育研究及び記録セ

ンター（Centro de Investigación y Documentación Educativa，CIDE）など、多くの国立の評価機関が

設立されており 22）、これらは多くの場合、研究を実施するとともに、その研究を活用する機能も有

している。ただし、これらの機関が作成する評価報告書等の研究成果を、評価機関外で教員等が実
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践にあたり利用することはほとんどなく、より広い活用に向けての課題は多いとの指摘もある (EC, 

2007b)。 

 

⑷ 欧州のエビデンス活用推進の今後の方向性 

このように、欧州各国では、エビデンスの「産出」、「普及」、「活用」のそれぞれの分野において

多様な取り組みを行っている。しかしながら、現在の欧州委員会の委託事業は、これらの取り組み

に関わらず、総じて指標から観察された弱点の克服のための効果的な介入についての知識や、エビ

デンスをより大規模で政治的なレベルで活用するキャパシティーが不足しているとの認識に基づい

ている。ナットレイら (Nutley et al, 2007) が指摘し、また、EIPEE プロジェクトのマッピングの結

果でも指摘されているように、皮肉なことにエビデンス活用の推進に向けた取り組みの効果につい

ての「エビデンス」はまだ十分には存在しておらず、なぜ十分な成果が得られていないかについて

は今後さらなる研究が必要であろう。また、欧州での議論では、より広い形態のエビデンスの活用

が必要であり、そのためには研究者、政策立案者、教員等、多くの関係者が協力しあうことが不可

欠であることや、国内のみではなく、国際的な協力を通じて各国が保有するエビデンスやその活用

についての経験の共有することは意義深いものであることが強調された (DIPF, 2007)。さらに、産

出のみでなく、活用に関する能力開発についても考える必要があること、そして、知識仲介機関が

潜在的に、エビデンスの普及やその活用の際の相互作用の促進、関係者間の信頼や協力関係の確立

等に貢献し得ることなどが指摘された。これらの点も踏まえ、今後、どのような仕組みが効果的で

あるかについてさらなる実証的研究が行われることが期待される。 

 さらに、本稿で紹介した事例は、欧州での取り組みのすべてを網羅したものではなく、主要なも

のをいくつか例示したに過ぎないが、いくつかのより具体的な課題が見えてくる。 

第一に、「産出」の分野では産出される研究知見が、より教育政策や実践と関係の深いものとなる

よう、組織再編やプログラムの創設がなされている。これらの組織やプログラムを用いて、具体的

にどのようにして教育研究に関する戦略を作成していくか、また、これらの戦略の結果どのような

効果が得られたかについての検証が必要となる。また、研究の質を向上させるため、ランダム化比

較試験等の研究手法の強化についての議論がなされているが、ランダム化比較試験が教育の分野に

なじむかどうかについては議論のあるところであり、今後、教育分野にふさわしい手法についての

さらなる議論が必要であろう（岩崎、2010）。さらに、現在、あまりにも規模の小さい教育研究予算

をいかにして確保していくかも研究の質の向上には欠かせない議論であろう。 

 第二に、「普及」についてはノルウェーで新たな機関が創設されるなど、仲介機関への期待が高ま

っている。新たな機関の創設には大きなリソースが必要とされることから、十分にその効果を検証

し、さらに、どのような活用の促進を目指していくのかについて十分検証したうえで、各国がそれ

ぞれの国にふさわしい「普及」のあり方を考えていくことが必要であろう。 

 第三に、「活用」の分野では、教員等の実践者のエビデンス活用能力の開発に向けた取り組みはい

くつかなされているが、政策立案者のエビデンス活用の推進に向けた取り組みについては情報が限

られている。政策立案者のエビデンス活用のための能力開発についてもより明示的に取り組んでい

くことが必要であろう。さらに、真に相互作用的な研究活用のプロセスを形成するためには、与え

られた研究を活用するのみでなく、ハーグリーブス (Hargreaves, 1998) の提唱するように、教員や

政策立案者自らがエビデンスの産出に参加していく方策を考えることも必要であろう。 

 EU の委託事業は 2012 年までは継続予定であり、この中でこれらの課題についても取り上げ、教
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育政策分野のエビデンス活用の取り組みの実態やその効果についてより詳細な結果が得られること

が期待される。 

４．おわりに：日本におけるエビデンス活用の推進に向けた考察 

 我が国においては、学校基本調査等を通じて、統計的なデータについてはその蓄積は充実してい

る。近年は、特に学習成果は教育の効果を測定するものとして重要性を増してきており、全国学力・

学習状況調査の実施や、PISA、PIAAC 等の学習成果に関する国際比較調査への参加を通じて、学習

成果についてのデータも蓄積されつつある。また、エビデンスの活用の必要性についても徐々に認

識されつつあるが、まだ充分にエビデンスの活用が進んでいるとは言えない。財政状況が厳しい中、

今後日本においても欧州と同様、さらに効果的かつ効率的な教育政策を模索することが必要である

ことは明白であり、エビデンスに基づいた教育政策の立案が求められていくであろう。このような

状況の中、我が国において教育エビデンスの活用を推進していくためには、産出、普及の面も含め

てどのような課題があるかを、欧州での議論を踏まえて考察する。 

 エビデンスの「産出」については、前述のとおり、統計的なデータについてはある程度の蓄積が

ある。しかしながら、欧州と同様、これらの統計的なデータを評価し、解釈するための研究はまだ

十分に行われているとは言えない。政策評価がさかんになっている中、今後、政策の評価に関する

エビデンスの要請はさらに高まっていくと考えられる。政策上必要となる研究については、現在多

くの場合は委託研究の形で実施されている。委託研究は、明確な政策意識を持って実施される研究

であるため、政策課題に対する直接的な結論を導きやすいという点では重要な役割を担う。しかし、

このように政策からの需要により産出された「政策決定（需要）型エビデンス」には限界がある。

例えばタイムスパンについて、短期的に結果が出る調査に偏ったり、また、予算確保のための説明

に使われやすい、数値で結果を示すことができる研究に偏る傾向にある。そのため、「知識支援（供

給）型エビデンス」の産出・活用もより充実されることが重要である。ただし、政策的な活用を前

提とした「知識支援（供給）型エビデンス」の産出にあたっては、研究と政策との関連性を確保す

ることが必要である。 

そのためには、研究者と政策立案者の日常的な対話を通じた政策課題の共有が必要であり、また、

政策立案に必要なエビデンスは統計データに限らず、多様な形態のエビデンスに裏付けられること

が重要であるという文化の醸成が不可欠である。このような対話が円滑に行われるためには、政策

立案者が長期的な視点を有することが必要であり、また、研究についての理解を深めことも必要で

ある。例えば、我が国の政策立案者も修士課程や博士課程を修了するなど、研究手法等について学

ぶ場を設けることも有益であろう。このような政策決定や実践の場でのエビデンス活用についての

認識と対話が促進されることにより、「政策決定（需要）型エビデンス」と「知識支援（供給）型エ

ビデンス」それぞれの重要性や制約についての理解が深まり、よりバランスのとれたエビデンスの

産出及び活用がされるとともに、エビデンスの産出から活用の一連のプロセスがより相互作用的な

ものとなっていくことが期待される。 後に、エビデンスの産出の充実のために教育研究に関する

予算の充実が重要であることは言うまでもない。 

 エビデンスの「普及」については、欧州においても指摘されているとおり、今後 も積極的に取

り組んでいくべき分野であろう。欧州においては知識仲介機関が多数設立されているが、新たな機

関の設立はそう簡単なことではない。まずは、いかにしてエビデンスをマッピングし、政策立案者
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をはじめとする活用者に効果的に伝達するかを考える必要がある。EU のように、研究者向けに、

いかにして研究成果をまとめるかに関するマニュアルを作成するのも一つの方法であろう。しかし

ながら、蓄積されたエビデンスを有効活用するためには、どのようなエビデンスが存在するのかを

マッピングし、例えばポータルサイトなどで一括して検索できるような仕組みの確立が不可欠であ

る。具体的にどのような方法での普及の促進が効果的であるのかについては、今後の欧州委員会の

委託事業の成果も踏まえ、検討が必要であろう。 

 後に、エビデンスの「活用」については、欧州での議論も踏まえると、手段的な活用を目指す

よりは、より概念的な活用を目指し、広い形態のエビデンスを相互作用的なプロセスとして活用を

目指すことが望ましく、また、より現実的でもあると考える。このためには、政策立案者による研

究への理解を深めることが不可欠である。研究の手法等による限界やその適用範囲を十分に理解し、

文脈に応じて適切にエビデンスを解釈し、活用できるよう、研修等の機会を設けることが重要であ

る。前述のように政策立案者が大学院で学ぶ機会を持つことも一つの選択肢である。また、オラン

ダの知識評議会設置の際の議論にもあったように、「活用」にあたっては分野横断的なエビデンスの

収集が必要となることも多い。特に近年は政策課題が複雑化しており、教育以外の分野も含めた多

角的な視点からの議論が必要とされることが多いことから、関係省庁との情報交換を継続的に実施

することも必要であろう。 

教育政策分野での十分なエビデンスの活用がなされないと、必然的に教育政策の方向性は現状維

持に傾きがちである。エビデンスを活用する文化が醸成されることではじめて、革新的な取り組み

に関する議論が進む (OECD, 2010)。真に効果的な教育を達成するためにも教育政策分野での一層の

エビデンス活用が期待される。 

 

注 

１）「国際成人力調査」は平成 23 年に第 1 回本調査が実施される予定であり、現在はその準備段階にある。詳細は：

http://www.nier.go.jp/04_kenkyu_annai/div03-shogai-piaac-pamph.html 

２）2002 年「教育科学改革法」のもとで新たに設立された教育科学研究所のイニシアチブにより設立されたもの。教育に

おける効果についての信頼できる科学的エビデンスを実践者、政策立案者、研究者や一般市民に提供する目的で設立さ

れた。ランダム化比較試験、及び良質の準実験による効果的な介入による質の高いエビデンスを重視する (岩崎、2010、

OECD, 2007)。 

３）欧州委員会（European Commission）は、EU（European Union：欧州連合）の行政執行機関として、1）法令案の提出、

2）法令の執行、3）権限の範囲内の事項に関する域外国との交渉及び条約締結、4）予算の執行という役割を担ってい

る。（http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/eu/iinkai_g.html） 

４）ここでいう教育分野には、フォーマルのみでなく、ノンフォーマルなものもふくみ、また、幼児教育、初等中等教育、

高等教育、成人教育、継続教育など、生涯学習のすべての教育段階を含む。 

５）ここでいう政策立案者とは、国家レベルあるいは地域や地方自治体レベルで政策を決定したり、政策立案に伴う何ら

かの意思決定を行ったりする役割を担うものをいい、実践者とは、教師や教育訓練の提供者や学習者自身を含む。 

６）ネットワークの詳細については http://www.eurocities.eu/ 参照。プロジェクトに参加している 5 都市はいずれも

EUROCITIES のメンバーでもある。 

７）欧州スクールネットの詳細については http://www.eun.org/web/guest/about/thisiseun 参照。欧州の 31 の教育省が中心

となったネットワーク。 

８）http://www.eipee.eu/ によると、当初は 2011 年 1 月には 終報告案がウェブサイト上に掲載され、意見募集が行われ

る予定であったが、2011 年 4 月 22 日現在で 終報告書案は掲載されていなかった。EIPPE の担当者の Gough 氏による

と、 終報告書の一部は、現在の EU 域内の「エビデンス情報に照らした政策」に関連する活動のマッピングとなると

のことである。このマッピングは詳細な枠組みに基づいて行われたものであり、その結果、260 もの関連の活動が特定
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されたとのこと。これらの活動の 67％は研究の産出と研究成果のコミュニケーションの向上に関連したものであった。

9％は研究と政策を直接的に仲介しようとするものであった。20％は政策立案者の研究活用のスキル向上に向けた研修

など、研究を活用する側のスキル向上に関する活動であった。ただし、これらの活動がどの程度有効であるか等につい

ての研究はほとんど存在せず、この分野におけるさらなる研究投資の必要が明白となった（2011 年 2 月 4 日メールにて

確認）。具体的にどのような活動が EU 域内で行われており、どのような課題があるのかについては 終報告書の完成を

待つ必要がある。 

９）ＥＵの政治レベルの 高協議機関。EU 加盟国首脳及び欧州委員会委員長により構成（理事会議長国首脳が議長を務

め通常年 4 回開催）。欧州連合の発展に必要な原動力を与え一般的政治指針を策定する。共通外交安全保障政策の共通

戦略を策定。(http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/eu/keyword.html) 

10）具体的には 2000 年 3 月 23-24 日に開催されたリスボン欧州理事会決議を指す。 

11）EU 加盟国の閣僚級代表により構成される EU の主たる決定機関（総務・対外関係理事会、経済・蔵相理事会等分野毎

に招集、開催される。議長国は、欧州理事会に同様。(http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/eu/keyword.html) 

12）これ以前も、例えば EUROSTAT、Eurydice (European Information Network in the European Union) や CEDEFOP (European 

Centre for the Development of Vocational Training)のように、欧州域内の政策形成に役立つ統計や研究を取り扱う機関は存

在していたが、欧州理事会のレベルで指標の重要性が確認されたことを受け、これらの機関に期待される役割が高まっ

たと言える。 

13）2000年から2011年にかけて、3700万ポンドの規模でESRC (Economic and Social Research Council)が実施 (OECD、2007)。

詳細は http://www.tlrp.org/about/index.html  

14）2002 年から 2006 年にかけて、フィンランド・アカデミー（Academy of Finland）によって開始されたプログラム。①

学習を取り巻く課題について、新たな研究の文化やパートナーシップを開発し、分野横断的かつ国際的な研究プロジェ

クトを実施すること、②新たな形態の排除を回避するため、生涯にわたる学習及び多様な場面における学習に関する課

題への対処法を見出すこと、③多様な教育や労働の文脈での教育や学習を開発するための堅固な、分野横断的な研究基

盤を形成すること、及び④社会、文化及び個人の観点から、将来的な学習に関する課題を予測すること、の４つを主な

目的としている（OECD、2007）。 

15）ノルウェー学術会議がノルウェーの教育及び教育制度について、長期的な知識基盤を形成するために 2003 年から 2007

年にかけて実施したプログラム。詳細は http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Informasjonstekst&cid= 

1224697827586&lang=en&pagename=kul%2FHovedsidemal  

16）人類学、政治学、心理学、組織論や教育論等、多様な研究分野間や教育と産業の間の境界線をまたがる研究を行う機

関として設立。2000 年にデンマーク教育大学（Danish University of Education、DPU）に統合された。 

17）スイスにおける職業教育に関する研究の推進を目指して 2004 年に創設された。詳細は http://www.unifr.ch/pedg/ 

leadinghouse/ en/about_leadinghouses. php?mainMenuItemToSlide=1  

18）例えば英国の研究能力開発ネットワーク（UK Research Capacity Building Network）やスイスのリーディング・ハウス

（Swiss Leading Houses）など。 

19）経済社会研究会議 (Economic and Social Research Council” が実施し、中堅の社会科学分野の研究者を政府機関に一定

期間勤務させている。 

20）「エビデンスを利用可能な形で提供するため、課題を設定し、網羅的に研究を収集し、批判的に吟味し、メタ・アナ

リシスなどの方法で統合し、結果を解釈、編集、更新する」一連の手続きのこと（惣脇、2010a、p.157）。 

21）2010 年 9 月 20－21 日に開催。詳細は http://www.eipee.eu/Default.aspx?tabid=2502&language=en-GB  

22）このほか、イタリアの INVALSI (National Institute for the Evaluation of the Education System)やハンガリーの OKI (National 

Institute of Public Education) などがある。 
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エビデンス活用の試みと課題 

－学習指導要領改訂及び中教審４６答申の事例から－ 

Historical review and future challenges of using evidence ~ Study of the revision of the 
Course of Study and the Central Council for Education report in 1971 

大槻 達也＊ 

OTSUKI Tatsuya 

 

Abstract 
In recent years, importance of evidence such as scientific grounds have been increasingly recog-

nized, and efforts have been made to achieve ‘evidence-based’ or ‘evidence-informed’ poli-

cy-making or practice in the field of education in Japan. However, efforts to use empirical  data 

and/or research results in making policy or carrying out practice is not totally new, although the 

word “evidence” may not have been used.  

In this paper, firstly, by tracing the 60-year history of the revision of the course of study since 

World War Ⅱ, an overview of the use of empirical data such as the results of assessment of aca-

demic abilities has been provided. Initiatives are outlined, such as academic ability tests and pilot 

schools, which were started up to evaluate the ‘provisional course of study’ and out of concern 

about the poor academic ability of students in the postwar ‘educational reform’ era. In addition, 

the paper discusses how research on the curriculum which was introduced after the absence of the 

national surveys of scholastic achievement and other monitoring programs such as PISA of the 

OECD have been used. 

Secondly, it is examined how educational policies were made based on empirical data or analysis in 

the Central Council for Education report in 1971, with special focus on the proposed ‘pilot ex-

periment’ as a system for producing evidence that facilitates the reform of the school system and 

the ‘trinity cooperation’ of educator, researcher and administrator, and how these were treated in 

the real arena of policy making.  

Learning from past experience, the following points are to be considered when promoting the use of 

evidence in educational policy and practice, and improving policy making and practice. 

① Building a system of producing, collecting, accumulating and disseminating evidence 

Systems have been set up to monitor the actual situation of teaching and scholastic abilities of 

students both at national and local levels. But challenges remain for improving the quality of evi-

dence and research methods. Moreover, while decentralization, local autonomy establishment and 

school based decision making have been strengthened, disseminating evidence and good practice 

which may contribute to better decision making or practice at each level have become more im-

portant and there is a pressing need to improve their quality and increase their quantity.  

② Establishing a partnership among stakeholders 

Not limited to the educational field, it is indispensable to have such a partnership among practi-

                                            
＊ 次長 
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tioners, researchers and administrators, and furthermore, the support of public opinion. In fact, 

administrators are increasingly seeking researchers’ cooperation in the analysis of scholastic 

ability assessment result at national and local levels. Academics from universities also are well 

aware of the active approach to policy or practice. 

③ Dissemination and enlightenment, human resource development and allocation, and financial 

support 

  It is important not only to cultivate ‘evidence literacy’ or ‘research literacy’ for using evidence, 

but it is also necessary to develop, train and allocate human resource that have abilities to produce, 

collect and interpret empirical data with statistical method based on the reality of education. In 

addition, a considerable amount of financial expenditure is inevitable for producing, collecting, 

accumulating and disseminating empirical data. 

 

はじめに 

 近年、我が国の教育政策、教育実践の分野においても科学的根拠等のエビデンスを重視し、この

ような「エビデンスに基づく」、又は、「エビデンス情報に基づく」政策形成や実践を志向する動き

が盛んになっている。しかしながら、「エビデンス」という言葉を用いないまでも、実証的なデータ

や研究成果を基に政策形成や実践を行う試みは従前から行われてきた。本稿では、関係の各種審議

会答申、教育白書、文部省年報等の記述を参照しつつ、学習指導要領改訂及び中央教育審議会（以

下、中教審）４６答申を例に実証的データや分析に基づく政策形成等の系譜をたどり、あわせて、

研究活用等を今後一層推進していく上での示唆を得たい。 

 

１．学習指導要領改訂とエビデンス 

 ① 戦後教育改革期の「学力問題」と学習指導要領（試案）の検証：昭和20年代 

 学校種毎の学習指導要領は、昭和 22（1947）年に取りまとめられた一般編（試案）、各教科編（試

案）を嚆矢とするが、たとえば教科間の関連性等について問題点の指摘もあり、文部省は、翌年以

降学習指導要領の使用状況の調査を行う一方で、実験学校における研究、編集委員会による問題点

の研究などを行い、その改訂作業を始めた 1）。24（1949）年には、教育課程審議会（以下、課程審）

が設けられて検討を引き継ぎ、答申「小学校の教育課程をどのように改善すべきか」（25（1950）年

6 月）においては、家庭科存置の理由に関連して、社会的発達について Reininger の、また、運動能

力の発達について Unger 及び Burr（Unger E.W. and Burr E.T, Minimum Mental-Age Level of Accom-

plishment 1931）の研究がそれぞれ援用されるなど、学習指導要領改訂（26（1951）年）は、前記の

各種調査、研究等の実証的な分析を踏まえて行われたことがうかがえる。 

 また、この時期には、戦後の新教育制度の下で学力低下が危惧されたことなどから、研究者を中心に

多くの学力調査が実施された 2）。これらのうち、国立教育研究所（現・国立教育政策研究所）の全国小・

中学校児童生徒「学力水準調査」(昭和 27 年度)は、学力と教員、学力と施設等の条件との関係について

調査分析したもので、教育白書『わが国の教育の現状 教育の機会均等を主として』（昭和 28 年度）（文
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部省調査局企画課編集）でその結果が紹介されている 3）。 

 

 ② 全国学力調査と学習指導要領改訂：昭和30年代、同40年代 

 昭和 30 年代から 40 年代初頭にかけては、全国学力調査が実施されたこともあって、この時期、

これらの分析結果が課程審の諮問・答申、教育白書等に盛んに援用されている。学習指導要領の 33

（1958）年改訂の基になった同審議会に対する諮問「小学校・中学校教育課程ならびに高等学校通

信教育の改善について」（32（1957）年 9 月 14 日）に際しての初等中等教育局長説明では、「国語、

算数・数学の学力調査の結果によっても、児童生徒の学力は必ずしも満足すべきものではない。」と

の実証データへの言及がなされ、これを受けた答申「小学校・中学校教育課程の改善について」（33

（1958）年 3 月 15 日）では、特に、小学校国語科及び算数科の内容充実、指導時数の増加が提言さ

れた。ここで言及された第１回の全国学力調査は、全国的規模で児童・生徒の国語・数学（算数）

の２教科における学力の実態を把握して、学習指導及び教育条件の整備・改善に役立つ基礎資料を

作成することを目的として実施されたものである 4）。 

同じく、学習指導要領の昭和 43～44 年改訂の基になった課程審に対する諮問「小学校・中学校の

教育課程の改善について」（40（1965）年 6 月 14 日）に際しての初中局長諮問事項説明においても、

全国学力調査の結果や各都道府県教育委員会等で作成された学力に関する調査報告から、学力の到

達度にかなりの開きがあり、また、学習すべき事項を十分理解していない児童生徒が相当いるよう

であることや、これらの児童生徒に対して、その能力、適性の把握に努め、それらに応じて学力を

伸ばすよう適切な学習指導を行う必要があること等に言及している。また、同年度から小学校、中

学校教育課程研究指定校（小学校 35 校、中学校 28 校）において実験的な研究を行い、教育課程改

善に関する基礎的な資料を得て参考にしたい旨の表明がなされた。これを受けた答申「小学校の教

育課程の改善について」（42（1967）年 10 月 30 日）では、各教科等を通じて基本的事項に精選する

とともに、児童生徒の能力、特性に応ずる指導への配慮や、算数において児童の実態等を考慮した

学年配当の見直し等が提言された。また、同じく「中学校の教育課程の改善について」（43（1968）

年 6 月 6 日）では、「生徒の能力差に応じた指導」への配慮を求めている。 

 なお、教育白書『わが国の教育水準』(昭和 34 年度)（文部省編集）では、国内について文部省の

全国学力調査を、国際比較について英、豪、米で実施された算数の学力調査と同一問題を日本で実

施した結果を参考掲載している 5）。 

 また、教育白書『我が国の教育水準』(昭和 39 年度)（文部省調査局編集）は、同様に文部省の全

国学力調査の結果を用いて学力水準を説明している 6）。すなわち、同種の問題の成績から学力はわ

ずかながら年々向上してきているとした上で、各教科における問題点を例示するとともに、個人間、

学校間、地域類型間の開きが大きいとしている。また、学力と教育条件についての調査結果によれ

ば、学校規模、教員構成、設備等の諸条件が学力と関係のあることが明らかになったとし、「このほ

かに数量化できないもので学力に影響をあたえる条件として教師の学習指導法や教育への熱意、学

校全体の組織・運営等をあげることができ」、これらも含め諸条件を今後一層改善・充実すべきであ

るとしている。 

 

 ③ 中教審による明治以降の教育の検証と学習指導要領改訂：昭和50年代 

 後述のように、昭和 42（1967）年 7 月 3 日には、中教審に対し「今後における学校教育の総合的

な拡充整備のための基本的施策について」諮問がなされ、同審議会は、2 期 4 年間にわたる異例の
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審議期間をかけ、明治以降の学校教育の分析評価と改善方策について検討すべき主要問題点の摘出、

学校教育の拡充整備のための基本構想の作成、教育改革の基本構想を実現するための基本的施策に

分けて段階的に調査審議を行った。その成果である「今後における学校教育の総合的な拡充整備の

ための基本的施策について（答申）」（46（1971）年 6 月 11 日）は、教育課程に関し、次のような提

言を行っている。一つは、初等中等教育の全学校「段階を通じて一貫した教育課程をもち、国民と

して必要な共通の基本的な資質を養うとともに、創造的な個性の伸長をめざすものでなければなら

ない。」としたこと、二つには、国に対して、「教育課程の基準その他の教育条件を適当な水準に維

持するとともに」、社会的条件の変化に即応し、教育効果に関する新しい研究成果を取り入れてそれ

らの基準を改善するため、常に必要な調査研究を積み重ね改善に努めるよう求めたことである 7）。 

同時期に刊行された教育白書『我が国の教育水準』(昭和 45 年度)（文部省大臣官房編集）では、

文部省の全国学力調査が終了したこともあってか全国的な学力の状況についての実証データに基く

記述は無く、「教育到達度国際評価計画」(IEA)（現在は、国際教育到達度評価学会）によつて、39

（1964）年に実施された「国際数学調査」の結果に基づいて、数学の学力水準の国際比較を行って

いる 8）。なお、以後の教育白書では、国際比較も含め従前のような学力状況に関する実証的なデー

タに基づく記述は見当たらず、このような記述が「復活」するのは平成元年度版での国際調査関連

記述 9）によってである。 

このような事情を反映してか、学習指導要領の昭和 52、53 年改訂の基になった課程審「小学校、

中学校及び高等学校の教育課程の基準について（答申）」（51（1976）年 12 月 18 日）に関しては、

答申は元より、諮問（48（1973）年 12 月 21 日）に際しての補足説明等においても学力の実態に関

する実証分析に関連する記述は確認できない 10）。 

 

 ④ 教育課程実施状況調査と学習指導要領改訂：平成元年、同10年代 

昭和 55（1980）年度から順次全面的に実施に移された小・中学校の学習指導要領について、実際

上どの程度児童生徒に理解されているか、学習指導上の問題点は何かなどを明らかにして、将来の

教育課程や学習指導方法の改善に役立てるため、文部省は 56（1981）年度から４年計画で、ペーパ

ーテストによる達成度調査（小：国語、社会、算数、理科、中：国語、社会、数学、理科、外国語）

と調査研究協力校における実践的研究の二本立ての「教育課程実施状況に関する総合的調査研究」

を実施した。 

学習指導要領の平成元年改訂の基になった課程審「幼稚園、小学校、中学校及び高等学校の教育

課程の基準の改善について（答申）」（昭和 62（1987）年 12 月 24 日）は、60（1985）年 9 月 10 日

に諮問を受けたもので、中曽根内閣総理大臣直属の臨時教育審議会の審議（59（1984）年～62（1987）

年）と平行する形でまとめられ、同審議会第一次答申で提言された「６年制中等学校（仮称）」の教

育内容についても審議が求められた。諮問の際の初中局長補足説明では、前記の教育課程実施状況

調査、教育課程研究指定校、各種協力者会議等の成果を参考にすることを求めるとともに、それら

の結果から教育内容の理解状況は全体としては良好であるものの、理解度が不十分と思われる児童

が若干いることや思考力などを育てる面については不十分な点もみられること等に言及している。

これを受けた答申では、「審議を進めるに当たっては、時代の進展や学校教育の現状、これまでの教

育課程実施の経験などを考慮（中略）した。」（前文）との記述がみられる。 

学習指導要領の平成 10（1998）、11（1999）年改訂の基になった課程審「幼稚園、小学校、中学

校、高等学校、盲学校、聾学校及び養護学校の教育課程の基準の改善について（答申）」（10（1998）
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年 7 月 29 日）に関しては、諮問（8（1996）年 8 月 27 日）の際の初中局長補足説明において、前回

同様に教育課程実施状況調査（5（1993）～7（1995）年調査）や教育課程研究指定校等の状況把握

を参考に検討することを要請している。これを受けた答申では、教育課程の基準改善に当たっての

基本的考え方の一つとして、子どもの現状、教育課程実施の現状と教育課題を踏まえることを挙げ、

そのうち、 教育課程実施上の現状と課題については、文部省の「教育課程実施状況に関する総合的

調査研究」や IEA（国際教育到達度評価学会）の国際調査、研究指定校における実践等の結果を踏

まえて記述している 11）。 

さらに、同審議会の「児童生徒の学習と教育課程の実施状況の評価の在り方について（答申）」（平

成 12（2000）年 12 月 4 日）では、児童生徒の学習の到達度について全国的な状況を把握し指導の

改善や教育課程の基準の改善に反映させていく等のため、全国的かつ総合的な学力調査を実施する

ことが適当であるとされた 12）。 

一方で、臨時教育審議会の「教育改革に関する第４次答申（最終答申）」（昭和 62（1987）年 8 月

7 日）は、文部省に対して政策官庁としての機能強化を求める一環として、教育白書を毎年刊行す

るなど、文教行政の概況と政策に関する情報を社会に提供し、国民の理解と協力を得るなど開かれ

た方向を目指すべきであると提言し、これを受け、63（1988）年以降、文部省によって教育白書が

毎年発行されるようになった（平成 13（2001）年以降は、文部科学省による文部科学白書）。しか

しながら、同白書において学力状況に関連した、ある程度まとまった記述は、12（2000）年度まで

確認できない（なお、同年度以降は、15（2003）年度を除き毎年記述がある）13）。 

 

 ⑤ 「学力テストの時代」と学習指導要領改訂：平成20年代 

学習指導要領改訂の基本的な考え方を審議する場は、政府全体の審議会の整理統合にあわせて平

成 13（2001）年から中教審に移り、その初等中等教育分科会に教育課程部会が常設されることとな

った。同審議会に対し「今後の初等中等教育改革の推進方策について」諮問（15（2003）年 5 月 15

日）がなされ、当面の検討事項の一つに「初等中等教育の教育課程及び指導の充実・改善方策につ

いて」が挙げられた 14）。この包括的な諮問に対し、中教審は逐次検討、答申していくこととなり、

「初等中等教育における当面の教育課程及び指導の充実・改善方策について（答申）」（同年 10 月 7

日）が出され、学習指導要領の「基準性」の一層の明確化などの提言が学習指導要領の一部改正（同

年 12 月 26 日）につながった。また、教育課程の基準の不断の見直し等のために学力の総合的な状

況を把握する観点から、教育課程実施状況調査などの全国的な調査や、ペーパーテストによる調査

では状況を把握しにくい教科を含めた研究指定校による調査を今後とも継続的に実施するとともに、

これらの枠組では把握が難しい内容を調査する「特定の課題に関する調査」の実施についても提案

された。これを受け、国立教育政策研究所が、16（2004）年度以降、国語における長文記述、理科

における観察実験の技能、英語におけるスピーキングなどのテストを順次実施してきている（後掲

年表参照）。 

エビデンスベーストな検討を志向するとの共通認識を確認して始まった中教審義務教育特別部会

の審議は、「新しい時代の義務教育を創造する（答申）」（平成 17（2005）年 10 月 26 日）に結実し

たが、義務教育の質保証や教育内容の改善に関連して、学習到達度・理解度の把握のための全国的

な学力調査の実施を提言 15）し、19（2007）年 4 月 24 日から全国学力・学習状況調査が実施される

こととなった。 

 これらにより、初等中等教育段階での学力の総合的な状況を全国レベルで把握する仕組みは、教
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育課程実施状況調査に加え、前述の特定の課題に関する調査、全国学力・学習状況調査、各種指定

校による調査、IEA の TIMSS（Trends in International Mathematics and Science Study：国際数学･理科

教育動向調査）、OECD（経済協力開発機構）の PISA（Programme for International Student Assessment：

生徒の学習到達度調査）などによって一定程度整えられることとなった 16）。 

学習指導要領の平成 20（2008）、21（2009）年改訂の基になった中教審「幼稚園、小学校、中学

校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善について（答申）」（20（2008）年 1 月 17

日）は、教育基本法全部改正（18（2006）年）や学校教育法改正（19（2007）年）を受けたもので、

前記各種調査等による分析結果が詳細に援用されている 17）。 

なお、この間、教育内容関係の審議会答申冊子（付属資料を含む）のスタイルに変化が見られる

ことも注目される。「幼稚園、小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校及び養護学校の教育課程

の基準の改善について（答申）」（平成 10（1998）年 7 月）を始めとする累次の課程審答申冊子の付

属資料は、諮問文、文部大臣あいさつ、初等中等教育局長補足説明、審議経過、委員名簿から構成

されていて関連データの収録はないが、教育内容等に係る検討が中教審に移って最初の「初等中等

教育における当面の教育課程及び指導の充実・改善方策について（答申）」（15（2003）年 10 月）の

参考資料では、諮問文等の一連の関係資料の外に、審議に活用した各種調査や関係法令の規定等を

併せ収録している（26 ページの本文に対し、33 ページに及ぶ各種調査結果の図表等を収録）18）。さ

らに、教育内容に関する直近の答申である中教審「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支

援学校の学習指導要領等の改善について（答申）」（20（2008）年 1 月 17 日）の場合、答申本文に実

証データ・分析を多数援用（用語解説等も含め膨大な脚注が添えられている）するとともに、各種

調査結果、関係法令、関連施策概要等が収録されている（約 150 ページの本文に対し、約 120 ペー

ジに及ぶ各種調査結果の図表等を収録）。 

２．中教審４６答申とエビデンス 

 我が国の初等中等教育をめぐる政策形成に関する実証データや研究成果等のエビデンスの活用に

ついて考える際に、常に想起されるのは中教審の「今後における学校教育の総合的な拡充整備のた

めの基本的施策について（答申）」（昭和 46（1971）年 6 月 11 日）（以下、中教審４６答申）である。

それは、「これまでの学校教育の実績の分析評価と改善方策について検討すべき主要な問題点の摘出

（第１段階）、学校教育の拡充整備のための基本構想の作成（第２段階）、教育改革の基本構想を実

現するための基本的施策（第３段階）に分けて段階的に調査審議を行うとともに、基本的施策の検

討に関連して長期的な予測計量の手法を取ったことなど」（銭谷ほか 2004、p616）が特色として挙

げられることによる。 

 明治、終戦後に次ぐ「第三の教育改革」を目指した同答申は、その後、臨時教育審議会（昭和 59

（1984）年発足）の審議に際しても注目され、近年でも、その実証重視の姿勢に対して高い評価を

行う研究者がいる 19）。 

このような実証データ・分析に基づく検討の姿勢や、答申の中で打ち出された後述の「先導的試

行」、同じく教育者・研究者・行政担当者の「三位一体の協力体制」という着想はどこから導き出さ

れたのだろうか。審議期間の前半を文部省の初中局長として、後半を文部事務次官として、この答

申に密接に関わった天城勲元次官（自身も、調査局長時代に『日本の成長と教育』（昭和 37（1962）

年）という異色の教育白書をまとめた経験がある）は、これらの背景として、「非常に分析的な気風」
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を持った西田亀久夫大臣官房審議官（当時）が事務局長格として諮問から答申まで携わったことが

大きかったと述懐している 20）。 

大学で物理学を専攻した西田は、大学助教授等の職を経て文部省に転じ、諮問（昭和 42（1967）

年 7 月 3 日）前年の 5 月、大臣官房審議官に就任している。同氏は、後年インタビューに答えて、

答申の基本的な構想は OECD に学ぶところが沢山あったと述懐している。すなわち、諮問時の「検

討の観点」として示された三つのうちの二つは、OECD の会議で聞いた、教育を検討する場合の内

部効率（教育システムの中で教員や生徒がお互いどう働いて教育効果を上げているか）と外部効率

（教育制度が社会、国家の中でどう社会的な要請にマッチしているか）に相当するもので、これに

西田自身が三つ目の財政効率（使った金と教育効果がどう結びつくのか）を加え、この３点に対応

した特別委員会を設けて、最初の 2 年間で文部省の保有データを調べて問題点を整理することとし

たという 21）。 

以下、答申で掲げられた「先導的試行」と「三位一体の協力体制」について詳しく見てみていく

こととしたい。 

 

 ① 先導的試行 

中教審４６答申は、「先導的試行」について、「人間の発達過程に応じた学校体系の開発」のため、

「現在の学校体系について指摘されている問題の的確な解決をはかる方法を究明し、漸進的な学制

改革を推進するため、その第一歩として」、先導的な試行に着手する必要があるとし、4、5 歳児か

ら小学校の低学年の児童までを同じ教育機関で一貫した教育を行うことや、中学校と高等学校を一

貫した学校として教育を行うこと、などを提言している。 

また、このような学校体系の抜本的な改革の実効を保障する具体的な条件の検討が必要であるが、

改革に伴う混乱を最小限にとどめ、日本の国情に適合した学校体系を開発するため、「学問的に根拠

のある見通しに立って、現行の学校体系の中ではじゅうぶんに検証することのできない人間の発達

過程に応じた新しい学校体系の有効性を明らかにするため、学校制度上特例を設けて、将来の学制

改革の基礎となる新しい試行を積み重ねようとする」先導的な試行を、その成果を見極めるために

必要な期間としてほぼ 10 年程度にわたり実施することを提案した。さらに、配慮事項として、「そ

の成果については、教育者・研究者・行政担当者の協力による専門的な組織によって継続的に厳正

な評価が行われるような体制を整備する必要がある。」ことなどを挙げている。 

このような中教審４６答申が提示した膨大な改革・改善メニューについては、たとえば、高等教

育の計画的整備、教員の待遇改善、私学助成、共通一次試験、新構想大学設置など数年のうちに実

施されたものや、臨時教育審議会答申での更なる提言等を経て平成 10（1998）年に制度化された中

等教育学校、16（2004）年の国立大学法人の制度化、20（2008）年の教育振興基本計画の策定など、

今日までにほとんどが何らかの形で実現をみている。しかしながら、「高等教育機関の種別化」等と

ともに数少ない未実施のメニューとして挙げられるのが、「先導的試行」である。その背景には、財

政難（オイルショックや昭和 56（1981）年以降の行財政改革）もさることながら、有力なステーク

ホルダーである教育界からの反対があったことが指摘されている。教育制度検討委員会（梅根悟委

員長）を設けて「対案」を出した日本教職員組合は元より、全国連合小学校長会等も学制改革に向

けた動きに「強い反発」を示している 22）。 

答申を受けた文部省は、省内に教育改革推進本部を設けるとともに、初等中等教育に係る学校体

系、教育内容及び教育方法等の研究開発を行うため、初中局に教育研究開発室を設置した（昭和 47
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（1972）年 5 月 1 日）。教育研究開発の進め方については、人間の発達過程に応ずる学校体系の開発

を中心としてこれに教育内容、教育方法等に関する問題を含めて研究開発を行うこととし、教育研

究開発協力者会議による調査研究 23）と教育研究グループに対する研究委嘱 24）に着手した。 

 先導的試行自体は、前記のような事情もあって着手には至らなかったが、翌年度以降も、このよ

うな教育研究開発協力者会議による調査研究と教育研究グループに対する研究委嘱が引き続き実施

され、研究が積み重ねられた。また、平行して、昭和 51（1976）年度からは、小・中・高等学校等

の教育課程の基準改善に資する実証的な資料を得るため研究開発学校制度が設けられ 25）、「幼・小

の連携を深める教育課程の研究開発」、「中・高の連携を深める教育課程の研究開発」などの 4 課題

について 20（幼稚園 4、小学校 4、中学校 3、高等学校 9）校が指定された 26）。これら研究開発の課

題は、中教審４６答申の「人間の発達過程に応じた学校体系の開発」（先導的試行）で示された学制

改革の例示や「学校段階の特質に応じた教育課程の改善」で指摘された教育課程上の課題に通じる

ものである。 

 その後、昭和 54（1979）年 4 月 4 日付けで、「初等中等教育に係る教育研究開発事業を総合的に

推進するため」、初中局に企画官が置かれた一方で（教育研究開発室は廃止）、教育研究開発につい

ては次のような制度の改善を加えながら今日に至っている。すなわち、教育行政における「地方分

権」を扱った中教審「今後の地方教育行政の在り方について（答申）」（平成 10（1998）年 9 月）に

よる都道府県等が教育内容に関する研究開発を行う仕組み作りについての提言 27）や、小渕、森両

内閣の教育改革国民会議「教育を変える 17 の提案」（12（2000）年 12 月 22 日）の研究開発学校を

地域指定できるように拡充するとの提言 28）を踏まえ、12（2000）年度からは、各学校や地域の創

意工夫を生かした特色ある学校教育の研究が可能となるよう、研究開発課題を学校設置者の主体的

な判断で設定できるようにするなど制度の見直しが行われた 29）。 

 

 ② 教育者・研究者・行政担当者の「三位一体の協力体制」 

教育分野における政策形成、実践、研究の関係について、中教審４６答申が提言している一つに

教育者・研究者・行政担当者の「三位一体の協力体制」がある。これについて西田は次のように記

している。 

「教育の革新というものは、産業技術のように、基礎研究、応用研究、開発研究、生産というよ

うな段階を追って実現されるものではなく、教育者・研究者・行政担当者の三位一体の協力体制に

よって推進されるべきだということです。」30） 

答申では、「教育の専門的な水準の向上と実践的な教育方法の開発によって前述のような改革を実

質的に推進するため、これと関連のある教育に関する研究を総合的かつ集約的に促進するためのセ

ンターと協力組織を整備する必要がある。」と提言している。また、政府に対し、「教育改革の適切

な推進と教育の質的な水準の向上とをはかることが緊急な課題であることに留意し、関連学問領域

の総合的な連携のもとに、教育者・研究者・行政担当者の協力による研究開発を、強力に推進でき

る体制を確立すべきである。」としている 31）。このような関係者が協力してプロジェクトを実行・

評価するという発想について、西田は、OECD の教育委員会の会合で北欧の参加者から学んで、答

申に取り入れたと言う 32）。 

 このような「三位一体の協力体制」については、文部省初等中等教育局教育研究開発室による委

嘱研究や研究開発学校等で試みられ、その後も個別の調査研究事業等の企画・実施助言・分析・評

価などで校長・教員、教育研究者、国や地方の教育行政関係者が協力して関与する形が続けられて
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きた。 

３．政策形成・実践におけるエビデンス活用に向けて 

以上、戦後の教育課程行政を中心に実証的データや分析に基づく政策形成等の系譜を概観したが、

そのような努力にもかかわらず、我が国の教育分野におけるエビデンス活用の現状は、諸外国の、

また医療、社会福祉、刑事司法などの各分野における取り組みに比べて立ち遅れの感があるのは否

めない 33）。 

このような過去の経験から学び、教育政策・実践におけるエビデンス活用を高め、政策形成や実

践を改善していくために考慮すべき事柄を検討したい。 

 

 ① エビデンスの産出、収集、蓄積・流通の仕組みの構築 

戦後の教育課程行政をめぐっては、教育課程編成状況調査などの行政調査、全国学力・学習状況

調査などの学力調査や全国体力・運動能力、運動習慣等調査 34）、実験校や指定校などによる調査研

究、研究集会や学校訪問等、さらには地方レベルでの同様の試みなどを通じ、教育指導や児童生徒

の学力の実態等について把握するモニタリングの仕組みが順次整えられてきた 35）。 

また、国際的にみても、エビデンス収集・普及の仕組みとして、OECD による INES（国際教育指

標事業）、キャンベル共同計画（Campbell Collaboration）、米の WWC、英の EPPI センターなどの取

組が行われている 36）。しかしながら、キャンベル共同計画、WWC、EPPI センターなどでは、研究

エビデンスについて質の点から格付けした上で、ランダム化比較試験（RCT）37）によるものや、そ

れをシステマティック・レビューしたものを上位において優先的に扱うことが行われている（RCT

やこれに準じたもの等を中心とするのか、これに他の量的、質的研究成果までを加えるのかで相違

が見られる）。我が国の教育分野においては、このような意味でのエビデンスの質、すなわち研究手

法等について重視していくことが課題となっている。 

次に、エビデンスの蓄積・流通に関しては、中教審「今後の地方教育行政の在り方について（答

申）」（平成 10(1998)年 9 月 21 日）38）や同「「初等中等教育における当面の教育課程及び指導の充実・

改善方策について（答申）」（15（2003）年 10 月 7 日）39）などが、国や都道府県における教育内容・

方法等に関する研究の成果や内外の情報の提供等の役割を重視していくこと等を提言した。これら

を受け、国立教育政策研究所や地方の教育センターなどを中心に研究成果の普及に取り組んでいる

が、今後、地方分権・地域主権が一層推進され、学校裁量の幅も拡大されていくにしたがって、そ

れぞれの政策決定や実践の場における判断に資するエビデンスやグッド・プラクティスの流通がま

すます重要となり、その質的・量的充実が急務となっている。 

 

 ② ステークホルダー間の共同関係の構築 

中教審４６答申は、教育者・研究者・行政担当者の「三位一体の協力体制」の重要性を指摘する

一方で、先導的試行についてはこれら関係者の合意を調達することができなかった。教育分野に限

らず、政策形成や実践をより良く進めるためには、このような実践者、研究者、行政担当者の協力

関係、加えて世論の支持が不可欠となっている。 

近年でも、中教審「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改

善について（答申）」（平成 20（2008）年 1 月 17 日）40）は、個に応じた指導など指導方法の改善の
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ため、「教師が日常の指導で体験的に認識している（中略）情報を研究者の分析も交えつつ、学校、

教職員、行政と研究者の間で共有し、広く保護者や社会に対して情報発信する必要がある。」として

いる。 

行政側においては、たとえば、平成 19 年度から始まった全国学力・学習状況調査の結果分析につい

て、国・地方を通じて、研究委託等を通じて大学の研究者の協力を得るなどの動きが増えている 41）。

また、大学側においても、たとえば、東京大学では、「国内外の大学機関・教員養成機関、教育委員

会、学校等との連携を基盤として教職専門性の高度化、教育内容の高度化、学校開発政策の高度化

を推進することを目的」とする大学院教育学研究科附属学校教育高度化センター（平成 18（2006）

年）や、教育分野にとどまらず、広く「社会で発生する諸問題を解決するために、最先端の研究成

果を活用した」「政策形成の知的リソースを提供し、政策の選択肢を提示する」ことを目的に掲げた

政策ビジョン研究センター（20（2008）年）を創設するなど、政策や実践への積極的なアプローチ

が意識されつつある 42）。 

さらに、地方レベルにおいても、全国学力・学習状況調査への対応などのほか、実務家教員を教

員組織の必須とする教職大学院制度の創設や、教員免許更新制下の更新講習の実施なども背景に、

たとえば、都道府県教育委員会や学校と地元所在教員養成大学・学部との「三位一体の協力体制」

作りが進められている。今後は、地方や学校の裁量の幅が増えるにともなって、このような地方レ

ベルでの「三位一体の協力体制」構築の必要性がこれまで以上に高まっていくと考えられる。 

なお、教育学とそれ以外の学問分野との協力という点では、たとえば、保健医療や法務矯正等の

領域と連携した国立教育政策研究所の「発達過程研究会」43）（平成 12（2000）～13（2001）年度）

や、脳科学や医学等の領域とも連携した文部科学省の「情動の科学的解明と教育等への応用に関す

る検討会」44）（16（2004）～17（2005）年度）などの事例が見られるようになった。 

 

 ③ 普及啓発、人材養成・配置と財政支援 

これまで述べたように、教育分野においてもエビデンスの重要性が認識されつつあるが、それを

政策形成や実践の場で十分に活用していくために考慮すべきその他の点を考えたい。 

先ず、活用しようとするエビデンスについて、何についてどこまで明らかにしているのかなど、

活用する上での、いわば「エビデンス・リテラシー」や「調査リテラシー」が政策立案担当者や教

育関係者を含む国民全般の中で涵養されることが重要である。たとえば、前世紀末から今世紀初頭

にかけての学力問題をめぐる議論でも、この点で課題が見られた 45）。 

また、①で述べたように、エビデンスの質という点でも課題が多く、統計的手法を用いて実証的

なデータを産出、収集した上で、教育の実態を踏まえた解釈を行うために、このような能力を備え

た人材の養成・訓練や人員の配置が必要である。従来、我が国では、このような人材が計画的に養

成されているとは言い難く、また、その配置についても、地方分権・地域主権が進む中で、国レベ

ルだけでなく地方レベルにおいても必要となっている。 

 さらに、これまで述べてきたような、実証的なデータの産出、収集、蓄積・流通等のためには、

相当程度の財政支出が不可欠である。近年の全国学力・学習状況調査について見ても、２学年２教

科の悉皆調査を実施するだけでも数十億円規模の予算が必要となり、これに十分な結果分析まで行

うための人員配置や研究費を考えれば更に経費が嵩むこととなる。財政事情が極めて厳しい現状か

らは制約無しとしないが、少しでも良好な教育を実施するとともに、教育に投じる公私にわたる莫

大な資金を真に有効に活用していくためにも、実証的なデータの産出、収集や成果の蓄積・流通等
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に関連する一定程度の資源の投入を惜しむことはできない 46）。 

おわりに 

 本稿では、先ず、戦後六十余年に及ぶ学習指導要領改訂の歴史をたどり、学力調査結果等の実証

的データの活用状況を概観した。そこでは、戦後改革期の「学力低下」の懸念や学習指導要領の検

証から始められた各種学力調査や実験校などの取組、全国学力調査終了後の「空白期」を経て新た

に実施されるようになった教育課程実施状況調査や PISA などの各種学力調査の活用状況について

触れた。全国的な学力の把握の在り方については、現在、文部科学省の「全国的な学力調査の在り

方等に関する専門家会議」において検討が進められているが、学力調査に当たっては、たとえば、

調査目的を明確化しそれに合った制度設計を行うことや二次分析を含む分析の一層の精緻化を図る

ことなどが課題であると考える。 

 次に、中教審４６答申における実証的データ・分析に基づく政策形成の状況、特に、学制改革を

円滑に導く上でのエビデンス産出の仕組みとしての「先導的試行」や、その際の教育者・研究者・

行政担当者による「三位一体の協力体制」の提案と、それらが実際の政策形成場面でどのように扱

われたのかについて検証した。近年の学制改革は、中高一貫教育のように全国一律一斉というより

も設置者の判断で選択的に導入されることが多く、その意味で「先導的試行」の位置付けも変容し

ていると言えるが、新たに導入された制度等の検証や円滑な実践に当たっては、「三位一体の協力体

制」が益々重要となっている。 

したがって、前述のような政策形成・実践におけるエビデンス活用に向けた取組の充実が必要と

なるが、国や地方を通じた関係者の努力はもとより、それらをしっかりと支える体制作りが喫緊の

課題であると言わざるを得ない。 

 

注 

１）昭和 23(1948)年秋に文部省が実施した学習指導要領使用状況調査は、小学校及び中学校の各学習指導要領の一般編、

社会科、理科、音楽、家庭、英語の各科編について、「文部省で詳細な質問書を作製し、全国の都道府県教育委員会と

連絡して、この調査に参加することを希望する学校約三千校から質問書に回答を得るようにした。この学校のうちには

都市、農村、山村、漁村の各地域にわたる学校が含まれた。（中略）教育の目標、内容、学習活動、評価の方法、敍述

の仕方や表現の難易、学校の設備からみた学習活動選択の範囲などについて、実際指導の経験から、現在のものでよい

点、改正すべき点などがほぼ明らかになった。」（文部省初等教育課編『初等教育資料』昭和 26 年 4 月号、㈱東洋館出

版社 p5）とされている。 

２）荒井克弘東北大学教授（執筆時。現・大学入試センター試験・研究副統括官）は、戦後日本の学力調査について、現

在の全国学力・学習状況調査が導入される以前を３期に分けた上で、「第１期は昭和 23～29 年である。新しい学制の下

で児童生徒の学力低下が進行しているとの指摘があり、その検証のためにいくつかの学力調査が行われた。特定の研究

者のグループ、日本教育学会、日教組、国立教育研究所等である。最も規模の大きかった調査が国立教育研究所（現国

立教育政策研究所）の「全国児童生徒学力水準調査」である。しかし、この時期の学力調査はいずれも行政的というよ

りも研究的な色彩の濃いものであった。」（荒井・倉元 2008、p7）としている。 

  同様に、志水宏吉大阪大学教授は、戦後の「新教育」によって「学力低下」がもたらされているといった「危機感」

を背景に実施された多くの学力調査の代表例として、「城戸幡太郎と海後宗臣を中心とする日本教育学会のメンバーが、

全国の中学校３年生を対象として行った学力実態調査（日本教育学会学力調査委員会『中学校生徒の基礎学力』東京大

学出版会、1954 年）」（志水 2009、p6）を挙げている。 
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３）同白書は、幼児教育から高等教育等に至るまでの教育条件について、主として教育の機会均等の現状と問題点を概括

した上で、「教育諸条件の不備不均等が児童生徒の上にどのように影響しているかということこそわれわれの最大の関

心でければならない。一般的観察からいつて、教育上の各種の条件の不備不均等が概して児童生徒の各方面に影響のあ

ることは否定できないが、条件と結果との正確な相関については、もちろん充分な研究調査を必要とするものである。」

（第 1 章 概説まえがき おわりに―教育の機会と児童生徒の学力）とし、国立教育研究所の全国小・中学校児童生徒

「学力水準調査」(昭和 27 年度)の結果のいくつかを参考として掲げている。 

  すなわち、「教師の質は児童生徒の学力にどのように影響したか」という観点から、免許状種別・出身学校別類型・

公開研究授業回数によって調査対象の教員を良い順に 6 段階に層化し、最も優れた層とその逆の層の教員の指導を受け

る児童生徒の正答率を比較して、その間の学力の相異が明らかに知ることができるとしている。また、「学級編成方式

と特別教室の有無は学力にどのように影響しているか」という観点から、学級編成方式や特別教室の有無によって調査

対象校を良い順に 6 つの階層に分け（中学校では上級学校への進学率と特別教室の有無で層別）、同様に階層毎の正答

率を比較して、一層はっきりと優劣が明らかであるとしている(「もちろんこれによって、特別教室を設けることによっ

て学力水準が向上するかどうかは速断できないが、施設のよしあしが学力に影響のあることは確認できよう。」との留

保付きながら)。 

  なお、大達茂雄文部大臣は、同白書序文で編集の趣旨を次のように述べており興味深い。 

「教育は国の大本であり、独立とともにわが国の再建にますます重大な関係をもつことはいうまでもない。このときに

当り教育の現状を正しく把握することは、全国民が教育に対する理解と関心を深めるためにも、また文教行政の当事者

としては国民の協力によって文教施策を具体的に実施して行くためにも、ぜひ必要なことである。 

  この資料は、以上の目的をもって教育改革の大きなねらいであった教育の機会均等という面を主眼としながら、わが

国の教育の現状と問題点を総括的にとりまとめたものであるが、教育関係者ならびに国民各位の参考となれば幸いであ

る。」 

４）全国学力調査を担当した北岡健二文部省調査局長は、同報告書序文冒頭で次のように述べている。 

 「最近、各方面で学力問題が論議されており、これが低下を論ずる向きがあるとともに、他面、学力は向上してきてい

ると論ずる側もあるが、その論拠は必ずしも科学的な資料に基いて行われているわけではない。 

  従来実施された学力調査は、比較的規模の小さい調査であったし、また、教育目標に対する到達程度を明らかにする

という観点からのものではなかったので、このような学力の問題に、じゅうぶんな回答を与えるものではなかったと思

われる。 

  そこでわれわれは、この問題解決のために一つの資料を与えるとともに、直接行政的に、学習指導要領その他教育条

件の整備・改善に寄与しようという目的で、国語・数学の２科目についての全国的な学力調査を実施したのである。」（『全

国学力調査報告書 国語・数学 昭和 31 年 9 月 28 日実施』（文部省調査局 昭和 32 年 5 月）） 

  また、全国学力調査の開始から中止にいたる経緯について、文部省編集の『学制百年史』（昭和 47 年）は、次のよう

に記述している。 

 「教育課程、学習指導の改善と教育条件の整備を図るための基礎資料をうる目的で、三十一年から文部省は小・中・高

校の児童・生徒の学力の実態調査を始め、さらに、三十六年から四年間は、より豊富な資料をうるため中学校二、三年

生の学力について悉皆調査を行ない、義務教育最終段階の学力について多くの資料を得、所期の目的に資するところが

多かった。しかし、この悉皆調査については、国による教育の統制や教員の評価に連なるとして一部において教員組合

の組織的反対の事態も生じた。」（第二編 戦後の教育改革と新教育制度の発展 第二章 新教育制度の整備・充実（昭

和二十七年～昭和四十七年） 第一節 概説 三 教育課程の改善と学習指導の発展） 

５）同白書は、全国学力調査について、「学習指導要領に対する到達度を、単に、読み書き・計算などの能力だけにとど

まらず、推理力・問題解決力・応用力という点からもながめたいわば総合的な学力をみようとするものである。」とし

ながらも、「客観的ペーパーテストで、学習した結果をすべて網羅するところまでには至らなかったが、かなり広い領

域にわたって学力水準を示すことができるであろう。」としている。その上で、「学習指導要領に基礎を置いて児童生徒

が当然到達しているべき水準をあらかじめ想定し、（中略）小・中・高各学校を通じて、全体として期待に近い成績を

示している。」が、「教科別では、数学は期待度より低い成績があらわれて」、「高等学校は、物理・化学・生物・地学の
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いずれの科目も期待水準に達して」おらず、「英語については、中学校がやや低」く、「高等学校の保健体育は期待以下

の成績である。」等としている。また、各教科とも個人差が相当大きく、学校平均点の分布も相当のひらきが存在する

とともに、地域類型別にみた学力水準もはなはだしく相違するとしている。（第 2 章 教育内容の水準 2 学力の水準） 

  また、学力水準の国際比較については、「現在までいろいろな推測が行なわれてきたが具体的な資料はなかった。」が、

「学力水準の高低を国際的に測ることは、非常に困難なことで、教科によってはほとんど不可能なものさえある。それ

ゆえ、全般的な学力水準の国際比較は不可能であるが、比較的容易なもの」として数学を挙げ、英（全国）・豪（クイ

ーンズランド州）・米（カリフォルニア州）の 11 歳児を無作為抽出して実施された調査と同一問題を用いて、東京近県

の小学校 5・6 年生を対象とした調査を実施した（抽出方法や実施条件が異なるので厳密な比較はできず、あくまでも

参考資料と断っている）。 

  その結果について、同一年齢層を尺度として領域別に比較すると、基礎的な計算問題のうち整数の四則については 4

か国ともほぼ同様の成績を示しているが、時間の計算問題では我が国は米よりも高いが豪・英に比べてかなり低いこと、

文章題では、各領域を通じて我が国は他の 3 か国に比べて劣っているとはいえないが、単純な計算問題では、豪・英に

比較して成績が良くないこと等が紹介されている。 

  その上で、「このような試みでは、その結果を用いて十分な比較ができないことは前述の通りである。したがって各

国との比較が十分に行えるように調査の条件を整えて実施することを将来計画すべきであろう。」として、学力につい

ての厳密な国際比較調査の必要性に言及している。なお、そのような学力の国際比較調査としては、同白書刊行 5 年後

の昭和 39（1964）年から教育到達度国際評価計画（現在は国際教育到達度評価学会（IEA））による国際数学教育調査（現

在の国際数学・理科教育動向調査（TIMSS））が我が国も参加して開始され、平成 12（2000）年からは経済協力開発機構

（OECD）による生徒の学習到達度調査（PISA）が同様に実施されている。 

  なお、教育白書『日本の成長と教育』（昭和 37 年度）（文部省調査局企画課編集）は、明治以降 90 年の教育投資と経

済成長の関係を分析するとともに、教育を公共の福祉に寄与する投資として捉える観点から長期総合教育計画の必要性

を提言するなど極めてユニークな内容のものとなっているが、学力の実態に関して実証的なデータや分析に基く記述は

見当たらない。 

６）同白書は、「第 2 章 教育内容の充実と能力の開発 7 学力水準」で、学力調査によって明らかにさた各教科におけ

る主な問題として次の点を列挙している。  

国語 小学校では作文や文章の要点把握、要点聞き取りの能力が劣っている。中学校では語句の力がだんだんと伸びて

きているが、文章要旨の把握や作文、文法の能力はかなり劣っている。 

算数、数学 小学校では計算力、図形等の基礎的理解力は伸びているが、実際への応用力が劣っている。中学校でも小

学校同様、応用力と思考力がやや劣っている。 

社会 小学校ではグラフ、地図を読み取る能力は向上しているが、総合的に判断する能力は劣っている。中学校では近

代史の成績は比較的よくなったが、古代史についての理解は劣っている。また知識、理解が断片的で総合的理解力

や応用力が不足している。  

理科 小学校では日常経験に結びついた生物観察などはよいが、観察、実験と原理との関連についての理解が劣ってい

る。中学校では基本的事項の理解はよいが、抽象的概念の理解や、実験・観察と原理・法則との関連についての理

解が不十分である。  

英語 文の大意をとらえること、文と文との関係をつかむこと及び英語を書く力が不十分である。  

  また、個人間の学力の開きについては、中学校第 3 学年でいずれの教科も O 点から 100 点までのちらばりを示してい

るが、開きの度合いは教科によって一様ではなく、特に英語のそれの大きいことが注目されるとしている。さらに、学

校の持つ諸条件の違いによって学校間にも開きがあり、各教科とも学校平均点の最も高い学校と低い学校との間には 70

点ないし 80 点ぐらいの開きがあるとした上で、「このような学校間のひらきが生じた要因としては、学校のもつ人的、

物的諸条件や学校所在地域の社会的、文化的背景が考えられるであろう。」とし、「一般に市街地域の成績が高く、へき

地の成績が低くなっており地域間にかなりのひらきがあることがわかる。」としている。なお、同一地域類型の中にあ

っても学校間の開きがあるが、「これは地域的悪条件にもかかわらず、教育条件の整備や学校の努力によって学力が向

上するものであることを物語っている。」としている。 
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  さらに、学校規模、教員構成、設備等の諸条件が学力と関係のあることが明らかになったとし、「小規模学校の学力

は低くまた 1 学級平均 43 人くらいの学校の成績がもつとも高く、これより大きい学級も、小さい学級も成績は低い。

教員配当では、同じ学級数の学校では、教員数の多いほど、また教員の学歴構成の高いほど成績は高い。理科設備の充

実率が高い学校、図書の保有率の高い学校は成績がよい。市町村支出の教育費の多い学校も成績がよい。」としている。 

７）同答申は、「第２  初等・中等教育改革の基本構想」において、「学校段階の特質に応じた教育課程の改善」について、

次のような提言を行っている。一つは、小学校から高等学校までの教育課程の一貫性を一層徹底するとともに、特に小

学校段階における基礎教育の徹底を図り、中学校においては基礎的、共通的なものをより深く修得させる教育課程を履

修させながら、個人の特性の分化に十分配慮して将来の進路を選択する準備段階としての観察・指導を徹底し、高等学

校の教育内容について適切な多様化を行うことなど、改善方策を検討すべきであること、二つに、「公教育の質的水準

の維持向上と教育の機会均等」について、国が教育課程の基準その他の教育条件を適当な水準に維持するとともに時代

の進展に応じて絶えず再検討しながら改善充実することであるとしている。 

８）同白書は、「満 13 歳の生徒を最も多く含む学年(わが国の場合中学校第 2 学年)の生徒の成績は、調査実施 12 か国中、

わが国はイスラエルについで第 2 位である。」（第 2 章 教育内容・方法の改善  1 教育内容の水準の維持・向上と多

様化 (3) 学力水準の国際比較(算数・数学)  b 数学テストの国際比較）などとした上で、「このように、わが国の数

学の学力水準は全体として高いが、得点の分布をみると、生徒間の成績のひらきが大きい。（中略）こうした学力差の

ある生徒に対し、多様な教育課程を提供することが今後の検討課題である。また、問題の領域別に成績をみると、特に

数学的思考に関する問題の成績が諸外国に比して劣っており、この面での改善が今後の課題といえよう。」（同）として

いる。 

９）教育白書『我が国の文教施策 社会の変化に対応する初等中等教育』(平成元年度)（文部省編集）は、「これまでも教

育課程の改善、教科書検定の実施、教職員の待遇の改善や定数の充実、学校施設の整備などが進められ、国民の強い教

育志向とあいまって我が国国民の教育水準は高いものとなっている。たとえば IEA(国際教育達成度評価学会)が先に行っ

た国際数学教育調査や国際理科教育調査においても我が国の成績はおおむね国際平均を上回っており、このことだけで

我が国の初等中等教育全体の水準を論ずることはできないにしても、評価してよいであろう。」（第Ⅰ部 初等中等教育

の課題と展望 第 1 章 時代の進展と教育の質の向上 第 1 節 初等中等教育の歩み 3 教育水準の向上 ）としている。 

10）この諮問に際しては、主たる検討事項として、以下の 3 点が示されており、前記中教審４６答申において高校教育普

及への対応と小学校からの一貫性の追求等が次期学習指導要領の検討に向けた課題とされたことや、学校教育が知識の

伝達に偏る傾向があるとの指摘がなされたことなどによると考えられる。 

① 高等学校教育の普及に伴う教育内容の在り方について 

② 小学校、中学校及び高等学校を通じた調和と統一のある教育内容の改善の在り方について 

③ 児童生徒の学習負担の適正化を図り、基本的事項の指導を徹底するための教育内容の在り方について 

  なお、このように課程審への影響がうかがえる中教審４６答申の検討においては、学校教育の成果と課題を分析する

一環として、昭和 41（1966）年度まで行われた全国学力調査の分析結果も参照されている。 

11）文部省の「教育課程実施状況に関する総合的調査研究」（平成 5～7 年度実施）の調査結果からは、「子どもたちは計

算などの技能や文章の読み取りの力、自然事象や社会的事象についての基礎的知識はよく身に付けており、学習に対す

る関心や意欲も高いという状況が見られる。」とし、また、IEA（国際教育到達度評価学会）の国際調査結果からは、「我

が国の子どもたちの学力は国際的に見ても高い水準にあることがうかがえる。」とし、さらに、以下のように記述して

いる。 

 「研究指定校等における実践や各種の資料・調査などを含めて総合的にみると、現行の教育課程の下における我が国の

子どもたちの学習状況は全体としてはおおむね良好であると言えると思われるものの、次のような問題もある。すなわ

ち、これらの調査等によれば、過度の受験競争の影響もあり多くの知識を詰め込む授業になっていること、時間的にゆ

とりをもって学習できずに教育内容を十分に理解できない子どもたちが少なくないこと、学習が受け身で覚えることは

得意だが、自ら調べ判断し、自分なりの考えをもちそれを表現する力が十分育っていないこと、一つの正答を求めるこ

とはできても多角的なものの見方や考え方が十分ではないこと、また、算数・数学や理科の学習について国際比較する

と、得点は高いものの、積極的に学習しようとする意欲等が諸外国に比べ高くはないなどの問題である。 
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  各教科等の教育内容の改善を検討するに当たって、我々はこうした子どもの現状、教育課程実施の経験等を十分踏ま

えることに努めた。」 

  なお、上記分析に関連して、苅谷剛彦東大教授（執筆時。現・オックスフォード大学教授）は、次のように指摘して

いる。 

 「…一〇年前の八九年改訂によっては、子どもたちの学習意欲の向上をはかれなかった。ところが、実証的な研究成果

をもとに改革の問題点を改善しようとするのではなく、十分なレビューも行わずに、『直感的』な判断をもとに、意図

通りの結果が得られなかったのは改革が徹底していなかったからだ、との診断が下された。」（苅谷 2002 ｐ80） 

12）同答申は、次のように提言している。 

 「ア 小、中、高等学校における児童生徒の学習の到達度について全国的な状況を把握し、それを国民に明らかにする

とともに、指導の改善や教育課程の基準の改善に反映させていくため、国において全国的かつ総合的な学力調査を

実施することが適当である。その際、自ら学ぶ意欲や思考力、判断力、表現力などの資質や能力までを含めた到達

度を適切に評価していくことが必要であり、ペーパーテストだけでなく、調査研究協力校などを設けて調査するこ

とが必要である。 

  イ 全国的・総合的な学力調査は、継続的・定期的に実施することが必要であり、学校や児童生徒の負担などに配慮

すると、学年や教科を年度ごとに分けて抽出調査により行うことが適当である。また、児童生徒の学習の到達度を

客観的に把握するため、各学校において調査の問題や結果等を活用し得るようにすることが必要である。 

  ウ 具体的にどのような方法や規模等で学力調査を実施するかについては、文部省の「教育課程実施状況調査」など

これまでの調査の実績等も踏まえ、更に専門的に検討することが必要である。」（第３章 児童生徒の学習状況を客

観的に評価するための方策 第２節 全国的かつ総合的な学力調査の実施 １ 全国的かつ総合的な学力調査の必

要性） 

  これを受けて、従来は学習指導要領完全実施の翌年度に実施してきた教育課程実施状況調査について、実施時期を増

やしたり（平成元年告示の学習指導要領に対し、13(2001)年度に小・中学校、14(2002)～15(2003)年度に高等学校の調査

を実施）、高等学校の調査を増やしたり、抽出率を増加させたりするなどの改善が図られた。 

13）教育白書『平成 12 年度 我が国の文教施策 文化立国に向けて』（文部省編集）は、次のように記述している。 

 「我が国の児童生徒の学力は、国際教育到達度評価学会(IEA)の国際数学・理科教育調査によると、昭和 39 年（1964）

以降 3 回の調査でいずれもトップクラスを維持しており、国際的にみておおむね良好です。しかし、数学や理科が好き

であるとか、将来これらに関する職業に就きたいと思う子供の割合が、国際的にみて最低レベルであるなどの問題点が

指摘されています。」（第 2 節 教育改革 Q＆A   Question7 学力低下批判と新しい学習指導要領） 

14）これに関連して、遠山敦子文部科学大臣は、補足説明で次のように述べている。 

 「我が国の子どもの状況については、近年の国際的な調査や平成 13 年度教育課程実施状況調査等の結果分析からは、

学習内容の理解や学習意欲・学ぶ習慣などについての課題が明らかになっています。（中略）このような状況を踏まえ、

中央教育審議会教育課程部会を常設化した趣旨にかんがみ、学習指導要領の実施状況を不断に検証し、教育課程及び指

導上の課題を明らかにするとともに、新学習指導要領のねらいの一層の実現を図るため、教育課程及び指導の充実・改

善方策について御検討いただきたく、当面，次の事項に関して御審議をお願いしたいと考えております。」 

15）中教審「新しい時代の義務教育を創造する（答申）」（平成 17（2005）年 10 月 26 日）は、「各教科の到達目標を明確

にし、その確実な修得のための指導を充実していく上で、子どもたちの学習の到達度・理解度を把握し検証することは

極めて重要である。客観的なデータを得ることにより、指導方法の改善に向けた手がかりを得ることが可能となり、子

どもたちの学習に還元できることとなる。このような観点から、子どもたちの学習到達度・理解度についての全国的な

学力調査を実施することが適当である。」（第Ⅱ部 各論 第 1 章 教育の目標を明確にして結果を検証し質を保証する

－義務教育の使命の明確化及び教育内容の改善－ （2）教育内容の改善 ウ 学習到達度・理解度の把握のための全

国的な学力調査の実施）などとし、具体的な実施の方法、実施体制、結果の扱い等について更なる検討を促すとともに、

「収集・把握する調査データの取扱いに慎重な配慮をしつつ地域性、指導方法・指導形態などによる学力状況との関係

が分析可能となる方法を検討する必要がある。（中略）知識・技能を実生活の様々な場面などに活用するために必要な

思考力・判断力・表現力などを含めた幅広い学力を対象とすることが重要である。」（同）としている。 
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16）しかしながら、現状では、全国学力・学習状況調査や特定の課題に関する調査、OECD の PISA などにおいて出題の

工夫などがなされつつあるものの、このような調査で把握できる「学力」は学力の一部に過ぎず、また、各種研究指定

校における実態把握も定性的な評価が中心とならざるを得ない。さらに、学力以外でも体力・運動能力、運動習慣等調

査、児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査なども重要な資料を提供しているが、これらを合わせても

児童生徒の全体的な実態把握という点では必ずしも十分とは言えず、測定可能な領域とそれが困難な領域の存在を前提

としつつも、評価手法の継続的な研究開発や実施体制の検討が求められる。 

17）同答申は、「子どもたちの学力と学習状況」について、3 ページにわたって詳細な分析・記述を行っており、その概要

は次のとおり。 

  先ず、国立教育政策研究所による調査（教育課程実施状況調査等）や国際的な学力調査（OECD の PISA 調査及び IEA

の TIMSS 調査）の分析結果から、①思考力・判断力・表現力等を問う読解力や記述式の問題に課題、②読解力で成績分

布の分散が拡大しているという課題がある。③その背景には学習意欲、家庭での学習時間などの学習習慣・生活習慣に

課題がある。 

  次に、平成 19（2007）年 4 月 24 日に実施した全国学力・学習状況調査（小６国語・算数、中３国語・数学）におい

て、基礎的・基本的な知識・技能については概ね身に付いているが、知識・技能を活用する問題については課題がある

ことが明らかになった。 

18）課程審の初期の諸答申は結論のみを記載するなど、答申文や付属資料のスタイルにも時代による変遷がみられ、付属

資料に実証データ等が収録されていないことや答申本文に関連記述が無いことから、直ちに当該答申に係る審議がそれ

らを踏まえずに行われたということにはならない。しかしながら、中教審平成 15 年答申の冊子化に当たって前記のよ

うな対応が取られた背景には、課程審とは異なって、後述の昭和４６年答申など中教審の答申には参考資料を添付する

ことがしばしば行われてきたこともあったが、学力問題について世論の懸念や関心が高まる中、答申に至った状況判断

の根拠を示して、教育関係者は元より広く社会の理解を得るとともに、実践に際しての参考に供したいという事務局担

当者の意図もあった。 

19）同答申の冊子は、A5 判約 200 ページ（答申本文約 100 ページ、資源の見積もりや諮問関連資料等約 100 ページ）のも

のと、B5 判約 630（約 70 ページの本文に対し、実証分析を中心とする約 140 ページに及ぶ中間報告、さらにその基礎

となった３特別委員会で用いた基礎資料約 310 ページ、諮問関連資料等約 20 ページ）のものの 2 種類が刊行された。

同答申は、臨時教育審議会発足に前後して脚光を浴び、前者について十年余を経て異例の増刷となった。 

  市川昭午国立教育政策研究所名誉所員は、中教審４６答申について、「戦後における文部省関係の答申の中では質・

量ともに傑出した答申と考えている。中曽根内閣が設置した臨時教育審議会の答申と並んで最も注目に値する答申とい

えよう。」と述べている。（市川（2010）p288） 

  また、苅谷剛彦東大教授（執筆時。現・オックスフォード大学教授）は、教育関係審議会について、次のように述べ

ている。 

 「教育政策の骨格を決める文部科学省の各種審議会は、論壇にも似て、学識豊かな学者・文化人の議論の場に見えた。

教育研究の専門家が入る場合も、たいていは『学識者』としての役割が強い。実証研究の成果を直接用いて政策論議を

するのではなく、それまで蓄えてきた『学識』や『経験』をもとに発言することが期待されているのである。 

  それゆえか、審議会の議事録を読むと、政策を推し進めていくうえで、基本となる情報があまりに少ないことに驚か

される。提供されるデータは限られており、しかも、政策の根幹に触れるような深く鋭い分析はほとんど行われない。 

  日本でも、かつては研究をベースに政策決定を行おうとした時代があった。『四六答申』と呼ばれる中央教育審議会

の昭和四十六年答申の中間報告書は、資料編だけで三〇〇ページを超える重厚なものだ。そこには、当時の一流の研究

者を動員して収集した豊富なデータと、詳細な分析の結果が示されている。それに比べ臨教審以後の教育関係の審議会

は、どれも研究を基盤とした政策とは言い難い。しかも、政策立案にとどまらず、実施に移された後においても、アメ

リカのように実証研究をベースにした政策評価の議論は出てこない。」（苅谷 2003 年 p6～7） 

20）答申時の天城勲事務次官は４６答申について次のように述懐している。 

 「当時は戦後の新学制が発足してから二十年たっていた。二十年というのは必ずしも長いとはいえないけれど、戦後の

教育改革に対して、二十年間にいろんな意見が出ていた。また、後期中等教育もユニバーサル化の段階に入っていて、
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高校進学率も八〇％に近づいてきた。後期中等教育を踏まえて、先に『期待される人間像』の議論もしたし、というこ

とで、この際、全面的に見直してみようということになったのです。（中略） 

  四六答申は諮問されてから四年がかりでまとめられたのですが、四年間のうち最初の二年間は基礎勉強している。そ

れから、問題を包括的にみたというのが大きな特徴です。しかし、政治も含めて社会全体が教育の問題をそこまで認識

していなかった。そういう意味で、四六答申の考え方は時期尚早だったと思います。事務局長格として、非常に分析的

な気風を持った西田亀久夫さん（当時の文部省官房審議官）という人がいたのが大きかったと思います。」（木田 p426） 

  なお、天城調査局長時代の教育白書『日本の成長と教育』（昭和 37（1962）年）（文部省調査局企画課編集）は、「わ

が国の教育の現在の実態を教育投資という観点から歴史的に、かつ諸外国との比較において、客観的、実証的に分析し、

把握しようとする」観点から取りまとめられ、後年、中教審４６答申でも提言された「長期総合教育計画」策定の必要

性と意義についても１章を割いて記述している。 

21）政策研究大学院大学 2004 p174 

  なお、中教審諮問時の「検討の観点」は次のとおり。 

  就学前教育から高等教育までの学校教育の全般にわたり，制度的・内容的に，主として次のような観点から検討する。 

１  学校教育に対する国家社会の要請と教育の機会均等 

２  人間の発達段階と個人の能力・適性に応じた効果的な教育 

３  教育費の効果的な配分と適正な負担区分 

  西田は、この時のことを次のように回想している。 

 「昭和四十何年にちょうどコンピュータを文部省が導入する時期に私がその担当をして、それを土台にして文部省の歴

代持っているいろんな統計資料、記録、これを可能な限り全部データベースに入れる作業をやったわけです。それがで

きたものだから、今のように評価するときに必要なデータを委員会へどんどん出していったわけです。これは非常に皆

さん方に喜ばれました。東大の教育社会学の清水義弘さんは、『この会議に二、三回出ると、半年分くらいの俺の講義

の材料が得られる』と（笑）。」（同書 p174～p175） 

  なお、昭和 45（1970）年に来日した OECD 教育調査団の報告書の Reviews of National Policies for Education : JAPAN 1971

（OECD、1971）（深代 1976 に収録）は、中教審が最初の２年間に行った教育の実績についての分析等をまとめた中間

報告「わが国の教育のあゆみと今後の課題」（昭和 44（1969）年）等を参考資料としている。 

22）答申時の天城勲事務次官は「先導的試行」について次のように述懐している。 

 「先導的試行というのは、六・三新学制の実施のときに早急で混乱を起こしたもんですから、まず実験をやってみよう

という発想です。十年ぐらい実験をして比較してみて、よければ、そっちへ行こうと。ただ、日本の場合、現場の実験

が非常にしにくい。少なくとも制度に触れるような問題については、難しい。文部省側にも消極論がかなりあったんで

す。先導的試行もやはり日本の硬い制度の中でやれなかった。ですから、どういうインセンティブを加えたなら、先導

的試行みたいなものができるか、考えなくてはいけない問題です。大変貴重な教訓だったと思います。」（木田 1987 

p428） 

  日本の教育政策過程について分析したレオナード・J・ショッパ（Leonard James Schoppa）バージニア大学政治学部準

教授（執筆時。現在は教授）は、天城や西田等の「改革指向の官僚グループ」は、「一九六七年から一九七一年の中教

審による総合的な改革提言の作成作業に主導的に関わってきたが」、「文部官僚の多数派は、（中略）改革構想をあまり

支持しなかった」とし、また、各校長会や教委・教育長関係団体などの「地方の教育行政官は、一般に、文部省の官僚

的保守主義を補強する役割を果たしている。」としている。（ショッパ 2005 ｐ84～85、ｐ119～127） 

  なお、ここで言う「先導的試行」についての国会質疑を、国会会議録から拾ってみると、昭和 45 年 7 月 10 日の参議

院文教委員会以降、平成 14 年 7 月 18 日の参議院文教科学委員会に至る延べ 78 日の本会議や委員会で質疑・言及され

ているが、このうち、中教審４６答申が出された昭和 46 年の延べ 14 日よりも、臨時教育審議会設定法案が審議された

昭和 59 年の延べ 23 日の方が多くなっている。 

  また、中教審４６答申以降の学制改革においては、少なくとも初等中等教育に関する限り、中等教育学校などの新し

い学校種や総合学科などについて選択的に導入できる仕組みが採られており、既存の学校種を一貫して教育を行う小中

一貫教育、幼小一貫教育の実施も含め、都道府県や市区町村、学校法人などの判断で実施することが可能となっている。 
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  この点について、臨時教育審議会で初等中等教育について検討した第三部会担当の主任調査員を務めた渡部蓊帝京平

成大学教授は、「中央教育審議会４６答申の学校体系改革論は、学校教育の純粋性、自己完結性と、同一年齢の児童・

生徒の心身の発達の共通性に視点をおき、それゆえ、学校の修業年限の区切りを重視する観点に立って学校体系をみる

ものであった。したがって、その改革の手法も先導的手法となり、全国的、一律的な方法に終始した。」、しかしながら、

「臨時教育審議会の答申以後は、中央教育審議会の４６答申までにみられた６・３制を改めるというような大上段に振

りかぶった学校体系改革論議は影を潜め、学校制度の改革は、静かに普段に柔軟になされてきていることに気づく。」（渡

部 2004 ｐ174～175）と記している。 

23）教育研究開発協力者会議は、同年 8 月、学識経験者、学校教員等 41 名をもって発足し、１．幼児・児童・生徒の心

身発達について、２．集団施設教育の開始の時期について、３．中・高校生の内面的成熟について、４．生徒の特性の

分化と観察指導について、５．その他、について審議することとされた。（昭和 49 年、文部省大臣官房企画室『文部省

第 100 年報』ｐ28～29、p297） 

24）教育研究開発に関する調査委嘱研究は、同年度、以下の９つのテーマについて、教育研究者、学校教員等の 22 の教

育研究グループに対して委嘱された。１．集団施設教育開始の時期と家庭教育との関係について、２．幼児、児童（3

～9 才）の知覚、言語、知的行動、情緒、集団的行動等の発達について、３．幼児、児童、生徒の身体発達、運動能力

について、４．幼小一貫教育における指導の実際とその効果について、５．児童、生徒（10～15 才）の思考、情緒、社

会性の発達について、６．生徒（12～18 才）の自我、知的機能、感情、社会性、性意識の発達について、７．中高一貫

教育における指導の実際とその効果について、８．生徒の内面形成を促進するうえで必要な教育上の配慮について、９．

中高を通ずる生徒の特性の分化及び観察指導の充実強化について（昭和 49 年、文部省大臣官房企画室『文部省第 100

年報』ｐ29、p251～252） 

  なお、中教審総会（第 11 回 平成 13 年 12 月 10 日）において「教育振興基本計画の策定に関する自由討議」が行わ

れた際の議事録に次のような発言がある（この時期の公開された議事録には発言者名の記載がないが、内容からは、教

育研究開発室が委嘱した教育研究開発協力者を務めた梶田叡一委員（委嘱時は国立教育研究所第三研究部主任研究官）

であることが推定される。）。 

 「ぜひ検討の中に入れてほしいなというのが２点、今、頭にありまして。 

  これも、先ほど委員がおっしゃったように、文科省がこれまでやらなかったというか、検討しなかったわけではない

けれども、結局、何もできなかったというものです。これは４６答申にあります二つの大きなポイントです。一つは、

子どもの心身の発達が、昔、６・３・３・４を考えたときと比べて、発達前傾現象とか、発達加速現象という言葉で呼

ばれておりますけれども、前倒しになってしまっているのです。それに対応した教育制度を新たに構想しなくてはいけ

ないのではないかというのが、４６答申の非常に大きな一つのメッセージだったわけです。ところが、たぶんこれは大

変なことになるというあれがあったのでしょう、教育研究開発室を初中局につくって検討はされましたけれども、私も

入りましたが、でも結局どうにもならなかった。 

  ただ、そのときにいろいろな学者グループに実証的なデータを出していただきました。たとえば、５歳児は既に小学

校１年の６歳児のカリキュラムをこなせるとか、あるいは小学校低学年、１年生、２年生と小学校５、６年は、発想か

ら感覚から、論理の進め方から非常に違いがあって、むしろ５、６年生は中学１年生ぐらいと同じとか、あるいは中３

はほとんど高校生と同じとか、いろいろな形でデータが出ております。しかし、４６答申はかなり古いものです。（中

略）子どもの発達の現状をもう一度おさらいをして、これはよほどお役所でそういうことについての研究プロジェクト

にボンボンお金を出さなければ、今、老人の発達研究はいっぱいあるのですけれども、その辺はあんまりないのです。

ぜひそれも考えてほしい。制度までいくかどうかわかりませんが、少なくともカリキュラムの在り方については非常に

必要です。 

（中略）もう一つは、それと関係しますが、４６答申で、豊かになってきたために、子どもたちが我慢する機会もなく、

いろいろなことをやってきたせいか、内面的な成熟に弱点が出ているという指摘が繰り返しされております。これが今

も拡大したままできていると思うのです。二十の子が成人式にああいうとんでもない幼い行動を各地で繰り広げるとい

うね。やっぱり二十で成人式をするのは間違いで、３０になったときに成人式をしなければいけないのではないかとい

う話が出るぐらいです。そういう内面的な成熟、昔だったら大学生というのはしっかりしていましたよ。今はそれを前
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提にして指導していたらどうにもならないというのは、大学で教えたことのある人はよくおわかりだと思います。そう

いうことに対して後追いでなくね。後追いの策はいっぱい出ているのです、今。根本的にどう考えるかという論議も、

いわゆる青年期教育といいますか、そういうところで必要ではないかと思います。既にこれは４６答申で提起されては

おりますけれども、私の見るところでは、その後、ほとんど根本的な論議なしに今に至っていると思いますので、どこ

か念頭に置いていただければありがたいと思います。」 

25）この研究開発学校という教育課程改善のための特例措置は、学校教育法施行規則第 55 条等の規定を根拠に、文部科

学省告示（現在のものは平成 20 年文部科学省告示第 29 号）をもって定められている。なお、同規則上に本規定（当時

は第 26 条の 2 等）が置かれたのは昭和 43 年の省令改正によるが、昭和 51 年になって「研究開発学校」に係る告示が

制定された。 

  学校教育法「施行規則第五五条では、教育課程の改善を図るための特例について次のように規定している。 

第五十五条 小学校の教育課程に関し、その改善に資する研究を行うため特に必要があり、かつ、児童の教育上適切な

配慮がなされていると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、第五十条第

一項、第五十一条又は第五十二条の規定によらないことができる。 

  この規定は、教育課程の基準について相当大幅な改訂を行うなどの場合を考慮して、その基礎資料とするための教育

課程についての研究は、現行の学習指導要領の基準によらないものも認める必要があることから、昭和四三年の教育課

程の改訂の際、学校教育法施行規則の一部改正により設けられたものである。 

  すなわち、文部科学大臣が適当と認めた学校においては、施行規則に定める教育課程の領域構成（五〇条一項）や授

業時数（五一条及び別表第一）、教育課程の基準としての学習指導要領（五二条）によらない教育課程を実施すること

ができることとなっている。ただし、この場合においても、あくまでも児童を単なる研究の対象とすることのないよう

『児童の教育上適切な配慮がなされていると文部科学大臣が認める場合』という限定がなされている。」（鈴木勲 2009 

p277） 

26）『文部省第 104 年報 昭和 51 年度』（昭和 53 年 3 月、文部省大臣官房企画室）p27 

27）同答申「第１章  教育行政における国、都道府県及び市町村の役割分担の在り方について  ２  国の役割及び国と地

方公共団体との関係の見直し」の中で、「具体的改善方策（地方分権の推進の観点からの見直し）」の一つとして、「オ  学

校の設置者として都道府県等が教育内容に関する研究開発を行うに際して、全国的な教育課程の基準の改善に資すると

国が認める場合には、当該基準によることなく、都道府県等が研究課題を定めるなど主体的に実施することができるよ

うにすること。」と提言。 

28）同提言の「４．新しい時代に新しい学校づくりを」の中に次のような事項がある。 

 ◎新しいタイプの学校（“コミュニティ・スクール”等）の設置を促進する 

  新しいタイプの学校の設置を可能とし、多様な教育機会を提供する。新しい試みを促進し、起業家精神を持った人を

学校教育に引き込むことにより、日本の教育界を活性化する必要がある。  

  提言(２)研究開発学校を地域指定できるように拡充し、地域との連携を図りながら新しい試みを実施する。 

29）平成 15（2003）年度から、研究開発の主題の決定を地方にのみ委ねるのではなく、その発意を生かしつつ、国として

も実施希望調査の際に研究開発課題の参考例を示す方式が取り入れられた。また、同年度から、構造改革特別区域研究

開発学校制度（「特区研発」）が創設され、平成 20（2008）年度からは同制度を全国化する教育課程特例校制度が発足し

た（学校教育法施行規則第 55 条の 2）。 

30）西田 1996 p132 

31）更に答申「第２編  今後における基本的施策のあり方 第１章  総合的な拡充整備のための基本的施策 ２  教育改

革の推進と教育の質的水準向上のための研究開発」では、このような教育の基本的な問題は、「人間そのものについて

の研究課題であって、教育学はもとより、あらゆる学問分野の総合的な協力なしには正しい究明は不可能に近く、「と

りわけ、哲学・心理学・社会学・医学・工学の諸分野における研究成果は、教育の理論と方法の発展に欠くことのでき

ないものである。」が、学問の専門分化に伴って学問領域間の協力はますます困難となりつつあることや、教育に関す

る研究者や研究機関の数は少なくないものの、「この教育改革の具体的な進め方に適切な方向づけを与えるような研究

が、明確な目標をもって組織的に進められているとはかならずしもいえない。また，教育研究の分野にすぐれた人材を
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吸収するための研究体制・研究条件および研究者に対する処遇も不十分である。」とし、このような状態を改善するた

めの制度的・財政的措置や有能な研究者の確保が、教育の質的な水準向上のための第一歩であるとしている。そのため

には、「長期にわたる教育改革のための重点研究課題の選定、その研究開発のための各地の学校・研究所・大学にまた

がる協力組織の整備、必要な研究費の配分と研究活動の調整などによって教育の質的な革新とその成果の普及を推進す

る教育研究開発のセンター的機能を確立する必要がある。」としている。 

  また、「関連学問領域の緊密な連携協力のもとに、学理面・実践面・行政面の努力を結集して共通の課題解決に取り

組むことができる研究開発の推進体制を、確立しなければならない。」が、そのような推進体制とは、「単一の研究所を

設立したり、特定の機関に研究者を集結したりすることではなく、全国の学校・研究所・大学などで現に研究意欲をも

って活動している人々の間に、共通の課題意識にもとづく役割分担と協力の関係を作り上げること」であり、その推進

体制の中核として、「教育改革のために必要な課題研究について、研究協力体制を組織し、関係者相互の連絡と情報交

換をあっせんし、研究費を配分配付するとともに、その成果を行政施策の改善に生かす機能」を指して「教育研究開発

のセンター的機能」としているものである。 

32）政策研究大学院大学のインタビューの中で西田は次のように述べている。 

「もう一つ、今の三つのことに以外に中教審の基本的な答申の要素になっていることでここで学んだことは、これはスウ

ェーデンの人だったかな、名前を忘れてしまったけれども、『教育の発展というものは、ほかの経済とか産業技術の発

展のようにいかないのだ』と。つまり、普通のそういう工業技術だったら、基礎実験をやる。それを応用研究をやって、

よかったらそれをすぐ生産に移す。教育はそういうプロセスでのびない。教育には三つの要素がある。学校教育という

のは、一つは先生というファクターがある。教えられる生徒というのがある。それから、教育を研究している学者がい

る。それ全体を国の制度として管理している行政庁というのがある。特に行政庁と学校の先生と教育に関する研究をし

ている学者の三つのファクターが、お互いに違う能力を持っていて、お互いにけん制しあっていて、一緒に仕事をして

いないからだめなんだ。（中略）みんなが話し合って、『じゃあ、これをやろう』というので、それぞれ責任を分担して、

みんなが力を合わせてあるプロジェクトをスタートする。そして、何年間かその目的のプロジェクトを実行してみて、

どれだけの成果があったかその三者で集まって評価する。このシステムでなければだめだと。 

  それを私は中教審の中で『先導的試行（パイロット・プロジェクト）』という言葉で書いたわけです。彼らはパイロ

ット・プロジェクトという言葉を使う。（中略）こういう三者協力体制をつくらなきゃいかんというので、中教審の中

に、教育の研究開発システムをつくれ、三者が同じテーブルについてやれ。これはついに中教審で答申したけれども実

現しなかった。（中略） 

  中教審の四六答申でついに実行しなかったのは、そのパイロット・プロジェクトと、それから一番後ろにつけました

長期教育計画。あの二つだけはついに実行されていない。このパイロット・プロジェクトというシステムがなければ教

育は進まない。北欧のあの人が自分らの経験ではそうだということをいわれました。僕はそのことが非常に頭にありま

して、中教審の答申の中の一つに入れたわけです。」（政策研究大学院大学 2004 p176～p177） 

  また、西田は、同じ点について国立教育研究所のインタビューに答えて、「教育のイノベーションを起こすためには

三者が同じテーブルに座って、三者が共同でこれをしようと決め、三者が責任を分担してスタートを切る。この三位一

体論しかない。この話は OECD の教育委員会で聞いて非常に感銘を受けた。それをパイロット・エクスペリメントと言

うのだが、先導的試行という日本語を作った。それだけは思想として間違っていなかったと思う。」と述べている。（市

川 1995p122） 

  なお、OECD の教育研究革新センターは、Educational Research and Development- Trends, Issues and Challenges (1995)

の中で、教育研究について「研究者、実践者、政策当局という『３つのコミュニティ』の間でよりよい連携を築くこと

ができるかどうかが決め手になると結論づけた。」（OECD 2004 p12） 

33）たとえば、労働経済学等に比べて教育経済学における研究や研究者の数が少ない理由の一つに、教育分野において活

用可能な実証的なデータが少ないことが考えられる。その原因として、教育分野では、成果を見るためには長期間を要

する場合が多い（このこと自体、経費や負担の増大を意味し、研究を困難にする要因の一つとなっている）一方で、社

会的要因などが複雑に関係して因果関係が明確化できにくいこと、そもそも子どもを「実験台」にすることへの倫理的

抵抗などからインフォームド・コンセントが困難な場合が多いこと、研究対象となった教員や児童生徒に「通常以上の
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頑張り」が見られてプラスの効果などが現れること（ホーソーン効果）などがあると考えられる。 

  なお、これに関連して、国立教育政策研究所は、平成 22（2010）年 9 月 10 日に、OECD や英、米の専門家や国内の

医療、ソーシャルワーク分野の研究者を招いて教育改革国際シンポジウム「教育研究におけるエビデンスとは－国際的

動向と先行分野からの知見」を開催した（報告書は、http://www.nier.go.jp/06_jigyou/symposium1.html）。 

34）文部科学省は、昭和 39（1964）年から、「国民の体力・運動能力の現状を明らかにし、体育・スポーツ活動の指導と

行政上の資料とするため」に、6 歳から 79 歳を対象に「体力・運動能力調査」を実施してきたが、平成 11（1999）年

には、国民の体位の変化、スポーツ医・科学の進歩、高齢化の進展等を踏まえ、同調査を全面的に見直して「新体力テ

スト」（正式名称は、従来どおり、統計法に基づく「体力・運動能力調査」）に改めた。なお、これとは別に、平成 20

（2008）年から、「全国的な子どもの体力の状況を把握・分析することにより、国、教育員会・学校が子どもの体力向

上に関する継続的な検証改善サイクルを確立する」、「学校が各児童生徒の体力や生活習慣、食習慣、運動習慣を把握し、

学校における体育・健康に関する指導などの改善に役立てる」ことを目的に小学校 5 年生と中学 2 年生を対象に「体力・

運動能力、運動習慣等調査」を開始した。 

35）教育課程実施状況調査などの全国的な学力調査や TIMSS、PISA などの国際学力調査等について、一定ルールの下に研

究目的のデータ提供が行われ、研究成果が産出されつつある。 

36）OECD の INES は、各国の教育制度や政策について、共通の枠組みの中で比較対照することができる指標を開発し、

各国の教育政策の形成に役立てることを目的とした事業の一つであり、PISA もその一環として実施されている。また、

国際的な取組であるキャンベル共同計画は、医学分野におけるコクラン共同計画（Cochrane Collaboration）に範をとり、

刑事司法、社会福祉、教育の分野でエビデンスを産出・普及を行うために 2000 年に発足した（科研費報告書『キャン

ベル共同計画の日本への適用』（平成 17 年 3 月））。さらに、国別にも、米の連邦政府教育省教育科学研究所の WWC（What 

Works Clearing House）や英のロンドン大学 EPPI センター（Evidence for Policy and Practice Information and Co-ordinating 

Centre）などがある。 

37）Randomized Controlled Trial は、介入の効果を検証する場合、被験者群を、ランダムに実験群と比較対照群に分け、効

果を測定する効果証明方法。 

38）中教審「今後の地方教育行政の在り方について（答申）」（平成 10(1998)年 9 月 21 日）は、「第１章  教育行政におけ

る国、都道府県及び市町村の役割分担の在り方について ４ 国及び都道府県の行う指導、助言、援助等の在り方の見

直し」において、次のように提言した。 

 「カ  指導等に当たっては、国や都道府県における教育内容・方法等に関する実証的な研究の成果や内外の情報の提供

等の役割を重視していくこととし、これに必要な国及び都道府県の研究研修機関の調査研究機能及び情報提供機能を充

実すること。また、これに関連し、都道府県ごとの状況に応じた施策を推進する観点から、都道府県と国立教員養成大

学・学部との連携協力の充実方策について検討を行うこと。」 

  また、「５  国、都道府県、市町村、学校等の間の情報網の整備」において、 

 「国及び都道府県教育委員会が指導等を適切かつ効果的に行うためには、今後、教育及び教育行政等に関する実証的研

究の成果や内外の情報を収集し、適切な情報提供を行うことがますます重要となってくるものと考えられる。都道府県、

市町村のニーズに応じて効果的に指導等を行うとともに、都道府県教育委員会や市町村教育委員会による学校、社会教

育施設等に対する支援機能の充実を図るためには、教育分野における全国的な情報網を速やかに整備することが必要で

ある。」としている。 

39）中教審「初等中等教育における当面の教育課程及び指導の充実・改善方策について（答申）」（平成 15（2003）年 10

月 7 日）は、「5  教育課程及び指導の充実・改善のための教育環境の整備等 （1）各学校の取組に対する各教育委員

会及び国による支援等」において、各学校の取り組みに対する教育委員会や国による支援について、次のように提言し

ている。 

 「①  各教育委員会等による支援等 

   (中略)各学校における創意工夫に満ちた教育課程の編成に資するよう、各地域の教育センターや拠点校等においては

カリキュラムを収集・蓄積・情報提供する等のカリキュラムづくりの支援を行うためのセンター的機能を充実するこ

と等について、今後検討していくことが必要である。 
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  これを踏まえ、各教育委員会等における具体的な取組としては、たとえば、以下のようなことが考えられる。 

  ・「総合的な学習の時間」をはじめとする地域や学校の実態に応じた優れたカリキュラムづくりの事例等を集めた参

考資料の作成や情報の提供 

  ・カリキュラムづくりに関する実践的な研究とその成果の普及や顕彰の実施 

  ・関係機関・団体等との連携・協力体制づくり，地域の小・中・高等学校等で相互に情報を共有するための機会の提

供等 

  （中略） 

② 国による支援等 

  まず、国においては、（中略）学校における特色ある教育課程の編成・実施、会議等の効果的・効率的な持ち方な

どの校内体制等の工夫や教育委員会における特色ある取組についての事例集を作成するなど、である。 

  また、各学校における「総合的な学習の時間」の一層の充実を図るために、学習プログラムの開発、教材の開発、

学習資源を充実させるための学校間・学校種間連携や社会教育関係団体等の各種団体との連携等の実践研究や評価の

研究を行うとともに、各学校が参考にし得る実践事例等の収集・提供を更に行うことが求められる。 

  同様に、「個に応じた指導」の一層の充実を図るためにも、理解や習熟の程度に応じた指導や少人数指導などに取

り組む「学力向上フロンティアスクール」等の拠点校における実践研究の成果の普及や教材の開発、教員志望の大学

生等の地域の人材が児童生徒の学習支援に当たるモデル事業の実施，指導資料や事例集の作成・配布等を行うことが

必要である。（以下略）」 

40）中央教育審議会「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善について（答申）」（平

成 20（2008）年 1 月 17 日）は、（個に応じた指導など指導方法の改善）として、「文部科学省の研究開発学校制度等も

活用して指導方法の事例蓄積や分析を行い、優れた指導方法を教師の間で共有化したり、教師が日常の指導で体験的に

認識している、子どもがどこでつまずくのかなどの情報を研究者の分析も交えつつ、学校、教職員、行政と研究者の間

で共有し、広く保護者や社会に対して情報発信する必要がある。」（９．教師が子どもたちと向き合う時間の確保などの

教育条件の整備等 （３）効果的・効率的な指導のための諸方策）としている。 

41）たとえば、平成 20 年度全国学力・学習状況調査に関し、文部科学省が外部の研究者グループに委託したものに、お

茶の水女子大学に置かれた実施委員会による、補完調査も交えて、家庭背景と子どもの学力の関係や不利な環境にある

子どもの底上げに成功している学校の特徴を探る研究などがある。また、地方レベルでも、たとえば、千葉県教育委員

会が設置した千葉県検証改善委員会（代表：苅谷剛彦）は、東京大学教育学部に本部を設置し、同県教育委員会の協力

のもと、研究者グループによる、平成 19 年度「全国学力・学習状況調査」の千葉県データの分析を行っている。 

42）東大教授時代から中教審委員として教育政策の審議に参画した小川正人放送大学教授は、研究者が政策形成に参画す

ることについて次のように述べている。 

 「地方分権改革が動き出した一九九〇年代後半から、政府や自治体の各種審議会・会議に参加することが多くなった。

それまで、私は、どちらかと言えば、行政の外側から批判的立場で国や行政の教育政策を研究調査してきていた。しか

し、学識経験者という立場ではあったが、行政内部での仕事は、政策づくりの基本枠組を左右する現実の政治力学と法

制度の制約の中でいかに難しいものであるのかをさまざま学ばせてもらった。 

  研究者が、国や自治体の政策づくりに関わることは功罪相半ばと思うが、私個人としては、生きた現実の問題に対峙

させられ、常に研究の存在意義を問われ続けるという緊張した中で多くのことを考える機会であった。中教審における

教育行政の地方分権改革、教育委員会制度改革、三位一体改革と義務教育費国庫負担制度のあり方、教職員定数改善計

画、教員給与改革などの各審議の他、少人数学級の教育効果調査や教員勤務実態調査等の文部科学省委託研究など、重

要な政策づくりの審議や仕事に加わり何かしらの社会的発信ができたことは研究の上でも有意義であったと思ってい

る。」（小川 2010 p230） 

43）同研究会は、国立教育政策研究所と国立公衆衛生院（現・国立保健医療科学院）の共同研究のために組織され、科学

警察研究所や東京少年鑑別所等からの専門家の参画も得て、「『突発性攻撃的行動および衝動』を示す子どもの発達過程

に関する研究－『キレる』子どもの成育歴に関する研究－」（平成 14 年 3 月）を取りまとめた。 

44）「情動の科学的解明と教育等への応用に関する検討会」報告書（平成 17 年 10 月 12 日）の概要は次のとおり。 
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１ 子どもの情動等に関して、これまでの研究成果から、以下のことが分かっている： 

 ① 子どもの対人関係能力や社会的適応能力の育成のためには適切な『愛着』形成が重要であること、 

 ② 子どものこころの健全な発達のためには基本的生活リズムの獲得や食育が重要であること、 

 ③ 子どもが安定した自己を形成するには、他者の存在が重要であり、特に保護者の役割が重要であること、 

 ④ 情動は、生まれてから 5 歳くらいまでにその原型が形成されると考えられるため、子どもの情動の健全な発達

のためには乳幼児教育が重要であること、 

 ⑤ 成人脳にも高い可塑性を示す領域があり、この点を意識した生涯学習が重要であること、 

 ⑥ 前頭連合野や大脳辺縁系の機能が子ども達の健やかな発達に重要な機能を発揮しており、前頭連合野の感受性

期（臨界期）（用語解説参照）は、シナプス増減の推移から推論すると 8 歳くらいがピークで 20 歳くらいまで続

くと思われ、その時期に、社会関係の正しい教育と学習が大切であること、など。 

２ 今後は、課題解決のために以下のような取組みが必要である。 

 ① 学際的連携等をコーディネートする機関の在り方に関する検討が必要であること、 

 ② 研究成果のスクリーニングを行う仕組みづくりに関する検討が必要であること、 

 ③ 研究と教育との連携の推進（双方向的連携の仕組み作り）に関する検討が必要であること、 

 ④ 子どもの発達を早期から前方視的、縦断的にみていく体制作りが必要であること、 

 ⑤ 子どものこころの発達の支援には、総合的なシステム構築や各機関の連携・協力体制の構築が必要であること、 

 ⑥ 高い科学性を備えた専門的人材の育成が必要であること、など。 

  なお、①脳科学の成果は一般社会に与える影響が大きいため、慎重に情報発信する工夫が必要であること、②子ども

の情動等の研究の推進に当たっては、脳機能計測機器が人体に与える影響の把握や倫理的な観点からの配慮が必要であ

ること、及び③子どもの発達のひずみを早期に発見することについては、親子への援助体制を十分に確立した上で、慎

重になされる必要があることなどの留意点が存在する。 

45）山内乾史神戸大学助教授（当時。現・教授）は、この間の学力論争について次のように述べ、「何を」対象としてい

るかについて論者間の共通理解の欠如を指摘している。 

 「教育は、とかく個人の経験にもとづく激しい思い込みにもとづいて印象的、主観的に議論されることが多く、『学力

とは何か』という議論が十分にはされていないままに、学力低下論が進展しているわけです。いや、もっと正確にいい

ましょう。『学力は何か』という議論自体もこの論争の中心に位置するのです。つまり、『学力は何か』ということに関

して共通理解があって、その土俵の上で議論が進んでいるわけではありません。そして、そうである以上、上記のよう

なさまざまな意見についても、肯定する者もいれば否定する者もいるわけで、簡単に結論が出るような問題ではないの

です。」（山内、原 2005 ｐ21） 

  また、村山航東京大学大学院生・日本学術振興会特別研究員（当時。現・Alexander von Humboldt Research Fellow）は、

学力調査の結果から「確実に言えること」と「確実には言えないこと」を整理する「評価リテラシー」の必要性につい

て次のように述べている。 

 「2004 年 12 月に PISA（Programme for International Student Assessment）と TIMSS（Trends in International Mathematics and 

Science Study）の結果が相次いで公表され、多くの教育議論を生んだ。（中略）そこでなされている議論があまりにも錯

綜しすぎている感がある。その結果、議論が活発になされている割に、あまり生産的な方向に向いていないようにも感

じる。 

  このように議論が錯綜してしまう原因は何なのだろうか。その原因の一つとして、PISA や TIMSS の結果を、それぞれ

が都合のいい形に解釈しすぎていることにあるように思われる。（中略） 

  こういったときに大切なのは PISA や TIMSS の結果から「確実に言えること」と「確実には言えないこと」を整理す

ることだろう。何が確実に言えて、何が確実に言えないのか、そのことを意識するだけでも枠組みが定まり、意味のあ

る討議ができるようになるのではないだろうか。」（村山航「PISA をいかに読み解くか－求められる評価リテラシー」（21

世紀 COE プログラム東京大学大学院教育学研究科基礎学力研究開発センター2006 ｐ70～71） 

  その上で、村山は、PISA の 2000 年調査と 2003 年調査を比較して、読解力得点が統計的に有意に低下しておりその低

下は確実であるとする一方で、数学的リテラシーについては、日本の「苦手領域」が新たに加わったために少し低下し
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たように見えるが、前回から引き続き調査された領域では統計的に有意な得点の低下は見られず、「今回の結果から『数

学の学力が低下した』と結論づけることは短絡的であり、確実には言えないことである。」（村山 同 ｐ71～76）等と

している。 

46）苅谷剛彦教授は、国や地方を通じ、「教育改革であれ、なんらかの社会政策の立案･改変に寄与することを目的に、そ

の基礎研究を財政的･行政的に支援する」政策評価研究基金の創設を提唱している。（苅谷 2003 ｐ217） 
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料の引用に当たっては、一部で、かな表記を漢字表記に改める等の改変を行った。 

 

関 係 年 表 

暦  年 学習指導要領改訂等 審議会答申等 学力調査等 

昭和 

22(1947)年 

･1月、新学制の教育課程につ

いて要綱発表 

･3月、教育基本法、学校教育

法公布施行 

・同、学習指導要領一般編（試

案）発行（以降、各教科編（試

案）順次発行） 

･4月、新学制（小･中）発足

（義務教育 9年） 

･5月、日本国憲法施行 

･2月、幼児教育内容調査委員会設置 

･8月、教科等研究委員会設置 

 

23(1948)年 ･4月、新制高等学校発足 ･2月、体育振興委員会設置 

･5月、高等学校教科課程研究委員会設置 

･秋、文部省、学習指導要領

使用状況調査開始 

24(1949)年  ･6月、教育刷新審議会設置 

･7月、教育課程審議会設置 

 

25(1950)年  ･6月、教課審「小学校の教育課程をどのよ

うに改善すべきか」答申 

国立教育研究所、全国小・

中学校教育課程実態調査実

施（～27年度） 

26(1951)年 ･6月、産業教育振興法施行 

･7月、学習指導要領一般編

（試案）改訂・実施 

･1月、教課審「道徳教育振興に関する答申」

･6月、中央産業教育審議会設置 

 

27(1952)年  ･6月、中央教育審議会設置（教育刷新審議

会廃止） 

国立教育研究所、全国小・

中学校児童生徒学力水準調

査実施（～29年度） 

28(1953)年 ･8月、理科教育振興法施行 ･1月、中教審に「戦後の教育全般の改善に

ついて」諮問 

･8月、教課審「社会科の改善に関する答申」

･12月、教育白書『わが国の教育の現状 教

育の機会均等を主として』（昭和 28年度）

刊行 

 

29(1954)年  ･3月、理科教育審議会設置 

･10月、教課審「高等学校教育の改善に関

する答申」 

 

30(1955)年 ･12月 高等学校学習指導要

領改訂（31年度実施） 

･2月、教課審「高等学校教育の改善に関す

る第２次答申」 

･6月、同「高等学校教育の改善に関する第

3次答申」 
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暦  年 学習指導要領改訂等 審議会答申等 学力調査等 

31(1956)年  ･5月、教課審「教育漢字の学年配当につい

ての答申」、「かなの教え方についての答申」

･9月、文部省、「全国学力調

査 国語・数学」 

32(1957)年  ･11月、中教審「科学技術教育の振興方策

について（答申）」 

･9月、「全国学力調査 社会

科・理科」 

33(1958)年 ･10月、小、中学校学習指導

要領改訂（小 36年度、中 37

年度実施） 

･3月、教課審答申「小学校・中学校教育課

程の改善について」 

･9月、「全国学力調査 小学

校 音楽 図画工作 家庭

教科意外の活動 中学校 

英語 職業・家庭 高等学

校 英語 保健体育」 

34(1959)年  ･11月、教育白書『我が国の教育水準』(昭

和 34年度) 

･9月、「全国学力調査 国

語・数学」 

35(1960)年 ･10月、高等学校学習指導要

領改訂（38年度実施） 

･3、4月、教課審答申「高等学校教育課程

の改善について」 

･10月、「全国学力調査 社

会科・理科」 

36(1961)年   ･9月、「全国小学校学力調査

国語・算数」、「全国高等学

校学力調査 英語」 

･10月、「全国中学校学力調

査 ５教科」 

37(1962)年  ･11月、教育白書『日本の成長と教育』（昭

和 37年度） 

･7月、「全国小学校学力調査

国語・算数」、「全国中学校

学力調査 ５教科」 

･10月、「全国高等学校学力

調査 数学Ⅰ」 

38(1963)年  ･7月、教課審答申「学校における道徳教育

の充実方策について」 

･8月、「盲学校聾学校教育課程の改善につ

いて」 

･9月、「幼稚園教育課程の改善について」

･6月、「全国小学校学力調査

社会・理科」、「全国中学校

学力調査 ５教科」 

39(1964)年  ･11月、教育白書『我が国の教育水準』(昭

和 39年度) 

･5～7月、体力・運動能力調

査開始 

･6月、「全国小学校学力調査

国語・算数」、「全国中学校

学力調査 ５教科」 

･IEA 第 1回国際数学調査 

40(1965)年   ･6月、「全国小学校学力調査

社会・理科」、「全国中学校

学力調査 ５教科」 

41(1966)年  ･6月、理科教育及び産業教育審議会設置

（理審、産審の統合） 

･10月、中教審「後期中等教育の拡充整備

について（答申）」 

･6月、「全国小学校学力調査

国語 算数 音楽」、「全国

中学校学力調査 国語 数

学 技術・家庭」 

42(1967)年  ･7月、中教審に「今後における学校教育の

総合的な拡充整備のための基本的施策につ

いて」諮問 

･10月、教課審答申「小学校教育課程の改

善について」 

 

43(1968)年 ･7月、小学校学習指導要領改

訂（46年度実施） 

･6月、教課審答申「中学校教育課程の改善

について」 

 

44(1969)年 ･4月、中学校学習指導要領改

訂（47年度実施） 

･6月、中教審中間報告「わが国の教育のあ

ゆみと今後の課題」 

･9月、教課審答申「高等学校教育課程の改

善について」 

 

45(1970)年 ･10月、高等学校学習指導要

領改訂（48年度実施） 

･10月、教課審答申「盲学校・聾学校およ

び養護学校教育課程の改善について」 

･11月、教育白書『我が国の教育水準』(昭

和 45年度) 

･IEA 第 1回国際理科調査 

46(1971)年  ･6月、中教審「今後における学校教育の総

合的な拡充整備のための基本的施策につい

て（答申）」 
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暦  年 学習指導要領改訂等 審議会答申等 学力調査等 

47(1972)年  ･3月、教課審答申「盲学校・聾学校および

養護学校教育課程の改善について」 

･初中局に教育研究開発室

を設置（54年廃止） 

51(1976)年  ･3月、教育白書『我が国の教育水準』(昭

和 50年度) 

･12月、教課審答申「小学校、中学校及び

高等学校の教育課程の基準の改善につい

て」 

･研究開発学校制度開始 

52(1977)年 ･7月、小、中学校学習指導要

領改訂（小 55年度、中 56年

度実施） 

  

53(1978)年 ･8月、高等学校学習指導要領

改訂（57年度実施） 

･10月、教課審答申「盲学校・聾学校及び

養護学校の小学部、中学部及び高等部の教

育課程の基準の改善について」 

 

56(1981)年   ･文部省「教育課程実施状況

に関する総合的調査研究」

（達成度調査：小学校国語、

算数） 

･IEA 第 2回国際数学調査 

57(1982)年   ･「教育課程実施状況に関す

る総合的調査研究」（達成度

調査：小学校社会、理科、

中学校国語、数学） 

58(1983)年  ･11月、中教審「第 13期審議経過報告」 ･「教育課程実施状況に関す

る総合的調査研究」（達成度

調査：中学校社会、理科、

外国語） 

･IEA 第 2回国際理科調査 

59(1984)年  ･8月、臨時教育審議会設置  

60(1985)年  ･6月、臨教審「教育改革に関する第一次答

申」 

 

61(1986)年  ･4月、臨教審「教育改革に関する第二次答

申」 

 

62(1987)年  ･4月、臨教審「教育改革に関する第三次答

申」 

･8月、同「教育改革に関する第四次答申」

･12月、教課審答申「幼稚園、小学校、中

学校及び高等学校の教育課程の基準の改善

について」 

 

63(1988)年  ･12月、教課審答申「盲学校・聾学校及び

養護学校の教育課程の基準の改善につい

て」 

 

平成 

元(1989)年 

･3月、小、中、高等学校学習

指導要領改訂（小４年度、中

5年度、高 6年度実施） 

･11月、教育白書『我が国の文教施策 社

会の変化に対応する初等中等教育』 

 

3(1991)年  ･4月、中教審「新しい時代に対応する教育

の諸制度の改革について（答申）」 

 

5(1993)年   ･教育課程実施状況調査（ペ

ーパーテスト：小学校国語、

算数） 

6(1994)年   ･教育課程実施状況調査（ペ

ーパーテスト：小学校社会、

理科、中学校国語、数学、

外国語） 

7(1995)年   ･IEA 第 3回国際数学・理科

調査（TIMMS1995） 

8(1996)年  ･7月、中教審「２１世紀を展望した我が国

の教育の在り方について（第一次答申）」 

 

9(1997)年 ･1月、教育改革プログラム

（橋本内閣「創造と変革」～

･6月、中教審「２１世紀を展望した我が国

の教育の在り方について（第二次答申）」 

 



 160

暦  年 学習指導要領改訂等 審議会答申等 学力調査等 

６つの改革） 

10(1998)年 ･12月、小、中学校学習指導

要領改訂（小・中 14年度実

施） 

･7月、教課審答申「幼稚園、小学校、中学

校、高等学校、盲学校、聾（ろう）学校及

び養護学校の教育課程の基準の改善につい

て」 

･6月、中教審「新しい時代を拓く心を育て

るために」－次世代を育てる心を失う危機

－（答申） 

･9月、中教審「今後の地方教育行政の在り

方について（答申）」 

 

11(1999)年 ･3月、高等学校学習指導要領

改訂（15年度実施） 

･12月、中教審「初等中等教育と高等教育

との接続の改善について（答申）」 

･IEA 第 3回国際数学・理科

調査第 2段階調査

（TIMMS1999） 

12(2000)年  ･12月、教育改革国民会議「教育を変える

17の提案」 

･研究開発学校制度の改善

充実 

･OECD・PISA2000 

13(2001)年 ･1月､『21世紀教育改革新生

プラン』（町村信孝大臣） 

･1月、省庁再編と審議会の整理統合  

14(2002)年 ･1月、「確かな学力向上のた

めの 2002アピール『学びの

すすめ』 

･8月、『人間力戦略ビジョン』

（遠山敦子大臣） 

･2月、中教審「 新しい時代における教養

教育の在り方について（答申）」 

・7月、中教審「青少年の奉仕活動・体験

活動の推進方策等について（答申）」 

･9月、中教審「子どもの体力向上のための

総合的な方策について（答申）」 

･1～2月、国立教育政策研究

所、平成 13年度小中学校教

育課程実施状況調査 

･11月、平成 14年度高等学

校教育課程実施状況調査

（国語・数学・理科・外国

語） 

 

15(2003)年 ･5月、『教育の構造改革』（遠

山敦子大臣） 

･12月、学習指導要領一部改

正 

･3月、中教審「新しい時代にふさわしい教

育基本法と教育振興基本計画の在り方につ

いて（答申）」 

･10月、中教審「初等中等教育における当

面の教育課程及び指導の充実・改善方策に

ついて（答申）」 

･4月、構造改革特別区域研

究開発学校（特区研発）制

度開始 

･11月、平成 15年度高等学

校教育課程実施状況調査

（地歴・公民） 

･IEA・TIMMS2003 

･OECD・PISA2003 

16(2004)年 ･8月、『義務教育の改革案』

（河村建夫大臣） 

･11月、『甦れ、日本！』（中

山成彬大臣） 

 ･1～2月、平成 15年度小・

中学校教育課程実施状況調

査 

17(2005)年 ･7月、文科省、『小学校理科・

中学校理科・高等学校理科指

導資料－PISA2003（科学的リ

テラシー）及び TIMSS2003

（理科）結果の分析と指導改

善の方向－』、『小学校算数・

中学校数学・高等学校数学指

導資料－PISA2003（数学的リ

テラシー）及び TIMSS2003

（算数・数学）結果の分析と

指導改善の方向－』刊行 

･12月、『読解力向上に関する

指導資料―PISA調査(読解力)

の結果分析と改善の方向―』

刊行 

･1月、中教審「子どもを取り巻く環境の変

化を踏まえた今後の幼児教育の在り方につ

いて（答申）」 

・10月、中教審「新しい時代の義務教育を

創造する（答申）」 

・12月、中教審「特別支援教育を推進する

ための制度の在り方について（答申）」 

 

･1～2月、国立教育政策研究

所、特定の課題に関する調

査（国語、算数・数学）、同、

音楽等質問紙調査 
･11月、平成 17年度高等学

校教育課程実施状況調査 

･11～12月、特定の課題に関

する調査（英語（話すこ

と））、同（理科） 

18(2006)年 ･1月、『教育改革のための重

点行動計画』（小坂憲次大臣） 

･12月、教育基本法全部改正 

 ・1～2月、特定の課題に関

する調査（理科） 
･OECD・PISA2006 

19(2007)年 ･6月、学校教育法改正 ･1月、教育再生会議第１次報告「社会総が

かりで教育再生を～公教育再生への第１歩

～」 

・1～2月、特定の課題に関

する調査（社会） 

･4 月、平成 19年度全国学
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暦  年 学習指導要領改訂等 審議会答申等 学力調査等 

･3月、中教審「 教育基本法の改正を受け

て緊急に必要とされる教育制度の改正につ

いて（答申）」 

･6月、教育再生会議「社会総がかりで教育

再生を・第二次報告～公教育再生に向けた

更なる一歩と『教育新時代』のための基盤

の再構築～」 

･12月、同「社会総がかりで教育再生を・

第三次報告～学校、家庭、地域、企業、団

体、メディア、行政が一体となって、全て

の子供のために公教育を再生する～」 

力・学習状況調査 

･10～11月、特定の課題に関

する調査（技術・家庭） 

･IEA・TIMMS2007 

20(2008)年 ･3月、小、中学校学習指導要

領改訂（小 23年度、中 24年

度実施） 

･7月、教育振興基本計画閣議

決定 

･1月、中教審「幼稚園、小学校、中学校、

高等学校及び特別支援学校の学習指導要領

等の改善について（答申）」 

･1月、教育再生会議「社会総がかりで教育

再生を・最終報告～教育再生の実効性の担

保のために～」 

･5月、教育再生懇談会「教育振興基本計画

に関する緊急提言」 

･5月、教育再生懇談会「これまでの審議の

まとめ－第一次報告－」 

･12月、教育再生懇談会「教科書の充実に

関する提言」（第二次報告） 

･4月、教育課程特例校制度

開始（特区研発の全国化）

･4月、平成 20年度全国学

力・学習状況調査 

･4月以降、体育・運動能力、

運動習慣等調査開始 

･12～2月、特定の課題に関

する調査（音楽） 

21(2009)年 ･3月、高等学校学習指導要領

改訂（25年度実施） 

 

･2月、教育再生懇談会「これまでの審議の

まとめ－第三次報告－」 

･5月、教育再生懇談会「これまでの審議の

まとめ－第四次報告－」 

･4月、平成 21年度全国学

力・学習状況調査 

･4月以降、体育・運動能力、

運動習慣等調査 

･11～2月、特定の課題に関

する調査（図画工作、美術）

･OECD・PISA2009 

22(2010)年   ･4月、平成 22年度全国学

力・学習状況調査（抽出方

式に変更） 

･4月以降、体育・運動能力、

運動習慣等調査（抽出方式

に変更） 

･11月、特定の課題に関する

調査（英語） 

※ IEA や OECD 等の国際調査については、実施月が国によって異なる。 
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国立教育政策研究所紀要 第140集  平成23年３月 

 
国語科における「評価の観点の趣旨」の変遷 

 

Historical Changes in “Points of Assessment Items” for Japanese language courses.

西辻 正副＊  

NISHITSUJI  Masasuke 

 

Abstract 
This paper focuses on points of assessment items for Japanese language courses.  Mainly by 

reviewing the points of assessment items adopted in different phases of the post-war Showa era, 

and exploring what characterized each phase, the paper aspires to find out if there is anything of 

significance that can contribute to improving and enriching today's assessment procedure. 

First, we examine the period between the post-war 1940s, when the ideas on assessment items 

were initially formed, and the early 1970s.  This was the period when the major emphasis was on 

the teachers’ comments on individual students in their Cumulative Guidance Record. From the 

late 1950s to the early 1960s, the points of assessment items were based on the ultimate goals of 

the subject, whereas in the late 1960s the basis was expanded to include the goals set for each 

grade as well as the content of instruction.  These changes in focus show us that, the points of 

assessment items were centered on the course of study throughout the period, albeit it to an 

insufficient extent. 

On the basis of the above shift in focus, the paper then observes the period after the late 1970s.  

In this period, the assessment was done through educational development status on each 

assessment items, which fitted in with the course of study.  During this phase, the points of 

assessment items were reviewed in accordance with the revisions to the course of study, and at 

each revision, the emphases characteristic to the revision were specifically indicated.  As a result, 

the points of assessment items put higher priority on the systematic continuity of education in 

primary, junior-high and high schools.  It is also found that the points of assessment items relating 

to affective aspects exerted an overall influence of the goals of the subject. 

This paper concludes that, to form a more well-developed assessment standard for Japanese 

language courses that fully takes into account the unique characteristics of the subject, it is helpful 

to encourage teachers to learn about the historical shifts in the assessment focuses for the subject, 

and deepen their understanding on the framework of assessment built around the points of 

assessment items. 

As for the assessment of affective aspects, this should be reviewed in the light of historical shifts in 

the assessment focuses, to shape a more desirable form of assessments of “interest, willingness, 

and attitude ”, something which should be on the agenda. 

 

                                            
＊ 教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官 
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１ 本稿の目的 

 筆者は、学習評価（以下、本稿では「評価」という。）の観点に関して、これまでに、「指導要録

における『評価の観点』の史的変遷」をまとめている（注１）。そこでは、児童（生徒）指導要録（以

下、「指導要録」という。）における国語科の評価の観点（昭和 55 年の通知による指導要録以降の名

称。それまでは「所見欄の観点」等。本稿では、いずれも「評価の観点」という。）の変遷を整理し、

評価の改善の経緯を概観した。その結果、次のような点が明らかになった。 

⑴ 観点別評価は、指導の改善に生かすための記録として戦後すぐに導入されたが、実施上の問

題点が指摘されるなどの曲折を経つつ、再び重視されるに至った。 

⑵ 観点別評価における各観点の変遷は、目標に準拠した評価を定着、充実させる歩みであった

とともに、評価を指導の改善に生かすことの難しさを克服する歩みでもあった。 

⑶ 国語科における評価の観点は、教科の特性、それぞれの時期に重視した内容を反映している。 

 本稿では、目標に準拠した観点別評価を今後一層充実させることに資するため、主に⑵、⑶を更

に掘り下げて考察する。具体的には、学習指導要領における国語科の目標を受けて設定されてきた、

評価の観点及びその趣旨の変遷に焦点を当てる。 

 それは、指導要録が、指導の面から教育の質を保証する学習指導要領に対置して、結果の面から

教育の質を保証するものでありながら、その営みの根幹をなす、評価の観点の趣旨については、先

達の願いにもかかわらず（注２）、国語科についての管見の限りではあるが、これまでほとんど意識さ

れてこなかったからである。そこで、評価の原点に戻り、現在という時点から、過去の評価の観点

の趣旨（特に昭和期）を見直し、それぞれの時期の有り様を省みることで、現代につながる意義を

見いだし、評価の改善・充実に資したいと考えた。なお、本稿における「評価の観点の趣旨」は、

各通達、通知の中で「評価の観点」に付されている、観点それぞれの内容を理解するために記述さ

れた説明のことである。 

  本稿において対象とする通達・通知は次のとおりである。なお、小学校、中学校については、国

立教育政策研究所が、⑥までを資料として整理しているが（注３）、本稿では高等学校も含め考察する。 

 ① 昭和 22 年から 30 年発行の学習指導要領（試案を含む）に対応 

①－１「小学校学籍簿について」（昭和23年11月12日付け 発学第510号 文部省学校教育局長） 

①－２「中学校・高等学校生徒指導要録について」（昭和24年8月25日付け 発初第108号 初等中等教育局長）

（以下、発出者は同じなので省略。） 

①－３「小学校、中学校および高等学校の指導要録の改訂について」（昭和30年9月13日付け 文初中第373号）

 ② 昭和 33（小・中学校）、35 年（高等学校）の改訂に対応 

②－１「小学校児童指導要録および中学校生徒指導要録の改訂について」（昭和36年2月13日付け 文初初第92号）

②－２「高等学校生徒指導要録の改訂について」（昭和38年1月5日付け 文初中第348号） 

 ③ 昭和 43（小学校）、44（中学校）、45 年（高等学校）の改訂に対応 

③－１「小学校児童指導要録および中学校生徒指導要録について(ﾏﾏ)」（昭和46年2月27日付け 文初初第150号）

③－２「高等学校生徒指導要録の改訂について」（昭和48年2月19日付け 文初高第145号） 

 ④ 昭和 52（小・中学校）、53 年（高等学校）の改訂に対応 

④－１「小学校児童指導要録及び中学校生徒指導要録の改訂について」（昭和55年2月29日付け 文初小第133号）

④－２「高等学校生徒指導要録の改訂について」（昭和56年12月24日付け 文初高第303号）（注４） 
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 ⑤ 平成元年（小・中・高等学校）の改訂に対応 

⑤－１「小学校児童指導要録、中学校生徒指導要録並びに盲学校、聾学校及び養護学校の小学部児童指導要録

及び中学部生徒指導要録の改訂について」（平成 3 年 3 月 20 日付け 文初小第 124 号） 

⑤－２「高等学校生徒指導要録並びに盲学校、聾学校及び養護学校の高等部生徒指導要録の様式例等の改訂に

ついて」（平成 5 年 7 月 29 日付け 文初高第 162 号） 

 ⑥ 平成 10（小・中学校）、11 年（高等学校）の改訂に対応 

⑥「小学校児童指導要録、中学校生徒指導要録、高等学校生徒指導要録、中等教育学校生徒指導要録並びに

盲学校、聾学校及び養護学校の小学部児童指導要録、中学部生徒指導要録及び高等部生徒指導要録の改善

等について」（平成 13 年 4 月 27 日付け 13 文科初第 193 号） 

  ⑦ 平成 20（小・中学校）、21 年（高等学校）の改訂に対応 

⑦「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等につ

いて」（平成 22 年 5117 日付け 22 文科初第 1 号） 

 

２ 各時期における国語の評価の観点の趣旨についての考察 

⑴ 評価の観点の趣旨が学習指導要領に基づいて記述され充実していく時期についての考察 

（「項目」「目標」の時期） 

ア 学習評価における「観点」の萌芽期 

 昭和 23 年の小学校の通達（①－１）では、これまでの学籍簿の在り方を見直し、指導に役立てる

ための記録という点を重視し（注５）、「聞く」「話す」「読む」「書く」「作る」という、分析的な「項目」

が示された。しかし、この時期は、学習指導要領（試案）（昭和 22 年）に評価についての記述があ

るからであろうか、趣旨については示されていない。なお、この学習指導要領（試案）には、「評価

というのは、ある学習の目的が達せられたかどうかをしらべることであって、これによって、生徒

（ママ）各自が学習の結果、この目的のどれだけを達したかを、自覚させ反省させることにある。また

教師は、これによって指導の方法・企画などのよき資料がえられるのである。」と記し、評価を指導

の改善に役立てることを明確に示している。また、この時期に、分析的な「項目」が示されたこと

は、今日における、目標に準拠した評価を観点別に行うことを重視する考え方の芽吹きとみること

もできる。評価の方法は、相対評価による、項目ごとの５段階の評定であった。 

 翌 24 年の中・高等学校の通達（①－２）では、「目標」が次のように簡潔に示され、目標ごとに、

小学校と同じく相対評価による５段階の評定を行うこととしている。 

 理解しながら早く読む能力 

 文学の理解と鑑賞 

 書く事によって効果的に自己を表現する能力 

 話す事によって効果的に自己を表現する能力 

 

（個人内評価としての「所見欄」の時期） 

イ 評価の観点の趣旨の萌芽期（観点別による個人内評価の始まり） 

 昭和 30 年の通達（①－３）では、指導要録は２つの機能（証明等のもとになる原簿。指導に役立

てるための記録。）をもつことを踏まえ、これまでの枠組みを見直し、教科ごとに評定欄と所見欄と
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が設けられた。評定欄には、各教科の総括的な評価を５段階の相対評価で記入することとなった。

それを補うような形で分析的な評価を行うため、所見欄に観点が示された（注６）。所見欄は、個人と

して比較的すぐれている特徴があれば○印を、比較的劣っている特徴があれば×印を記入するとし

ている。記入上の注意に「他の児童生徒との比較を考えるのではない。」と明記していることからも

分かるように、この時期に既に、相対評価でもなく、また、戦前の昭和 16 年から行われた、国定教

科書の内容に示された学年相応の学力に達しているかどうかという学年基準による絶対評価でもな

く、個人内評価を行うことを求めており、指導のための記録であることが一層明確になっているこ

とに注目する必要がある。 

 観点別に個人内評価を行い、指導のための記録として、指導の改善に生かしていくというこの欄

の考え方は、その後、昭和 55 年の通知で「観点別学習状況欄」と改称し、目標に準拠した評価を行

うまで継承されている。 

 評価の観点として、小・中学校については、「言語への関心意識(ママ)」と、学習指導要領（試案）（昭

和 26 年発行）における領域の区分に拠る「聞く・話す」「読解」「作文」「書写」の計５観点、高等

学校については、学習指導要領（昭和 30 年発行）で重視している「読解」「言語の使用」の２観点

が示されている。この枠組みは、高等学校の適時性を優先させたものであろうが（注７）、小学校から

高等学校までの系統性という点からは不整合なものとなっている。 

 評価の観点の趣旨については、学習指導要領（試案）に評価についての記述があることから、全

観点ではなく、次表のとおり、共通理解が必要な観点のみについて示している。 

言語への関心意識（小中） ことばに対する積極的な関心、ことばを正しく使おうとする意欲、使っている

ことばに関しての自覚など。 

書写（小中）  文字を思い起し(ママ)て正しく書く能力、文字を効果的に書写する能力など。 

読解（小中高）  読解には鑑賞、批判を含む。 

言語の使用（高）  ことばを効果的に使用する能力、その中には聞くことを含む。 

 この時期の記述は、その後の趣旨の書きぶりとは異なり、評価の対象や評価する際の留意点とな

っている。その結果、学習指導要領の目標、内容に照らして評価することを明確に示すものとはな

っていない。とはいえ、この時、初めて、観点に趣旨が示されたことは、その後の評価の観点の趣

旨へとつながる一歩となったと思われる。 

 なお、「言語への関心意識」の趣旨には、評価の対象として、「関心」「意欲」（この語は、その後、

長らく観点や趣旨から消えている。）「自覚」の３点が挙げられている。これらは、指導に役立てる

ための記録としては、欠くべからざるものである。また、「読解」には「批判を含む」とある。これ

らを、戦後間もなくの時期の特徴として読み過ごすのではなく、今でも色あせない、不易な内容が

含まれていることに注意する必要があろう。 

 

ウ 教科目標に基づく評価の観点の趣旨の時期（目標に準拠した評価へと向かう揺籃期） 

 昭和 33 年（小・中学校）、35 年（高等学校）に改訂された学習指導要領は、学習指導の有り様が、

戦後の新教育の潮流となっていた経験主義や単元学習に偏り過ぎる傾向を省み、各教科のもつ系統

性を重視している。国語に関しても、基礎学力の充実を図るために内容が再検討された。その結果、

小学校国語については、次のような教科目標が掲げられた。 

１  日常生活に必要な国語の能力を養い、思考力を伸ばし、心情を豊かにして、言語生活の向上を図る。 

２  経験を広め、知識や情報を求め、また、楽しみを得るために、正しく話を聞き文章を読む態度や技能を
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養う。 

３  経験したこと、感じたこと、考えたことをまとめ、また、人に伝えるために、正しくわかりやすく話を

し文章に書く態度や技能を養う。 

４  聞き話し読み書く能力をいっそう確実にするために、国語に対する関心や自覚をもつようにする。 

 昭和 36 年の通達（②－１）では、評定について、相対評価ではあるものの「小学校学習指導要領

に定めるその教科の教科目標及び学年目標に照らし」と、目標に準拠した評価を加味することを明

示している（中学校も同じ。）。 

 この時期から、学習指導要領の記述が簡素化され、評価についての記述はなくなっている。それ

を補い、引き続き学習指導要領を意識して評価を行うことを啓発するため、評価の観点の趣旨が、

学習指導要領の目標を踏まえ、全観点について示されたと思われる。この点で、学習指導要領の目

標に準拠した評価という現在の評価の枠組みの芽生えが、この時期にみられたともいえる。 

 小学校の評価の観点の趣旨は次のとおりである。 

聞く   正しく話を聞く態度や技能を身につけている。 

話す   正しくわかりやすく話をする態度や技能を身につけている。 

読む   正しく文章を読む態度や技能を身につけている。 

作文   正しくわかりやすく文章に書く態度や技能を身につけている。 

書写   文章を正しく書く態度や技能を身につけている。 

 この時期の小学校国語の評価の観点は、学習指導要領の内容のＡ「聞くこと、話すこと、読むこ

と、書くこと」に拠り、能力の観点（目標の記述からは、この時期、「能力」は、「技能」や「態度」

などによって構成されるものと考えていること（注８）が分かる。）として設定されている。評価の観

点の趣旨は、教科目標のうち、１の「日常生活に必要な国語の能力」を具体的に規定している２、

３に拠っている。なお、内容のＢ「以上の聞くこと、話すこと、読むこと、書くことの学習を通し

て、ことばに関する次のような指導を行う。」として示されている事項（以下、「ことばに関する事

項」という。）についての観点は設定されていない。 

  それぞれの評価の観点の趣旨は、目標の２、３に示されている態度や技能を「養う」という目標

に照らして、「身につけている」かどうかをみるという評価の枠組みを示している。ただ、趣旨は、

教科の目標のすべてをカバーしていない。つまり、この時期の観点及びその趣旨、それに伴う分析

的な評価では、目標の１に示されている思考力や心情、４に示されている国語に対する関心や自覚

などの評価を欠くおそれを内包していた。それは、当時、所見の観点は、個人内評価において個人

の特質を把握しやすいものという見地から考えられており、分析的な評価を総括して評定をつける

という考え方をとっていなかったこと（注９）が影響していたと考えられる。 

  しかし、目標の４については、それぞれの観点に分散して含まれているとみることができる。こ

の時期、小学校では、これまで置かれていた「言語への関心意識」の観点が、単独での評価になじ

まないという理由で削除され、能力と合わせて、それぞれの観点で評価するという枠組みに変わっ

ている（注 10）。そこで、注目すべきなのが、「態度」という語である。これは、能力を構成する一要

素として目標の２、３にも用いられているが、後述する中学校の記述に照らして考えると、この時

期、小学校の各観点では、これまでの「言語への関心意識」の観点に関わること、つまり、目標の

４の実現の状況については、「態度」という視点から評価するという枠組みとしたことが分かる。 

 もう一つ注目する点がある。評価の観点の趣旨に共通して用いられている、「正しく」という語で

ある。この「正しく」は、目標２、３に用いられているのを受けたものであるが、学習指導要領改
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訂の基本方針である基礎学力の充実を端的に示す語である。この点から、評価の観点の趣旨は、そ

の時期の学習指導要領が目指していることを実際の学習指導において実現しているかどうかをみる

という、重要な視点を示すものとなっていることが分かる。学習指導要領が重視していることを顕

現するという趣旨の書きぶりは、これ以後も引き継がれていく。 

 中学校の教科目標は次のとおりである。 

１  生活に必要な国語の能力を高め、思考力を伸ばし、心情を豊かにして、言語生活の向上を図る。 

２  経験を広め、知識を求め、教養を高めるために、話を確実に聞き取り、文章を正確に読解し、あわせて

これらを鑑賞する態度や技能を身につけさせる。 

３  経験したこと、感じたこと、考えたことをまとめ、人に伝えるために、わかりやすく効果的に話し、正

しく書写し、的確に文章に書き表わす(ママ)態度や技能を身につけさせる。 

４  ことばのはたらきを理解させて、国語に対する関心や自覚を深め、国語を尊重する態度や習慣を養う。

 評価の観点の趣旨は次のとおりである。 

聞く   話を確実に聞き取る態度や技能を身につけている。 

話す   わかりやすく効果的に話す態度や技能を身につけている。 

読む   文章を正確に読解し、鑑賞することができる。 

作文   的確に文章に書き表わす(ママ)ことができる。 

書写   文字を正しく書くとともに、美しく速く書くこともできる。 

国語への 

関心・意識 

  ことばのきまりがわかり、国語に対する関心や意識をもって国語の表現や理解をしようと

する。 

 教科の目標と、評価の観点及びその趣旨との対応は、おおむね小学校と同様である。 

ただ、小学校とは一つ大きな違いがある。それは、「国語への関心・意識」という観点が置かれ

ていることである。これまでの第１観点から第６観点へと移動しているものの、中学校では、関心

等を評価する観点（以下、「情意面に係る観点」という。）が引き続き置かれたということである。 

ところが、この観点は、情意面に係る観点名ながら、趣旨の冒頭に「ことばのきまりがわかり」

とあるように、学習指導要領の内容のＢ「ことばに関する事項」に対応していることが分かる。こ

れは、当時、目標の４を、「ことばに関する事項」の学習の目標と位置付けていたことが影響してい

る（注 11）。目標をこのように位置付け、この観点が、この時期にこの枠組みで置かれたことは、その

後、昭和 55、56 年に「国語に対する関心・態度」が復活してからも、この観点が狭くとらえられ、

国語科が対象としている学習内容の全体に関心をもち、自ら学ぼうとする意欲や態度を身に付けて

いるかどうかを評価するものであるという認識を共通理解するために、時間がかかったということ

と無関係ではなかったと思う。 

しかし、この観点の実際の評価は、「ことばに関する事項」に限ってはいない。「国語への関心・

意識」という観点が置かれた結果、「読む」「作文」「書写」の趣旨では、小学校とは異なり、目標の

２、３にある「態度」という語を用いていない。各領域の指導における「態度」については、「国語

への関心・意識」で評価することとしたのである。そこで、「読む」「作文」「書写」の観点では、文

末表現も、小学校のように「身につけている」ではなく「できる」としている。ただ、「聞く」「話

す」には「態度」も用い、文末も「身につけている」となっている。それは「中学校でもまだじゅ

うぶんに学習することの必要があるから」（注 12）という判断により、あえて重複させたからである。

これは、「話すこと・聞くこと」の指導が、この時期、重視されていたことを反映している（注 13、14）。 

このように、小学校と中学校とでは観点に違いがあり、それが、各観点で評価すべき中身にまで
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影響しているが、この枠組みが通知された当時、このことに対する関心は、管見の限り、低かった

ようである。それは、評価を行う際の基本として、評価の観点の趣旨に注意を払うという意識がほ

とんどなかった（現在もその傾向は続いているように思う。）からであろう。 

  高等学校の教科目標は次のとおりである。 

１ 生活に必要な国語の能力を高め、言語文化に対する理解を深め、思考力・批判力を伸ばし、心情を豊か

にして、言語生活の向上を図る。 

２ 経験を広め、知識を求め、教養を高めるために、また、思想や感情を人に伝えるために、目的や場に応

じて正しく的確に理解し表現する態度や技能を養う。 

３ ことばのはたらきを理解させ、国語に関する知識を高め、国語に対する関心や自覚を深めて、国語を尊

重し、その発展に寄与する態度や習慣を身につけさせる。 

  昭和 38 年の通達（②－２）による評価の観点の趣旨は次のとおりである。 

  この時、評定については、「高等学校の学習指導要領」に定める当該教科・科目の目標に照らすこ

とが明示された。 

国語への関心   国語の理解、表現に対する関心や自覚を深め、国語を尊重して、その発展に寄与しようと

する。 

技能・態度   目的や場に応じて、正しく的確に聞くこと、話すこと、読むこと、書くことのできる技能

や態度、また、言語文化を理解し鑑賞する技能や態度を身につけている。 

知識・理解   ことばのはたらきを理解して、国語に関する知識を言語生活に役だたせることができる。

  高等学校の評価の観点は、この時期も、小・中学校のような領域の区分に拠るものではない。領

域の区分で指導事項を示しているのは、この時、基礎学力の充実と言語生活の充実ということから

新設された「現代国語」のみで、古典に関する科目は一括して指導事項を示していることから、「技

能・態度」「知識・理解」と大括りに示したものと思われる。なお、この時期以降、高等学校の指導

要録の様式例に、観点名は示されなくなった。このことが、高等学校において、評価を、観点別に

行うという考え方が定着しなかったことにつながっている。 

  観点ごとに見ると、「国語への関心」は目標の３、「技能・態度」は目標の２、「知識・理解」は目

標の３を、それぞれ主に受けている（目標の３を、「ことばに関する事項」の学習の目標と位置付け

ているのは中学校と同じ。）。ただ、「技能・態度」に「言語文化」を含めるなど、総括的な目標であ

る１の中身も取り上げている。 

  「国語への関心」が高校として初めて置かれ、第１観点となっている。「現代国語」の内容構成か

ら見ると、内容のＡ「聞くこと、話すこと、読むこと、書くこと」についての評価の観点が「技能・

態度」、内容のＢ「ことばに関する事項」についての評価の観点が「知識・理解」である。内容のＢ

について独立した観点がない小学校、観点の位置付けが情意面と重なる中学校に比べ、その点での

対応は明確である。一方、聞く、話す、読む、書くなどに拠る観点ではないため、これまで同様、

指導事項を重点化して評価することを啓発する難しさはあったと思われる。 

  この時期、評価の観点について、全体としては校種間の一貫性を図ることが意識されていたもの

の、国語においては校種ごとの独自性を優先している。その結果、情意面に係る観点を置いている

中・高等学校において、観点名のみならず、評価する対象も異なっている。中学校では、情意面に

係る観点で、領域の指導における「態度」について評価することとしているが、高等学校において

は、「態度」を「技能・態度」の観点で評価することとし、この観点の文末は、小学校と同じく「身

につける」としている。これは、当時、「能力」を、「技能」と「態度」などとを合わせたものと考
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えていたことから、高等学校では、「技能・態度」の観点で、この時期に強く求められていた基礎学

力をはじめとした国語の能力が身に付いたかどうかを評価することを重視した結果であろう。この

ように、評価の観点の設定や、評価の観点の趣旨の記述は、当該時期の、学力についての考え方や、

指導と評価において何を重視していたのかなどを読み取る手掛かりとなる。 

  系統性からみると不整合があるとはいえ、小・中・高等学校とも、評価の観点の趣旨は学習指導

要領の目標に基づいて記述するという枠組みがこの時期から始まり、それ以後の書き方に引き継が

れていく。言い換えれば、学習指導要領に示された目標、内容に照らすことが、所見欄における個

人内評価においても必要であることを、この時期以降、示し続けたということである。このような

変化をとらえ、この時期を、現在の目標に準拠した評価の揺籃期と位置付けることができると考え

る。また、輿水実は、戦前を「教材主義」、戦争直後を「活動主義」とするのに対して、昭和 35 年

以後を「技能主義」と名付けていることにも注目したい（注 15）。 

  なお、この時期、小・中学校の各学年の評価の観点の趣旨についてはまだ示されていないが、学

習指導要領における教科目標と学年目標が、参照すべきものとして通達（②－１）に示されている。

これは、学習指導要領が、この時期から当時の文部大臣による告示となったことを踏まえ、評価は

学習指導要領の目標、内容に照らし、それに拠った評価の観点及びその趣旨に沿って行うものであ

ることを一層強く伝えようとしたのであろう。 

 

エ 学年目標や指導事項も踏まえた評価の観点の趣旨の時期（目標に準拠した評価へと向かう準備期） 

  昭和 43 年に改訂された小学校学習指導要領の教科目標は次のとおりである。 

  生活に必要な国語を正確に理解し表現する能力を養い、国語を尊重する態度を育てる。 

  このため、 

１  国語で思考し創造する能力と態度を養う。 

２  国語による理解と表現を通して、知識を身につけ、心情を豊かにする。 

３  国語による伝達の役割を自覚して、社会生活を高める能力と態度を養う。 

４  国語に対する関心を深め、言語感覚を養い、国語を愛護する態度を育てる。 

  昭和 46 年の通知（③－１）による、小学校の評価の観点の趣旨は次のとおりである。これまでは

教科目標をほぼそのまま趣旨として用いていたが、それのみではなく、学年目標、指導事項も踏ま 

えて記述したと思われる（この点は、中・高等学校も同じ）。 

聞くこと   話を正確に聞き取る能力や態度を身につけている。 

話すこと   わかりやすく効果的に話す能力や態度を身につけている。 

読むこと   文章を的確に読む能力や態度を身につけている。 

作文   文章を適切に書く能力や態度を身につけている。 

書写   文字を正しく整えて書く能力や態度を身につけている。 

 観点については、体言止めになったことを除いてこれまでと変わりはない。なお、小学校学習指

導要領の内容の示し方が、「Ａ 聞くこと、話すこと」「Ｂ 読むこと」「Ｃ 書くこと」の３領域（以

下、「Ａ、Ｂ、Ｃ」という。）となり、これまでは学年ごとに一括して示されていた、「ことばに関す

る事項」も、Ａ、Ｂ、Ｃのそれぞれの(2)に示されている。このことにより、小学校では独立した観

点が置かれていない「ことばに関する事項」については、各観点に含めて評価する枠組みが明確に

なったといえる。 

  情意面に係る観点はこれまでと同じく置かれていない。したがって、「態度」という語が、引き続
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き各評価の観点の趣旨で用いられ、文末も「身に付けている」のままである。 

  それぞれの評価の観点の趣旨のキーワードは「正確」「わかりやすく」「効果的」「的確」「適切」

などとなった。このうち、「わかりやすく」「的確」は、学習指導要領では直接用いられていない語

で、各学年の目標を統括した語となっている。これまで、「正しく」で統一されていたことを考える

と、領域の内容に応じて記述を改善したことがよく分かる。このことにより、「正しく」という一本

の物差しではなく、学習指導要領の、各学年の目標や内容に応じた評価をすることを啓発したので

あろう。 

  また、これまで「技能や態度」としていたものが、「能力や態度」となっている。これは、目標で

「能力」と「態度」を並列して用いたことによる（「能力」と「態度」の関係が、これまでの、「態

度」は「能力」の要素の一つという構造から、並列の構造になったことが、目標の記述から読み取

ることができる（注 16）。）語の整理である。 

  昭和 44 年に改訂された中学校学習指導要領の教科目標は次のとおりである。 

  生活に必要な国語の能力を高め、国語を尊重する態度を育てる。 

  このため、 

１  国語によって思考し、理解し表現する能力と態度を養う。 

２  国語による理解と表現を通して、知識を身につけ、考えを深め、心情を豊かにする。 

３  国語による伝達を効果的にして社会生活を高める能力と態度を養う。 

４  言語文化を享受し創造するための基礎的な能力と態度を育てる。 

５  国語の特質を理解させ、言語感覚を豊かにし、国語を愛護してその向上を図る態度を養う。 

  昭和 46 年の通知（③－１）による評価の観点の趣旨は次のとおりである。 

聞くこと   話を正確に聞き取る能力や態度を身につけている。 

話すこと   わかりやすく効果的に話す能力や態度を身につけている。 

読むこと   文章を的確に読解し、鑑賞する能力や態度を身につけている。 

作文   文章を適切に書く能力や態度を身につけている。 

書写   文字を正しく整えて書く能力や態度を身につけている。 

ことばに関する知識   国語の理解や表現を的確にするためのことばに関する知識を身につけている。 

 これまでの「国語への関心・意識」が、この観点は評価しにくいという理由で「ことばに関する

知識」に変わっている（注 17）。これに伴って、領域に拠る各観点において情意面も併せて評価すると

いう、小学校と同じ枠組みになり、「読むこと」「作文」「書写」では、「態度」という語が用いられ

ている。 

  この時の中学校では、Ａ、Ｂ、Ｃに加えて、「Ｄ ことばに関する事項」が独立して示されている。

「ことばに関する知識」は、このＤに対応する観点である。これまでの「国語への関心・意識」は、

「ことばに関する事項」を評価するという性格も併せもっていたが、この時期、それに特化された

わけだ。 

  小学校と中学校とでは、目標は個数も異なり、中身も発達段階を踏まえた違いがあるものの、評

価の観点の趣旨は、中学校の「読むこと」に、鑑賞する能力が置かれていること以外は、驚くほど

似通っている。このように評価の観点の趣旨を同一とすることは、学習指導要領の学年目標、さら

には指導事項に注目させることとともに、国語は発達段階を踏まえてスパイラルに指導と評価を行

う教科であることを改めて啓発する効果があったと思われる。 

  昭和 45 年に改訂された高等学校学習指導要領の教科目標は次のとおりである。 



 174

  生活に必要な国語の能力を高め、国語を尊重する態度を育てる。 

  このため、 

１ 国語によって的確に理解し表現する能力と態度を養う。 

２ 国語による理解と表現を通して、思考力・批判力を伸ばし、心情を豊かにする。 

３ 国語による伝達を効果的にして社会生活を高める能力を伸ばし態度を養う。 

４ 言語文化を享受し創造するための基礎的な能力を伸ばし態度を養う。 

５ 国語に対する認識を深め、言語感覚を豊かにし、国語を愛護してその向上を図る態度を養う。

  昭和 48 年の通知（③－２）による評価の観点の趣旨は次のとおりである。 

知識・理解   国語の理解や表現を的確にするためのことばに関する知識を身につけている。 

技能   目的や場に応じて的確に聞くこと、話すことのできる技能、文章に応じて的確に読解し鑑賞

することのできる技能、目的に応じて文章を的確に書くことのできる技能を身につけている。

国語への 

関心・態度 

  国語や言語文化に積極的な関心をもち、国語を愛護してその向上を図ろうとする態度を身に

つけている。 

  小・中学校と異なり、高等学校はこの時期も領域の区分に拠る観点とはなっていない。ただ、中

学校では削除した情意面に係る観点を、評価することが難しいということで、これまでの第１観点

から第３観点へと移してはいるが、高等学校においては大切な観点であるということから存続させ

ている（注 18）。これは、この時期、高等学校への進学率が上昇し、生徒が多様化してきたことを背景

としている。 

  これまでと比べての変化は、「態度」を「技能・態度」から「国語への関心」へと移動し、「国語

への関心・態度」と改めたことである。情意面に係る評価は、「関心」だけではなく、「態度」も同

じ観点で評価することが適切であるという考え方をとったのであろう。さらに、高等学校国語では、

目標に掲げられている「能力」と「態度」とを、それぞれ意識して指導することを、評価の観点で、

「技能」と「国語への関心・態度」とを並列することによっても示したと思われる。 

  なお、「技能」のみとなった評価の観点の趣旨では、目標では「技能」から「能力」へと用語が変

わっているものの、評価の観点の趣旨では「技能」という語を引き続き用いている。これは小・中

学校における用語とは齟齬を来しているが、「技能」という観点名に沿って用いたのであろう。 

  この時期、小・中学校については、学習指導要領の内容の示し方と、評価の観点及びその趣旨と

の整合性が高まっている。このことは、結果としてみれば、次の時期から開始されることになる、

所見欄を観点別学習状況欄へと改善し目標に準拠した評価を行うという枠組みに向けて、評価の観

点及びその趣旨が充実しつつあった準備期ととらえることができる。一方、高等学校学習指導要領

の「現代国語」においては、Ａ、Ｂ、Ｃそれぞれに、指導事項と、ことばに関する事項とを一括し

て示している。その結果、どれがことばに関する事項に該当するのか、どれを「知識・理解」の観

点で評価するのかについては、指導者の判断が求められる状況になったと思われるが、管見の限り、

このことについて取り上げた文献はない。やはり、この時期も、高等学校における評価の観点につ

いての関心は低かったのであろう。 

 

⑵ 目標に準拠した評価を観点別に行うことになった時期についての考察 

（「観点別学習状況欄」の時期） 

ア 目標に準拠した評価を観点別に行うことが始まった時期 

  昭和 52 年（小・中学校）、53 年（高等学校）に改訂された学習指導要領の教科目標は次のとおり 
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である。 

  国語を正確に理解し表現する能力を養うとともに、国語に対する関心を深め、言語感覚を養い、国語を尊

重する態度を育てる。（小学校） 

  国語を正確に理解し表現する能力を高めるとともに、国語に対する認識を深め、言語感覚を豊かにし、国

語を尊重する態度を育てる。（中学校） 

  国語を的確に理解し適切に表現する能力を身につけさせるとともに、言語文化に対する関心を深め、言語

感覚を豊かにし、国語を尊重してその向上を図る態度を育てる。（高等学校） 

  昭和 55 年の通知（④－１）では、これまでの所見欄が観点別学習状況欄に改称された。これは、

この欄の評価方法を、個人内評価から目標に準拠した評価へと転換したためであった（一方、これ

までの備考欄を所見欄と改称し、個人内評価も文章記述として継続している）。この大きな考え方の

転換の背景には、基礎的・基本的な事項を児童生徒に確実に身に付けさせることが学習指導要領の

基本的なねらいの一つであったこと、評価研究の進展により到達度評価の重要性が指摘されるよう

になったことなどがある。この考え方の転換をスムーズに実践に移すに当たっては、ここまで述べ

てきた、評価の観点の趣旨を、学習指導要領の目標、内容に基づいて記述し、不十分ながらも、評

価は、学習指導要領に照らして行うという枠組みを示し続けてきたことが大きかったと思われる。 

  評価の観点の趣旨は次のとおりである（高等学校は、昭和 56 年の通知（④－２））。現在のように

教科目標が端的な一文になった結果、評価の観点の趣旨は、これまでにもまして、学年目標等の文

言を用い、発達の段階も踏まえた記述となっている。 

  小学校 

言語に関する知識・理解   表現及び理解の能力の基礎となる発音、文字、文法的事項等に習熟している。

表現の能力 
作文 

  表現しようとする内容を的確に文章に書いたり、話したりすることができる。
話す 

理解の能力 
読む 

  文章や話の内容を的確に読んだり、聞いたりすることができる。 
聞く 

書写   文字を正しく整えて書くことができる。 

国語に対する関心・態度 
  国語に対して関心をもち、国語を尊重し、的確に表現したり理解したりしよう

とする。 

  中学校 

表現の能力   考えを的確に表現することができる。 

表現（書写）の能力   文字を正しく美しく速く書くことができる。 

理解の能力   話や文章の内容を的確に理解することができる。 

言語に関する知識・理解   文法・語句・語彙などの国語に関する知識を身につけている。 

国語に対する関心・態度   国語に対する関心をもち、進んで表現し、読書に親しむ態度を身につけている。

  高等学校 

表現の能力   相手や目的に応じて、事柄や考えを適切に話したり書いたりすることができる。 

理解の能力   話の内容を的確にとらえ、文章や作品を的確に読解し鑑賞することができる。 

言語に関する知識   表現や理解に必要な文法、語句、語彙など、国語に関する知識を身につけている。 

国語に対する関心・態度   国語や言語文化に関心をもち、積極的に表現したり読書したりする態度を身につけている。
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  学習指導要領の示し方が２領域１事項に変わり、それに伴う観点の変更が、小・中学校において

行われている。また、高等学校が領域の区分に拠る観点となり、観点の趣旨の改善も含めて、この

点での小・中・高等学校の系統性が高まった。このことは、各校種において目標に準拠した評価を

観点別に行う（高等学校の指導要領の様式に、観点別学習状況欄は置かれていないものの）環境が

整ったということができる。これと合わせるように、この時期から、『高等学校学習指導要領解説国

語編』（昭和 54 年 5 月）に、付録として中学校学習指導要領国語が掲載されている。 

  さらに、この時期の特徴は、指導と評価が知識・理解の面に偏りがちな現状を省み、学習意欲の

向上や自ら考え実践しようとする態度の育成等を重視している学習指導要領の趣旨に即応し、情意

面に係る観点「関心・態度」を、各校種、各教科等で復活したことである。国語では、全校種に「国

語に対する関心・態度」が置かれた。ただ、この観点に関する研究が進んできていたとはいえ、ま

だ十分ではなく、導入した文部省も「今回は、たとえ、評価が多少教師の主観によることとなって

も、関心・態度は教育上重要な要素として評価の観点の一つに掲げておくことにしたのである。」と

述べていたほどである（注 19）。しかし、この時期以降、情意面に係る観点の評価についての実践と研

究は飛躍的に進展したこと（注 20）を考えると、困難を意識しつつも評価の観点を置いたことの重みを

感じずにはいられない。 

  「国語に対する関心・態度」の趣旨に、初めて、表現することや、理解すること、読書すること

（この時期に読書を重視していることが、評価の観点の趣旨から読み取れる。）が示され、国語科が

対象としている学習内容の全体に関心をもち、自ら学ぼうとする意欲や態度を身に付けているかど

うかを評価するものであるということが、目標に沿って明確に述べられている。ただ、小学校が、

現在と同じく「……しようとする」という文末であるのに対して、中・高等学校は、「関心」につい

ては「進んで」「積極的に」、「態度」については「身につけている」としており、この点での一貫性

は欠いている。 

  一方、小・中学校のその他の評価の観点の趣旨からは「態度」という語が消え、能力（文末が「…

…できる」）と知識・理解（文末が「……を身につけている（習熟している）」）に特化していること

が明確になった。 

  観点別学習状況欄への記入方法は、「目標を十分に達成したものについては＋印を、達成が不十分

なものについては－印を記入すること。」とされ、目標に準拠した評価を行うことを示している。こ

こで、「達成」という語を用いたことにより、能力の観点の文末を「……できる」に整えたとものと

思われる。 

  なお、小・中学校では、教科の評価の観点の趣旨を具体化した、各学年の評価の観点の趣旨が参

考資料として初めて添付された。これは、実践の場において評価方法を具体化することに資するた

めであった。 

 

イ  目標に準拠した評価を観点別に行うことを基本とするようになった時期 

  平成元年に改訂された学習指導要領の教科目標は次のとおりである。 

  国語を正確に理解し適切に表現する能力を育てるとともに、思考力や想像力及び言語感覚を養い、国語に

対する関心を深め国語を尊重する態度を育てる。（小学校） 

  国語を正確に理解し適切に表現する能力を高めるとともに、思考力や想像力を養い言語感覚を豊かにし、

国語に対する認識を深め国語を尊重する態度を育てる。（中学校） 

  国語を的確に理解し適切に表現する能力を身に付けさせるとともに、思考力を伸ばし心情を豊かにし、言
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語感覚を磨き、言語文化に対する関心を深め、国語を尊重してその向上を図る態度を育てる。（高等学校）

  平成３年の通知（⑤－１）、５年の通知（⑤－２）に示された評価の観点の趣旨は次のとおりであ

る。小・中学校は、この時期から、観点別学習状況を評価の基本とすることとなった。 

  小学校  

国語への 

関心・意欲・態度 
  国語に対する関心をもち、国語を尊重し、進んで表現したり理解したりしようとする。

表現の能力   自分の考えを豊かにして、目的をもって話したり、自分の考えを順序よく的確に文章

に書いたりする。 

理解の能力   話し手や書き手の立場や考えをとらえ、話や文章を叙述に即して正確に理解する。 

言語についての 

知識・理解・技能 

  表現及び理解の能力の基礎となる発音、文字、語句、文・文章等について理解し、習

熟している。書写では、文字を正しく整えて書く。 

  中学校  

国語への 

関心・意欲・態度 
  国語に対する関心を深め、国語を尊重し、進んで表現したり理解したりしようとする。

表現の能力   自分の考えを豊かにしたり深めたりして、目的や場面に応じ、筋道を立てて話したり

文章に書いたりする。 

理解の能力   話し手や書き手の立場や考えをとらえ、話や文章の構成や展開に即して的確に理解す

る。 

言語についての 

知識・理解・技能 

  表現と理解に役立てるための音声、語句、語彙、文法、漢字等について理解し、知識

を身に付けている。書写では、文字を正しく整えて速く書く。 

  高等学校 

関心・意欲・態度   国語や言語文化に対する関心を深め、国語を尊重してその向上を図り、進んで表現し

たり理解したりしようとする。 

表現の能力   自分の考えをまとめたり深めたりして、相手や目的に応じて筋道を立て、表現を工夫

して話したり文章に書いたりする。 

理解の能力   話し手や書き手の考えに即して内容を正確にとらえ、自分の考えを深めたり発展させ

たりしながら話や文章を的確に理解する。 

知識・理解   表現と理解に役立てるための音声、文法、表記、語句、語彙、漢字等を理解し、知識

を身に付けている。 

  学習指導要領の趣旨を反映し、自ら学ぶ意欲の育成が、評価においても明確になるよう「意欲」

という語が観点名に用いられ、各校種とも「（国語への）関心・意欲・態度」（括弧内は小・中学校

にのみあるもの。以下同じ。）が第１観点となっている。 

  なお、この時、能力分析的な観点として各教科の観点のベースとなる、「関心・意欲・態度」「思

考・判断」「技能・表現」「知識・理解」の、いわゆる基本の４観点が初めて示されているが、国語

においては、教科の特性から、「思考・判断」「技能・表現」については、これまでどおり領域の区

分に拠る観点としている。 

  評価の観点の趣旨では、「新しい学力観」を反映し、思考力、判断力等の育成を重視することを示

すため、「考え」という語を能力の観点で用いるなどの改善がなされている。併せて、文末表現を「…

…できる」から「……する」へと改めている。これは、「評価の観点の趣旨」の「趣旨」という点、

つまり、評価を行うに当たって基となる、学習指導要領の考えやねらい伝える点を重視した改善と
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考えられる。なお、観点別学習状況欄への記入方法を、学習指導要領の目標に照らして「十分満足

できると判断されるもの」をＡ、「おおむね満足できると判断されるもの」をＢ、「努力を要すると

判断されるもの」をＣとすると改善したことも、文末の表記の改善に影響したと思われる。 

  書写については、昭和 30 年の通達以降、一貫して独立した観点であったが、この時期、中学校も

小学校と同じく〔言語事項〕で示し、表現及び理解の能力の基礎として指導することとしたことか

ら、これを改め、「言語についての知識・理解・技能」の中に位置付け、書写に関する趣旨を移動し

ている。 

  このように、評価の観点の趣旨については、学習指導要領の目標や内容に基づくという枠組みは

もはや揺るぎないものとなっている。ここに至るには、戦後５回にわたる指導要録の改訂、40 年余

の期間を経ている。それによって、評価の観点の妥当性、校種間の系統性、評価の観点の趣旨の整

合性が確立し、評価の改善、充実が進んできた。実践に当たっては、その時間の重みを意識する必

要がある。 

  この時期以降の評価の観点の趣旨については、学習指導要領の改善の趣旨を踏まえた改善はなさ

れているが、大きな枠組みの変更を伴っていないことから、その特徴のみを記すにとどめる。 

  平成 13 年の通知（⑥）に示された観点については、領域構成が変わり観点名が変更されているが、

観点が領域の区分に拠ることに変わりはない。なお、小・中学校では、この時期から、評定も目標

に準拠した評価となり、この点でも、小・中・高等学校の系統性が確立した。 

  「生きる力」の育成が重視され、目標に「伝え合う力を高める」が入ったことにより、「関心・意

欲・態度」の趣旨に、その文言が追加されている。また、読むことの指導の改善に資するため、「読

む能力」の趣旨に、「目的に応じて」読むことを示すなどの改善を行っている。 

  平成 22 年の通知（⑦）では、学校教育法 30 条２項に規定された学力の要素、それを受けて改訂

された学習指導要領を踏まえて改善された評価の観点、「関心・意欲・態度」「思考・判断・表現」

「技能」「知識・理解」との整理を行い、これまでと観点は同じとしたものの趣旨の書きぶりを見直

している。 

  「（国語への）関心・意欲・態度」の趣旨も、教科の目標との構文上の整合を一層高め、例えば小

学校では、「国語で伝え合う力を進んで高めるとともに、国語に対する関心を深め、国語を尊重しよ

うとする。」としている。 

  また、能力の観点についても見直しを行い、「話す・聞く能力」「書く能力」については、学習指

導要領の内容に一層即し、意図などに応じて表現するなどと改善している。新たに置かれた〔伝統

的な言語文化と国語の特質に関する事項〕は、「（言語についての）知識・理解（・技能）」）で評価

することとしている。 

３ まとめと展望 

  ここまで、戦後から現在に至る、小・中・高等学校国語の評価の観点及びその趣旨が変遷してき

た経緯を考察してきた。その結果、次のようなことが明らかになり、また課題として浮かんできた。 

  評価の観点の趣旨は、昭和 20 年代の評価の観点及びその趣旨の萌芽期、昭和 30 年代の教科の目

標に基づく評価の観点の趣旨の時期、昭和 40 年代の学年目標や指導事項も踏まえた評価の観点の趣

旨の時期へという推移をたどっている。昭和 30 年代以降、評価の観点が所見欄の個人内評価に用い

られていた時期において、不十分ながらも、学習指導要領の目標や内容に着目し続けてきたことが、
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昭和 55 年の通知以降、観点別学習状況欄において、学習指導要領の目標に準拠した評価を観点別に

行うことへとつながったと考えることができる。しかし、このような重みに比べて、この趣旨の内

容に対する教員の関心は低いままである。それは、指導要録の機能に対する関心が薄く、学年末に

記入するものという程度の認識の教員が多かった（これは今も改善し切れていない。）ことによると

思われる。 

  また、評価の観点の趣旨は、学習指導要領の改訂に合わせ、それぞれの時期で重視することを明

示するという見直しが行われてきたが、同時にそれは、国語科にとっては、小・中・高等学校の系

統性を確立していく歴史でもあった。しかし、系統性の確立は難しく、それが完全に実現するのは

平成の時代に入ってからである。 

  そのような状況の下での国語科の評価についての課題は、既に国語科教育の中では指摘されてい

ること（注 21）ではあるが、国語科の特性を十分に踏まえたものとなっていないという点である。確か

に評価についての研究と実践の進展は目覚ましいものがあり、国立教育政策研究所も参考資料を公

表するなど、国レベルでも評価の改善についての啓発を続けている。しかし、各学校では、外国に

おける研究も含めた理論研究を、国語の学習指導要領の目標・内容や、学習指導の実態を踏まえず

安易に取り入れている場合も少なくない。また、各校種、各教科との共通性、差異性の整理も十分

とはいえない。このような状況を克服するためにも、今一度、本稿で考察した先達の試行錯誤を省

み、国語科の評価の観点及びその趣旨から始まる、評価についての枠組みの理解を深めるよう啓発

する必要がある。そのことが、評価の妥当性、信頼性を高めることに資するとともに、指導を改善

することにつながると考える。 

  さらに、観点の動きで注目すべきが情意面に係る観点であったことも分かる。この観点の変遷を 

一覧にすると次のようになる。 

通知等の年 

(小・中学校) 

   (高等学校) 

昭 和 平 成  

 

 

○囲みの数字は観点の中での順序を示す。 

×印は当該観点が置かれていないことを示す。

23 30 36 46 55 3 13 22

24 38 48 56 5

  小学校 × ① × × ⑤ ① ① ①

  中学校 × ① ⑥ × ⑤ ① ① ①

  高等学校 × × ① ③ ④ ① ① ①

  情意面に係る観点の変遷で注目すべき点が２点ある。一つは、この観点の必要性が戦後の早い時

期から意識されていたことである。もう一つは、昭和 55、56 年の通知で全面的に復活したときの評

価の観点の趣旨の内容である。この時、趣旨に表現や理解についても記述されたことで、教科目標

を全面的に受けるのが、この評価の観点であることが明確になった。これによって、国語科が対象

としている学習内容の全体に関心をもち、自ら学ぼうとする意欲や態度を身に付けているかどうか

を評価するものであることの理解が深まり、評価の有り様が改善されることが期待されたが、現実

はなかなかそうはならなかった。誰しもが、この観点の大切さは認識している。しかし、教師に対

する意識調査（注 22）によると、今なお、小学校で約 40％、中・高等学校で約 30％、が、「関心・意欲・

態度」の評価を円滑に実施できているとは感じていない。今回の評価の改善に関する討議において

も、妥当性、信頼性という点から、この観点について単独の観点で評価することの是非に言及する

発言も聞かれ（注 23）、「児童生徒の学習評価の在り方について（報告）」（平成 22 年 3 月、中央教育審

議会初等中等教育分科会教育課程部会。）では、２段階で評価するなどの工夫例が記述されている。 

  評価の中でも、とりわけ情意面に係るものについては、その評価を十全に行うため、そしてそれ
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を指導の改善に生かすために、本稿で考察した、この観点及びその趣旨が変遷してきた経緯を確実

に踏まえる必要がある。そうでないと、過去の轍を踏むことになりかねない。国語科における、情

意面に係る評価の改善、充実については、教科の特性を踏まえつつ、更に考察を深め、広げていく

必要がある。それを今後の課題とし、この稿を閉じる。 

 

注 

（注１）西辻正副「指導要録における『評価の観点』の史的変遷」（「国語科教育」第 68 集  全国大学国語教育学会）2010.9  

pp.75-82 

（注２）倉沢栄吉「学習指導要領と国語科の評価」（「教育科学国語教育」明治図書）1961.3 pp.3 

（注３）「教育課程の改善の方針、各教科の目標、評価の観点等の変遷」（国立教育政策研究所） 2005.3 

（注４）「18 日」としている資料（『現代日本教育制度資料 48』東京法令 1990.12 pp.638）がある。 

（注５）①－１の通知では、趣旨の第１として「個々の児童について、全体的に、継続的に、その発達の経過を記録し、

その指導上必要な原簿となるものである。」を掲げている。 

（注６）「中等教育資料」（文部省）1955.9 pp.3 

（注７）（注１）に同じ。pp.77 

（注８）『小学校国語指導書』（文部省）1960.3 pp.2 

       『中学校国語指導書』（文部省）1959.8 pp.9 

（注９）上野芳太郎、安達健二『新指導要録の解説』帝国地方行政学会 1961.4 pp.53-54 

（注 10）「初等教育資料」（文部省）1961.3 pp.17 

（注 11）『中学校国語指導書』（文部省）1959.8 pp.22 

（注 12）「中等教育資料」（文部省）1961.3(臨時増刊号) pp.38 

（注 13）『中学校国語指導書』（文部省）1959.8 pp.17 

（注 14）増田信一『音声言語教育実践史研究』学芸図書 1994.10 pp.117-171 

（注 15）輿水実「国語科における診断と評価の問題点」（「国語科研究資料 ７集」明治図書）1976.3 pp.14-15 

（注 16）『小学校指導書 国語編』（文部省）1969.5 pp.7 

『中学校指導書 国語編』（文部省）1970.5 pp.11 

（注 17）「中等教育資料」（文部省）1971.3 pp.60-61 

（注 18）「中等教育資料」（文部省）1973.5 pp.61 

（注 19）「初等教育資料」（文部省）1980.5 pp.84 

（注 20）これ以降、国語科の評価を組織的に考察したものとして『国語科評価論と実践の課題』（全国大学国語教育学会 明

治図書 1984.2）、昭和の戦後期における評価論をまとめた『国語科教育評価論』（国語教育基本論文集成 30 明治

図書 1993）、個人の実践をまとめた『国語科評価の実践的探究』（益地憲一 渓水社 1993.7）など、多くの著作、

論文が公表されている。 

（注 21）『国語科教育学研究の成果と展望』（全国大学国語教育学会編）明治図書 pp.43 

（注 22）「学習指導と学習評価に対する意識調査報告書」（財団法人日本システム開発研究所）2010.1 pp.22-23 

（注 23）「中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会」に置かれた「児童生徒の学習評価の在り方に関するワーキ

ンググループ」での討議 

 

（受理日：平成 23 年３月 15 日） 
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教員の業務負担と学校組織開発に関する分析―部活動に着目して 

 

Analysis on Teachers' Workload and Development of School Organization: 
Focusing on the School Club Activities 

小入羽 秀敬＊  

KONYUBA Hideyuki 

 

Abstract 
This paper focuses on teachers' workloads in club-activities and tries to clarify the relationship 

between club-activity working hours and time spent on teaching preparation, pupil guidance, and 

teaching-skill improvement, which are important factors for the school development.  By com-

paring the upper 25% and the lower 25% of club-activity working hours, the following three findings 

can be seen. 

First, workloads in club activities are disproportionate, meaning those teachers with heavier 

workloads on weekdays also end up with more work being given to them on holidays.  On the 

other hand, teachers with lower workloads in weekdays have less work on holidays also.  This 

trend can be seen for both sports-club advisers and cultural club advisers. 

Second, teachers who spend long hours on club activities spend shorter time on their lesson 

preparation, on pupil guidance, and on teaching-skills development.  Other studies on school club 

activities note that teachers with higher club activity coaching duties are also more motivated to 

work on their lesson preparation.  But analysis of working time shows that long hours working on 

club activities results in shorter time spent on lesson preparation. 

Third, time spent on teaching skill improvement does not vary as much as for lesson preparation or 

pupil guidance.  This may be because skills development is lower priority than other two duties.  

Since they use up their working time on club activities, lesson preparation, and pupil guidance, not 

enough time is left over to attend workshops. 

School club activities are important from the point of pupil guidance but since time is limited, 

spending long hours on club activity coaching becomes a trade-off with time for teaching prepa-

ration and skills development.  In order to improve schools and teachers, schools must ensure 

teachers have enough time for duties other than school clubs, and make sure that workloads are 

more equally shared between teachers. 

 

１．課題設定 

 近年、学校の自律性確立に向けた教育改革が盛んに行われてきた。1998 年の中央教育審議会答申

「今後の地方教育行政の在り方について」以降学校の自律性確立は重要なテーマとなり、1999 年に

                                            
＊ 東京大学大学院教育学研究科博士課程院生、研究補助者 
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成立した地方分権一括法の成立以降「地方分権」「規制緩和」「情報公開」「参加」という 4 つの軸で

教育システムの再編が進められてきた。学校の自律性を確立する上で重要となる議論は学校の組織

改善および組織開発であり、具体的には経営スタッフの配置や学校評価・教員評価の実施、学校レ

ベルでの参加システムの構築などが挙げられている（堀内 2009）。また、最近では学力問題が学校

経営に影響を及ぼしており、組織改善を行うことによって学力向上を図る学校も出てきている（山

崎 2010）。これらの研究に共通するものは組織開発のための制度設計であり、その制度を実際に運

用していく教員の役割は非常に重要なものとなると考えられる。 

 また、学校組織開発研究は海外でも行われており、代表的なものとしてアメリカで行われている

effective school 研究が挙げられる。これらの研究は student learning をいかに達成するかに焦

点化されている。生徒の学習達成を最大化させるための学校経営という観点から、教員の人事戦略

の一環として教員研修や教材学習の重要性についても指摘されている 1）。これらの研究に共通する

のは、生徒の学習にとって最善の方策を取るための教員の役割である。 

このように、学校の構成員である教員という観点から、教員が日々の授業準備や自己研鑽のため

の研修に参加することが学校組織開発には求められており、いかにその時間を確保するかが学校経

営上非常に重要になってくると考えられる。しかし、先行研究では学校組織開発を行う上で教員の

役割が論じられてきた一方で、教員のマンパワーやタイムマネジメントという観点が欠落してきた

2）。換言すれば学校組織開発の担い手となる教員の業務負担をどのように管理するのかという観点

を含めた分析が今まで行われて来なかった。 

教員の勤務時間に着目した研究は東京大学（2008）や国立教育政策研究所（2009，2010）などで

行われてきており、教員の残業時間を含めた 1日の勤務実態を明らかにすることで教員の業務負担

を細分化した上で可視化し、どの業務に教員が主に従事しているのかを明らかにしてきた。教員の

1 日の業務負担を概観した際、特に大きな特徴を持っていたのが中学校の部活動である。残業時間

および休日出勤の大半が部活動であり、部活動の従事時間の長さや活動日数の多さが教員の授業準

備の時間の短さとリンクしていることが示され、教員の業務負担を考える上で部活動は非常に重要

な問題であることが指摘されている。 

 教員の部活動負担に関する先行研究では、顧問への意識調査から部活動に熱心な教員ほど教科活

動に熱心であることを明らかにし、熱心な教員へのサポートの充実の必要性を指摘している（西島

2008）。しかし、西島らの指摘するように部活動指導に熱心な教員が教科指導にも熱心であるとして

も、実際に教科指導の時間や教員間でのコミュニケーションの時間を取得することは容易ではない

と推測される。 

 基本的に部活動は「生徒のためである」という観点から研究されることが多く、生徒指導の一環

としての部活動であり、生徒の教育効果の最大化という観点からの議論が多い。そのため、顧問の

問題については、指導力など技能的な観点からの考察が中心となっている 3）。 

生徒指導的な側面としての部活動の効用は認められるが、学校組織開発という観点からすれば、

教員が教科指導のための時間や教員間でのコミュニケーションを取る時間を取得することは非常に

重要であり、これらの時間は部活動とはトレードオフの関係にあるといえる。実際に運動部顧問と

文化部顧問と顧問を担当していない教員の間で授業の準備時間が足りないと感じる割合を算出した

ところ、運動部顧問および文化部顧問の 85～90%が「とても感じる」「わりと感じる」と回答したの

に対して、顧問を持っていない教員では約 70%にとどまっている（小入羽 2008）。 

 このように、部活動の重要性について着目してきたために、部活動に多くの時間を割いている教
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員が授業準備などの教科指導や自己研鑽のための研修などにどの程度の時間をとれているのかにつ

いての分析がなされてこなかった。そこで本稿では部活従事時間の多寡によって教員の勤務実態、

特に授業準備などに代表される教科指導や生徒指導に従事する時間にどのような差異が発生するの

かを明らかにする。 

 本稿の構成は次のとおりである。まず、第 2 節では課題を明らかにする上での分析枠組みを提示

する。第 3 節ではまず顧問の活動率と活動時間を明らかにすることで一部の顧問に部活動負担が集

中していることを示し、次に、部活動活動率および部活動活動時間の第 1 分位と第 4 分位での教科

指導、生徒指導、資質向上に従事した時間の比較を行う。第 4 節では部活動負担の多寡と教員の勤

務実態についての考察を行い、教員のマンパワーを考慮した学校組織開発についてのインプリケー

ションを提示する。 

２．分析枠組み 

2-1．データの概要 

 本稿では上記の課題を明らかにするため、「教員勤務実態調査」の個票データを利用して分析を行

う。「教員勤務実態調査」は平成 18 年度に実施された文部科学省委託調査である。7 月～12 月の 28

日間を「1 期」とし、全 6 期を分析期間としている。教員の業務を 22 項目（朝の業務、授業、授業

準備、学習指導、成績処理、生徒指導（集団）、生徒指導（個別）、部活動・クラブ活動、児童会・

生徒会指導、学校行事、学年・学級経営、学校経営、会議・打ち合わせ、事務・報告書作成、校内

研修、保護者・PTA 対応、地域対応、行政・関係団体対応、校務としての研修、会議・打ち合わせ、

その他の校務、休憩・休息）に分類し 4）、1 日を 30 分刻みで主に従事していた業務を記録している。

サンプル数は各期平均 7,600 人であり、対象とした職種は校長、教頭、教諭、講師、栄養教諭、養

護教諭である。 

対象とする期は第 5 期（10 月 23 日～11 月 19 日）とする。その理由としては次の 2 点を挙げるこ

とができる。一つ目は長期休業期が入らないことである。長期休業期の直前には短縮授業などイレ

ギュラーな時間割で部活動の活動時間が長くなる可能性も考えられるためである。もう一つは中間

考査・期末考査の時期ではない点である。中間・期末考査の直前期になると、部活動を実施しない

ケースが多いため、他の時期よりも活動率や活動時間が低く出てしまう可能性があるためである。 

 

2-2．変数の設定 

東京大学（2007、2008）では教員の勤務時間の平均値に着目していた。これは教員全体の傾向を

析出する上では有効であったが、業務に従事していない教員を含めた平均時間であったため、顧問

が実際にどの程度従事していたのかは明らかにはできなかった。国立教育政策研究所（2009、2010）

では業務に従事している教員の平均時間に着目した分析が行われ、部活動の分析では部活動に従事

した時間や週当たり日数を明らかにするため、「活動率」と「活動時間」という変数を作成して分析

を行った（小入羽 2009、2010）。しかし、これらの分析はあくまで活動率と活動時間の単純集計が

主であり、活動率・活動時間によって教員の勤務実態がどのように異なるのかという観点の分析は

行われてこなかった。 

そこで、本稿では活動率と活動時間の多寡によって教員の教科指導や生徒指導に従事する時間が

どのように異なるのかを分析する。具体的には部活動活動時間や活動日数の多い顧問と少ない顧問
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を比較し、教科指導、生徒指導、教員資質向上にかける平均時間がどの程度異なるかを明らかにす

ることで部活動負担が教科指導や生徒指導等に及ぼす影響を明らかにする。 

本分析で扱う変数に関する定義は次の通りである。「活動率」は特定の期において、部活動に従事

した日数を出勤日数で除した値を％で表わす。「従事した日数」とは 1 日の業務の中に最低 30 分の

部活動業務が認められた日であり、「出勤日数」とは教員が学校に出勤した日のことを指す。活動率

の算出によって 1 週間あたりの活動日数が推測可能となる。「活動時間」は部活動を実施した日の部

活動従事時間の平均である。活動率および活動時間を勤務日と休日に分けて集計した。これらの活

動率および活動時間を 4 分位 5）ごとに分け、活動率・活動時間が最も少ないものを第 1 分位、最も

大きいものを第 4 分位とした。 

 また、教員の勤務時間に関する変数を次のように定義する。まずは部活動である。部活動 6）に従

事した時間を「部活動」とした。2 つめは生徒学力向上のための教科指導時間として、授業準備 7）、

学習指導 8）、成績処理 9）に従事した時間を和したものを「教科指導」とした。3 つめは部活動以外

の生徒指導 10）である生徒指導 (集団)11）、生徒指導 (個人)12）、生徒会指導 13）、学校行事 14）に従事し

た時間を和したものを「生徒指導」とした。最後に校内研修 15）、校務としての研修 16）に従事した

時間の和を「教職員資質向上」とした。 

３．分析 

3-1．部活動活動率と活動時間の関係 

まず、顧問の部活動の活動率と活動時間の実態について、運動部顧問と文化部顧問に分けて考え

る。運動部顧問と文化部顧問を比較した場合、運動部顧問の方が活動率、活動時間がともに大きく、

その差は休日になると大きくなっている（小入羽 2009）ことからも、一般的に運動部顧問は文化部

顧問よりも時間的にも日数的にも部活動負担が重いことが推測される。この傾向は顧問の項目別行

為者平均時間 17）の分析からも明らかであり、運動部顧問と文化部顧問と顧問を持っていない教員

の間での業務負担の差異が示されている（川上 2010）。しかし、これらの分析は勤務日と休日を別々

に分析したため、教員の勤務日と休日の活動率及び活動時間の関係性を明らかにできていなかった。

勤務日と休日の活動率・活動時間の関係を分析することで教員が 1 週間のうちどの程度部活動に従

事しているのかを明らかにすることができる。 

活動率を 4 分位に分けてそれぞれの関係性について分析したのが図 1 と図 2 である。勤務日活動

率および休日活動率を 4 分位に分け、最も活動率の低いグループを第 1 分位とした 18）。運動部顧問

の勤務日と休日の活動率の関係をグラフ化した図 1 では、勤務日第 1 分位で休日第 2 分位が最も大

きいが、全体的な傾向として、活動率が高いグループになると休日の活動率が最も高いグループ（第

4 位）の割合が増えているのが読み取れる。これは勤務日に高頻度で活動している教員は休日も同

様に高頻度で活動していることを表している。 

図 2 では文化部顧問の勤務日と休日の活動率の関係をグラフ化している。休日に全く活動しない

文化部顧問が半分おり、第 1 分位と第 2 分位が活動率 0％となっている。そのため第 2 分位が省略

された形となっている。勤務日の活動率が最も少ない勤務日第1分位では休日第1分位が最も多く、

8 割を占めている。勤務日の活動率が高いグループになるとその傾向は逆転し、勤務日の活動率が

最も高い勤務日第 4 分位の教員は休日第 4 分位が約 5 割を占めている。運動部顧問と同様に、勤務

日に活動頻度が高い教員は休日でも活動頻度が高いことが読み取れる。小入羽（2010）では活動率
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を 20％ごとに分けていたが、4 分位に改変した後でも同じように運動部顧問、文化部顧問ともに勤

務日活動率が高いグループほど休日活動率も高いグループに属していることが示されている。 

 

  図 1：勤務日と休日の活動率の関係（運動部顧問） 
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  出所：小入羽（2010）を 4 分位に改変 

 

 

  図 2：勤務日と休日の活動率の関係（文化部顧問） 
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  出所：小入羽（2010）を 4 分位に改変 
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  図 3：勤務日と休日の活動時間の関係（運動部顧問） 
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  出所：教員勤務実態調査個票データより筆者作成 

 

  図 4：勤務日と休日の活動時間の関係（文化部顧問） 
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  出所：教員勤務実態調査個票データより筆者作成 

 

 次に活動時間について、勤務日と休日の比較を行う。図 3 は運動部顧問の勤務日と休日の活動時

間の関係をグラフにしたものである。勤務日で最も低い活動時間群となっている勤務日第 1 分位で

は、休日の活動時間も約 8 割が第 1 分位と第 2 分位と低活動群に位置している。この傾向は活動時

間が長くなるグループになるにつれて減少していき、最も活動時間の長いグループである勤務日第

4 分位の教員の休日活動時間は第 1 分位と第 2 分位を合わせても約 2 割である。一方で休日の最も
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活動時間の長いグループとなる休日第 4 分位の教員は約半数を占めており、勤務日に長い時間部活

動に従事する運動部顧問は休日にも長時間部活動に従事していることが示されている。 

 図 4 は文化部顧問の勤務日と休日の活動時間の関係をグラフにしたものである。文化部顧問の休

日の活動時間の分布は偏っており、第 2 分位までが 0 分となっている。つまり、文化部顧問の 5 割

が休日に部活動に従事していないこととなる。勤務日第 1 分位の顧問は休日第 1 分位が最も多く、

約 8 割を占めているのに対して、勤務日第 4 分位の顧問は約 4 割が休日第 1 分位、約 5 割が休日第

4 分位となっている。文化部顧問においても勤務日の勤務時間が長い顧問の多くが休日も長時間部

活動に従事している実態が明らかになったが、運動部顧問と比較すると休日に活動しない顧問が比

較的多いとも言える。 

 このように、運動部顧問、文化部顧問ともに勤務日に活動率および活動率時間の多い顧問は休日

であっても活動率と活動時間が多く、一部の教員に部活動負担が集中していると考えられる。 

 

3-2．活動時間・活動率別の勤務実態 

本項では活動時間や活動率によって教員の勤務の形態はどのように異なるのかについて分析を行

う。活動率と活動時間の双方を分析対象とした理由は、活動率はあくまで活動した日数であり、活

動率が高くても活動時間が短い顧問が存在すると考えられたためである。ここでは 4 分位に分けた

活動時間のうち、最も活動時間の短い第 1 分位を低活動時間群、最も活動時間の長い第 4 分位を高

活動時間群と定義して、第 2 節で挙げた教科指導、生徒指導、資質向上の変数の 1 日あたりの平均

時間を勤務日と休日の双方で算出した。 

 

①運動部顧問 

 まず、運動部顧問の分析を行う。図 5 は運動部顧問の活動時間群別勤務実態である。勤務日では

教科指導、生徒指導、資質向上それぞれで低活動時間群が高活動時間群を上回っている。差は教科

指導で 1 日当たり 8 分、生徒指導では 1 日当たり 16 分となっており、1 日当たりでの差は小さいも

のの 1 か月あたりの合算時間で考えると大きな差となる。また、休日では教科指導で 1 日当たり 7

分ほど低活動時間群の方が長い。教科指導時間は勤務日、休日ともに低活動群の方が長く、高活動

時間群の運動部顧問は教科指導に多くの時間を割けないことがここから読み取れる。 

 図 6 は運動部顧問の活動率群別の勤務実態である。活動時間群と同様に勤務日では教科指導、生

徒指導、資質向上の全ての一日当たり従事時間において低活動率群が高活動率群を上回っている。

教科指導は 1 日当たり約 5 分、生徒指導では一日当たり約 12 分の差が発生している。資質向上につ

いては低活動時間群が上回っているものの、差は 1 分以内であり、教科指導や生徒指導と比べると

大きな差ではない。休日では、教科指導で低活動率群が高活動率群を 1 日当たり約 8 分上回ってい

るが、生徒指導と資質向上ではわずかながら高活動率群が上回っている。教科指導時間に限って言

えば、低活動率群の方が高活動率群よりも長い時間従事していると言うことができる。 
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    図 5：活動時間群別勤務実態（運動部顧問） 
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    出所：教員勤務実態調査個票データより筆者作成 

 

    図 6：活動率群別勤務実態（運動部顧問） 

 

    出所：教員勤務実態調査個票データより筆者作成 

 

②文化部顧問 

 次に、文化部顧問について分析を行う。図 7 は文化部顧問の活動時間群別の勤務実態である。勤

務日では低活動時間群が教科指導、生徒指導、資質向上の全ての 1 日当たり平均時間で高活動率群

を上回っている。最も差が大きいのが教科指導で約 18 分の差が発生している。生徒指導は約 3 分、

資質向上は約 0.6 分と差は大きくない。休日では、教科指導のみ低活動時間群が上回っているが、

教科指導、生徒指導、資質向上の全てが 1 分以内の差異におさまっており、全体として両者の間に

大きな差は認められない。 

 図 8 は文化部顧問の活動率別の勤務実態である。勤務日では、活動時間群と同様に教科指導、生
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徒指導、資質向上の全てにおいて低活動率群が上回っており、その中でも教科指導が 1 日当たり約

22 分と大きな差となっている。生徒指導、資質向上ともに約 2 分差であり、1 か月当たりで考えて

もそこまで大きな差異とは言えない。休日では教科指導のみ低活動率群が上回り、生徒指導と資質

向上は高活動率群の方が高い時間となっている。しかし、これも活動時間群と同様に大きな差では

なく、最も大きい差で教科指導の約 3 分である。活動率群での分析においても教科指導に従事する

時間は勤務日休日ともに低活動率群の方が長いことが読み取れる。 

 

    図 7：活動時間群別勤務実態（文化部顧問） 
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    出所：教員勤務実態調査個票データより筆者作成 

 

    図 8：活動率群別勤務実態（文化部顧問） 

 

    出所：教員勤務実態調査個票データより筆者作成 
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③運動部と文化部の比較 

 運動部顧問と文化部顧問での勤務日の比較をすると、次の 3 点が読み取れる。1 点目は、すべて

の勤務日の活動時間群および活動率群において文化部顧問が運動部顧問よりも教科指導に多くの時

間を割いていることである。運動部顧問と文化部顧問の低活動時間群の勤務日教科指導時間の差は

1 日当たり約 16 分であり、同じ低活動時間群であっても運動部顧問の時間的負担が文化部顧問と比

較しても重いものとなっていることが推測できる。また、勤務日の高活動時間群では運動部顧問と

文化部顧問の教科指導時間の差は約 6 分であり、長時間活動する部活動は文化部顧問の負担も運動

部同様に重いと考えられる。同様の傾向は勤務日の活動率群でも観察され、低活動率群では約 19

分差、高活動率群では約 2 分差で文化部顧問の教科指導時間が上回っている。2 点目は勤務日の生

徒指導時間も教科指導時間と同様に文化部顧問が上回っていることである。低活動時間群では差が

約 10 分、高活動時間群では約 23 分の差があり、低活動率群では約 7 分、高活動時間群では約 17

分の差で文化部顧問が上回っている。3 点目は勤務日の資質向上時間についても文化部顧問が上回

っていることであるが、教科指導や生徒指導と比較するとその差は全ての群で約 3 分前後と小さい

ことから、資質向上時間に計上されているのは法定研修や校内研修などへの参加が主であり、自主

的な研究会への参加が少ないと考えることができる。 

 一方、休日の比較をすると、次の 2 点が読み取れる。1 点目は休日であっても高活動時間群およ

び高活動率群の文化部顧問の教科指導時間は運動部顧問よりも長く高活動時間群では約 7 分差、高

活動率群では約 4 分差となっていることである。一方で低活動群では 1 分前後と差は小さく、運動

部顧問は休日であっても教科指導に従事する時間を持つことは難しいと考えられる。2 点目は生徒

指導および資質向上については従事時間が短い上に運動部顧問と文化部顧問で差が 1 分前後と小さ

いことであり、教員は休日にはこれらの業務には基本的に従事しないことが読み取れる。 

４．まとめと今後の課題 

 本稿では運動部顧問および文化部顧問の活動率および活動時間の多寡に着目し、教科指導や生徒

指導、資質向上に従事した時間の分析を行うことで次の 3 点を明らかにした。 

 1 点目は、運動部顧問および文化部顧問の部活動負担が偏在していることである。つまり、勤務

日に高頻度、長時間の部活動に従事する顧問は休日であっても同様に高頻度、長時間の部活動に従

事している。これは逆に勤務日・休日の双方ともに低頻度・短時間の部活動負担の教員が存在する

ことを示している。学校組織開発を実際に行う上で教員の業務負担は非常に大きな要素となる。学

校レベルでの組織開発は学校教員全てが改革に携わらなければならない。しかし、一部の教員に業

務が偏っている傾向がある場合、改革を実施する際の負担もその一部の教員にかかってしまう可能

性もありうる。教員のマンパワーを効果的に組織開発に運用するには、一部の教員への負担過多の

状況を無くしていく経営上の工夫が求められる。 

 2 点目は部活動に長時間および高頻度で従事する顧問は教科指導や生徒指導の時間が短時間・低

頻度の顧問よりも少ないことが示されたことである。部活動関連の先行研究では部活動に熱心な顧

問が教科指導や生徒指導にも熱心であるという知見が指摘されてきたが、実際の時間ベースで見て

みると部活動に従事する時間が長い顧問や活動頻度の多い顧問は教科指導、生徒指導、資質向上に

従事する時間が短いことが示された。勤務時間自体は有限であり、部活動に従事する時間が長くな

れば長くなるほど、教科指導や生徒指導の時間を短縮せざるを得ない状況に置かれているとも推測
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できる。部活動に熱心な顧問が教科活動に対しても熱心であるという知見がある一方で、教科指導

の時間が確保できていない高活動群の顧問の実態が明らかになったことで、高活動群の顧問の教科

指導等の時間をいかに確保するかが学校組織開発を考える上で重要となってくる。 

 3 点目は資質向上については教科指導や生徒指導と比較して運動部顧問と文化部顧問、低活動群

と高活動群で大きな差がなかったことである。この理由としては、生徒に直接的間接的に関わる教

科活動や生徒指導と比べると教員資質向上は生徒との関わりは薄いため、教科活動や生徒指導に優

先的に従事し、資質向上時間の内訳は基本的に法定研修や校内研修など必須の研修が多くを占めて

いるために活動群や顧問間での差が小さかったと考えられる。 

 上記のような教科指導や生徒指導が担当する部活動の種類や部活動の活動率や活動時間によって

異なるという知見は、タイムマネジメントという観点からも非常に示唆的である。顧問であるか顧

問で無いかに係わらず、教科指導や生徒指導の確保は重要である。しかし、実際に高活動群よりも

低活動群、運動部顧問よりも文化部顧問の方が教科指導や生徒指導に従事する時間が長い。これは

教員が持っている 1 日の勤務時間のうち、部活動に多くの時間をかけるために教科指導等の時間に

かける時間が減少していると考えられる。また、研修など資質向上のための時間の確保も課題とな

る。現状では必須の研修の参加にとどまっていると考えられるが、今後学習指導要領の改訂などに

伴った授業準備等を行う上で、研究会への参加など様々な面で教員が自己研鑽の機会を持つ時間を

確保することも必要となる。 

 生徒指導という側面からみた部活動の重要性を考慮しつつも、学校組織開発に求められる学校全

体の学力、教員資質向上などを考えた際、部活動の活動日数や活動時間などとトレードオフになり

得る教科指導の時間や研修の時間をいかに確保していくか、そして教員の過度な業務負担を軽減す

ることは組織運営上重要な課題となる。 

 今後さらに顧問の担当教科などの属性や学校特性などを考慮に入れた形での分析を行うことによ

って学校組織開発を実際に行う上での教員業務負担の在り方を分析する必要があると考えられるが、

これらは今後の課題としたい。 

 

注 

１）例えば Jack Dunham, 1995 や Willis D. Hawley with Donald L. Rollie, 2007 など 

２）教員にとってのタイムマネジメントの必要性については青木（2010）を参照。 

３）例えば山口他（1986）、中学生・高校生のスポーツ活動に関する調査研究協力者会議（1997）、内海（1998a, 1998b）、

西島他（2001, 2005, 2006） 

４）東京大学（2007）p.204 

５）残業時間を 4 分位に分けて分析した例としては国立教育政策研究所（2009）がある。これは教員の残業時間を高残業

群と低残業群に分けてどのような属性の教員が多く残業、もしくは短い残業をしているのか分析している。 

６）通常の部活動の指導以外にも、対外試合への引率（引率の移動時間も含む）も含まれる 

７）具体的には指導案作成、教材研究・教材作成、授業打ち合わせ、総合的な学習の時間・体験学習の準備など 

８）具体的には正規の授業時間以外に行われる学習指導（補習授業、個別指導など）、質問への対応、水泳指導など 

９）具体的には成績処理に係る事務、試験問題作成、採点、評価、提出物の確認・コメント記入、通知表記入、調査書作

成、指導要録作成など 

10）本来であれば部活動も生徒指導に含まれると考えられるが、本稿の問題関心が部活動との関連性であるため、部活動

と部活動を除いた生徒指導に分けて考えた。 

11）具体的には給食・栄養指導、清掃指導、登下校指導・安全指導、遊び指導、健康・保健指導、生活指導、全校集会、
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避難訓練など 

12）具体的には個別の面談、進路指導・相談、生活相談、カウンセリング、課題を抱えた児童生徒の支援など 

13）具体的には児童会・生徒会指導、委員会活動の指導など 

14）具体的には修学旅行、遠足、体育祭、文化祭、発表会、入学式・卒業式、始業式・終業式などの学校行事、学校行事

の準備など 

15）具体的には校内研修、校内の勉強会・研究会、授業見学、学年研究など 

16）具体的には初任者研修、校務としての研修、出張を伴う研修など 

17）行為者率とはある期間に該当の行動をした教員が全体に占める割合であり、行為者平均時間量とは該当の行動をした

教員がその行動に費やした時間量の平均である（青木 2010：p.8）。 

18）分析に用いた 4 分位の値は下表の通りである。 

表1：4分位の値 

  運動部 文化部 
  勤務日 

活動率 
休日活動

率 
勤務日 
活動時間 

休日 
活動時間 

勤務日 
活動率 

休日活動

率 
勤務日 
活動時間 

休日 
活動時間 

第1分位 11.11 11.11 7.50 26.67 6.07 0.00 3.75 0.00
第2分位 40.00 33.33 30.00 110.00 26.67 0.00 18.46 0.00
第3分位 68.42 60.00 60.00 206.67 50.00 22.22 40.98 48.38
第4分位 100.00 100.00 274.50 684.00 100.00 100.00 265.00 730.00

出所：教員勤務実態調査より筆者作成  
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学校評価の実施にかかる教育委員会の役割と課題 

―全国市区町村教育委員会調査結果の分析― 

The role of school boards and the challenges they face in School Evaluation in Japan : 
An analysis of the results of a survey of municipal school boards 

三浦 智子＊  

MIURA Satoko 

 

Abstract 
This paper aims to consider the role of school boards and the challenges they face in school 

evaluation in Japan. 

A survey of municipal school boards in 2010 shows that the municipal school boards’ approach to 

have schools carry out school evaluation is ineffective. Yet some municipal school boards deter-

mine their school budget allocations on the basis of the results of the school evaluations. It would 

appear that schools carry out both self-evaluations and external evaluations more actively if their 

municipal school boards base their school budget allocations on the results of the school evalua-

tion. 

I have tried to analyze the determining factors when municipal school boards base their school 

budget allocations on the results of school evaluation. As a result of this analysis, it became ap-

parent that the size of the city influences the degree to which the school evaluation is taken into 

consideration . The fewer the number of schools under the control of municipal school boards is, 

the more likely a municipal school board is to based its school budget allocations on the results of 

the school evaluation. It also appears that municipal school boards which have guidelines for car-

rying out school evaluations take the results of the school evaluation into account more than those 

which have no guidelines. 

In order to make use of the school evaluation system for improving educational administration, it 

seems important that municipal school boards understand about dynamic school performance 

through school evaluations. 

 

１．本稿の目的と構成 

本稿は、全国の市区町村教育委員会（以下「市区町村教委」という。）を対象とした質問紙調査の

結果から、公立小・中学校における学校関係者評価の実施にかかる市区町村教委の取組みの実態を

明らかにし、その課題について分析することを目的としている。 

2007 年 6 月の学校教育法、同年 10 月の学校教育法施行規則の一部改正により、学校の自己評価

の実施は各学校の義務、学校関係者評価の実施は各学校の努力義務とされ、評価結果の公表及び設

置者への報告が規定された。学校評価制度の運用に関して、学校設置者の義務は法的に定められて

                                            
＊ 東京大学大学院教育学研究科博士課程院生、研究補助者 
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おらず、法改正以降、公立小・中学校の設置者である市区町村教委は、管轄下の各学校における学

校評価の実施にどのように関与してきたのか、その実態は必ずしも明らかにされているわけではな

い。この法改正以降に文部科学省が作成した『学校評価ガイドライン［平成 22 年改訂］』において

は、学校評価の目的として、「各学校が、自らの教育活動その他の学校運営について、目指すべき目

標を設定し、その達成状況や達成に向けた取組の適切さ等について評価することにより、学校とし

て組織的・継続的な改善を図ること」、「各学校が、自己評価及び保護者など学校関係者等による評

価の実施とその結果の公表・説明により、適切に説明責任を果たすとともに、保護者、地域住民等

から理解と参画を得て、学校・家庭・地域の連携協力による学校づくりを進めること」に加え、「各

学校の設置者等が、学校評価の結果に応じて、学校に対する支援や条件整備等の改善措置を講じる

ことにより、一定水準の教育の質を保証し、その向上を図ること」が挙げられており、市区町村教

委には、各学校において実施された学校評価の結果を活用して学校に対する支援を行うことが求め

られているところでもある。 

実際のところ、全国の市区町村教委においては、管轄下の小・中学校における学校評価の実施に

向けてどのような取組みを行っているのか。また、各学校から報告を受けた学校評価の結果に応じ、

学校に対する支援や条件整備等についてどのような改善措置を行っているのか。こうした実態を明

らかにし、その課題を検証することは、学校評価のさらなる活用を図っていく上で必要不可欠な作

業であると言えるだろう。 

本稿では、まず、第 2 章において学校評価と教育委員会の役割について、先行研究において指摘

されてきた論点を整理する。そして、第 3 章では、全国の市区町村教委を対象として実施した質問

紙調査（悉皆調査）の結果に基づき、公立小・中学校における学校関係者評価の実施状況を確認す

る。続く第 4 章では、これらの各学校における学校関係者評価の実施を促すために、市区町村教委

がどのような取組みに力を入れているのか、その実態を明らかにする。また、第 5 章では、各学校

から報告を受けた学校関係者評価の結果について、市区町村教委は各学校に対する支援や条件整備

等を行うにあたりどの程度活用しているのか、実態を明らかにするとともに、その規定要因を分析

する。最後に、第 6 章において、学校評価システムの機能向上に向けた研究上の課題について考察

する。 

２．学校評価と教育委員会の役割 

 我が国では、一連の戦後教育改革が収束し、その内容面が問われ始めた時期である 1951 年に、文

部省（当時）が『中学校・高等学校 学校評価の基準と手引（試案）』を刊行しているが、これは「自

己評価を本体とする」という組織開発論的視点と、「外部の人達によって構成された訪問委員会が評

価する」といった、客観性を重視し外部からの組織統制を根拠づける考え方から構成されたもので

あった。しかし、「前者は、組織の内実にまで踏み込めないで学校評価の形式のみを示したにとどま

り、後者は、制度依存したままいつまでも組織になっていかない現実を乗り越えられなかった」た

めに、学校評価の形骸化が助長されてきたとされる（木岡 2005）1）。 

木岡（1989）によれば、まず、米国では「学校評価が学校認定と結びついていたことと関わって、

学校認定を受けるかどうかという意味で、学校評価の実施は各学校の主体的選択に委ねられており、

学校評価の結果について教育委員会は学校と共同の管理責任を負っていた」のに対し、日本では、

「各学校において学校評価の必要性認識が希薄であったために教育委員会の指導や条件整備を抜き
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にして成立しえないものであ」ったという。そのため、「学校評価の結果についての責任の所在を曖

昧にしたまま、学校改善を促す意味で、学校評価を普及・定着させる指導的役割」が、「学校を管理・

指導する教育委員会に求め」られていたと指摘されている。しかし、その一方で、「戦後期の学校評

価は、科学的客観的な教育行政の展開をも期待して構想されようとして」いた側面も認められてお

り、「その学校評価は教育行政としての意味づけをも有し、評価項目には多数の行政問題が上がって

いたし、評点法においても、他校との相互比較による相対評価法が採用されていた」という。とこ

ろが、あらかじめ作成された評価基準を用いることによって学校評価の客観性の確保を図ろうとす

る取組みは、「基準に従っているか否かをもって、各学校の活動の妥当性」を評価することになり、

「各学校に対する教育行政の在り方、基準の妥当性を反省評価する契機」を失ってしまうと考えら

れてきた。このような経緯から、我が国では、学校の外部評価が定着せず、自己評価を中心に据え

る形で学校評価が実施されてきたというわけである。つまり、我が国において、教育委員会には「学

校評価を企画し準備する」役割が期待されると同時に、「被評価対象」としての位置付けがなされて

きたということ、すなわち「教育委員会に被せられた二重規定」が上手く機能せずに、戦後におけ

る学校評価の定着が阻まれてきたと言えるだろう。 

平成 19 年の改正法に基づく現行の学校評価システムについては、「学校関係者評価」の位置づけ

が明確化され、その実施が各学校の努力義務に付されていることをその特徴としている。学校関係

者評価とは、周知のとおり、学校教育法施行規則において、自己評価の結果を踏まえた学校関係者

による評価であると定義されており、「自己評価の客観性・透明性を高める」2）ことが期待されてい

るものである。先の木岡（1989）の主張を踏まえれば、こうした学校関係者評価は、教育委員会‐

学校間の評価関係において、直接的な当事者ではない「学校関係者」という評価者を加えることに

より、「各学校に対する教育行政の在り方」をも含めた反省評価の契機を、学校レベルにて実施され

る評価活動において生じさせる可能性を持つものと考えてよいのではないだろうか。 

そこで、次章以降では、この「学校関係者評価」の全国的な実施状況に着目する。各市区町村教

委は、管轄下の学校における学校関係者評価の実施を促すためにどのような取組みをしているのか、

また、各学校において実施された評価の結果報告に基づき、各市区町村教委は、学校経営・教育行

政改善のためにどのような取組みを展開しているのか、その実態を明らかにしていく。 

３．学校関係者評価の実施状況 

⑴ 調査の概要 

 本稿の分析で用いるデータは、2009 年 12 月 28 日から 2010 年 1 月 31 日の期間において、全市区

町村の教育委員会（1,795 教育委員会）を対象とし、郵送法により実施した質問紙調査（調査実施

責任者：国立教育政策研究所 教育政策・評価研究部部長 葉養正明）によるものである。本調査

が主な対象としているのは、その実施が各学校の努力義務とされている学校関係者評価の実施状況

及びこれにかかる各市区町村教委の取組みの実態である。調査票回収数は 987 教育委員会（回収率

55.0％）であった 3）。 

 

⑵ 全国市区町村における学校関係者評価の実施状況 

全国の各市区町村における学校関係者評価の実施状況については、図 1 の集計結果を参照された

い。 
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まず、管轄下のすべての学校において学校関係者評価が実施されていると回答した市区町村教委

は 698（全体の 70.7％）であったのに対し、一部の学校において実施されていると回答した市区町

村教委は 171（全体の 17.3％）、実施していないと回答した市区町村教委は 85（全体の 8.6％）であ

った。管轄下の学校における学校関係者評価の実施が徹底されている自治体は 7 割を超えるが、徹

底されていない自治体、あるいはまったく実施していない自治体も一定数存在していることがわか

った。 

これを人口規模別に見ると、表 1 のようになっている。 

「一部の学校において実施されている」と回答した市区町村教委の割合が最も多かったのは人口

50 万人以上の市区町村（全 28 自治体のうちの 39.3％）であり、次いで 30 万人以上 50 万人未満の

市区町村（全 43 自治体のうちの 25.6％）であった。人口規模の大きい市区町村ほど、学校関係者

評価の実施を徹底することが難しいようである。おそらく、人口規模の大きい自治体ほど管轄下の

学校数も多く、各学校の学校評価活動に対する考え方も多様であることに起因する状況であるもの

と考えられる。 

 

図１ 学校関係者評価の実施状況 
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４．各学校における学校関係者評価の実施を促すための市区町村教委の取組みの実態 

前章では、学校関係者評価の実施状況については、すべての学校でその実施が徹底されている市

区町村が多い中で、一部の学校で実施されている、あるいはまったく実施されていない市区町村も

存在していることがわかった。人口規模の大きい自治体ほど全ての学校における評価実施の徹底が

なされにくいという傾向も窺えるが、本章では、管轄下の各学校における学校関係者評価の実施を

促すために、市区町村教委はどのような取組みを行っているのかという点について、実態を明らか

にしていく。 

ここでは、各学校における学校関係者評価の実施を促すための市区町村教委の取組みとして、①

学校関係者評価を実施する際の市区町村独自のガイドラインや手引き等を作成しているかどうか、

表１ 人口規模別に見た学校関係者評価の実施状況

（下段は％） 

市区町村の人口

全

て
の
学
校
で

実

施

さ
れ
て
い
る

一

部
の
学
校
で

実

施

さ
れ
て
い
る

実

施
し
て
い
な

い

そ

の
他

無

回
答

合

計

５０万人以上 17 11 28

60.7 39.3 - - - 100.0

３０万以上～５０万人未満 26 11 2 4 43

60.5 25.6 4.7 - 9.3 100.0

１０万以上～３０万人未満 88 30 1 5 1 125

70.4 24.0 0.8 4.0 0.8 100.0

５万以上～１０万人未満 130 25 9 1 4 169

76.9 14.8 5.3 0.6 2.4 100.0

３万以上～５万人未満 106 39 7 1 2 155

68.4 25.2 4.5 0.6 1.3 100.0

１．５万以上～３万人未満 125 20 19 3 3 170

73.5 11.8 11.2 1.8 1.8 100.0

０．８万以上～１．５万人未満 80 16 9 4 109

73.4 14.7 8.3 - 3.7 100.0

０．５万以上～０．８万人未満 50 6 17 2 75

66.7 8.0 22.7 - 2.7 100.0

０．５万人未満 71 13 21 2 107

66.4 12.1 19.6 - 1.9 100.0

合計 698 171 85 10 23 987

70.7 17.3 8.6 1.0 2.3 100.0
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②評価結果を公表する際の全校共通の様式を作成しているかどうか、③学校関係者評価の評価員を

対象とした研修事業を実施しているかどうか、という点に着目する。 

表 2-1～2-3 のクロス集計表は、市区町村教委によるこれらの取組みの実態について、学校関係者

評価の実施状況（管轄下の「すべての学校で実施されている」あるいは「一部の学校で実施されて

いる」）との相関を明らかにしたものである。 

まず、①市区町村独自のガイドライン等の作成や、②評価結果の公表様式の作成、③学校関係者

評価の評価員を対象とした研修事業を実施している市区町村教委は、いずれの取組みに関しても調

査時には少数であったことがわかる。3 つの取組みの中では、市区町村独自のガイドライン等の作

成が最も多く実施されており、実施する市区町村教委は全体の 2 割を超えるが、評価員の研修を実

施する市区町村教委は全体の 1 割にも満たない状況である。また、クロス集計表から窺えるのは、

市区町村教委による①～③のような取組みがなされなくても、各学校の判断で学校関係者評価が実

施されているケースがかなりの数を占めるということである。ただ、こうした市区町村教委の取組

みがなされている自治体では、取組みがなされていない自治体に比べ、すべての学校で学校関係者

評価が実施される割合が高くなる傾向を見て取ることができ、学校関係者評価の実施を徹底する上

で、市区町村教委による取組みには一定程度の効果があるということが窺える。 

 

表 2-1 学校関係者評価を実施する際の市区町村独自のガイドラインや手引き等の作成状況（下段

は総和の％） 

作成している 作成していない その他 無回答

176 479 42 1 698

20.3 55.1 4.8 0.1 80.3

29 136 5 1 171

3.3 15.7 0.6 0.1 19.7

205 615 47 2 869

23.6 70.8 5.4 0.2 100.0

市区町村独自のガイドライン等
合計

合計

全ての学校で実施されている
学校関係者評価の
実施状況

一部の学校で実施されている

 

表 2-2 評価結果を公表する際の全校共通の様式の作成状況（下段は総和の％） 

定めている 定めていない その他 無回答

138 529 27 4 698

15.9 60.9 3.1 0.5 80.3

12 154 4 1 171

1.4 17.7 0.5 0.1 19.7

150 683 31 5 869

17.3 78.6 3.6 0.6 100.0

評価結果の公表様式
合計

全ての学校で実施されている

一部の学校で実施されている

合計

学校関係者評価の
実施状況

 

表 2-3 評価員を対象とした研修事業の実施状況（下段は総和の％） 

実施している 実施していない その他 無回答

64 618 14 2 698

7.4 71.1 1.6 0.2 80.3

5 162 2 2 171

0.6 18.6 0.2 0.2 19.7

69 780 16 4 869

7.9 89.8 1.8 0.5 100.0

学校関係者評価員対象の研修事業
合計

全ての学校で実施されている

一部の学校で実施されている

学校関係者評価の
実施状況

合計
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表 3 人口規模別に見た市区町村教委の取組み（下段は％） 

作成して
いる

作成して
いない

その他 無回答
定めてい

る
定めてい

ない
その他 無回答

実施して
いる

実施して
いない

その他 無回答

　合　　　計 879 205 623 48 3 150 691 32 6 70 788 16 5
100.0 23.3 70.9 5.5 0.3 17.1 78.6 3.6 0.7 8.0 89.6 1.8 0.6

５０万人以上 28 19 7 2 10 17 1 7 19 2
100.0 67.9 25.0 7.1 - 35.7 60.7 3.6 - 25.0 67.9 7.1 -

３０万以上～５０万人未満 37 17 15 5 11 24 2 6 29 2
100.0 45.9 40.5 13.5 - 29.7 64.9 5.4 - 16.2 78.4 5.4 -

１０万以上～３０万人未満 123 39 79 5 30 88 5 14 106 3
100.0 31.7 64.2 4.1 - 24.4 71.5 4.1 - 11.4 86.2 2.4 -

５万以上～１０万人未満 156 40 100 16 30 115 10 1 11 141 4
100.0 25.6 64.1 10.3 - 19.2 73.7 6.4 0.6 7.1 90.4 2.6 -

３万以上～５万人未満 146 29 108 8 1 26 116 4 10 132 3 1
100.0 19.9 74.0 5.5 0.7 17.8 79.5 2.7 - 6.8 90.4 2.1 0.7

１．５万以上～３万人未満 148 31 111 5 1 19 122 4 3 10 135 2 1
100.0 20.9 75.0 3.4 0.7 12.8 82.4 2.7 2.0 6.8 91.2 1.4 0.7

０．８万以上～１．５万人未満 96 14 79 3 13 79 4 6 88 2
100.0 14.6 82.3 3.1 - 13.5 82.3 4.2 - 6.3 91.7 - 2.1

０．５万以上～０．８万人未満 56 4 49 2 1 4 51 1 4 52
100.0 7.1 87.5 3.6 1.8 7.1 91.1 1.8 - 7.1 92.9 - -

０．５万人未満 84 9 73 2 5 76 1 2 1 82 1
100.0 10.7 86.9 2.4 - 6.0 90.5 1.2 2.4 1.2 97.6 - 1.2

評価結果の公表様式 学校関係者評価員対象の研修事業
人口規模 総数

市区町村独自のガイドライン等

 

 

 また、これらの市区町村教委による取組みの実態を自治体の人口規模別に見たものが表 3 である。

①市区町村独自のガイドライン等の作成や、②評価結果の公表様式の作成、③学校関係者評価の評

価員を対象とした研修事業の実施、いずれの取組みについても、人口規模の大きな自治体ほど実施

されている割合が高く、特に、市区町村独自のガイドライン等に関しては、人口 30 万以上の自治体

では、作成していない自治体よりも作成している自治体の方が多くなっていることが特徴的である

といえる 4）。 

５．学校関係者評価の結果に応じた市区町村教委による学校支援の実態とその規定要因 

⑴ 学校関係者評価の結果に応じた市区町村教委による学校支援の実態 

 次に、本章では、管轄下の各学校から報告を受けた学校関係者評価の結果について、市区町村教

委はこれをどのように活用しているのか、市区町村教委が各学校に対して行う学校支援や教育行政

改善に反映されているのか、その実態を明らかにしていく。ここでは、評価結果を学校支援や条件

整備などの教育行政改善に活かす市区町村教委の取組みのひとつとして、学校予算配分において、

各学校から報告を受けた学校関係者評価の結果を市区町村教委が参考にしている程度に着目する。 

 表 4 に示した度数分布表によると、「あまり参考にしていない／ほとんど参考にしていない」と回

答した市区町村教委は 424 にのぼり、学校関係者評価がすべてあるいは一部の学校で実施されてい

る市区町村の半数弱を占めるのに対し、「大変参考にしている／やや参考にしている」と回答した市

区町村教委は 142、「どちらとも言えない」と回答した市区町村教委は 258 に留まっていることがわ

かる。 

 

表 4 学校予算配分における学校関係者評価結果の参考度（下段は％） 

大いに参考にし

ている

やや参考にして

いる

どちらともいえな

い

あまり参考にし

ていない

ほとんど参考に

していない
その他 無回答 合計

25 117 258 128 296 35 10 869

2.9 13.5 29.7 14.7 34.1 4.0 1.2 100.0  

 

⑵ 学校関係者評価の結果に応じた市区町村教委による学校支援の規定要因 

 前節では、市区町村教委が学校予算配分において学校関係者評価の結果を参考にする程度にはば
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らつきが見られることが明らかになったが、こうしたばらつきはいかなる要因によって生じている

のだろうか。学校予算配分にあたり、学校関係者評価の結果を「大変参考にしている／やや参考に

している」と回答した市区町村教委の数（学校関係者評価がすべてあるいは一部の学校で実施され

ている市区町村数の 16.4％）は、調査の時点では、「あまり参考にしていない／ほとんど参考にし

ていない」と回答した市区町村教委の数（48.8％）の半数にも満たず、「どちらとも言えない」と回

答した市区町教委数（29.7％）よりも、「あまり参考にしていない／ほとんど参考にしていない」と

回答した市区町村教委の方が多くなっている。こうした状況の中で、「大変参考にしている／やや参

考にしている」と回答しているのはどのような市区町村教委であるのか、検証を行いたい。 

 まず、市区町村教委が学校予算配分において学校関係者評価の結果を参考にする程度を規定する

要因として考えられるのは、次のようなものである。 

 第一に、学校評価の有効性にかかる市区町村教委の認識である。市区町村教委自身が学校評価シ

ステムに高い有効性を認めている場合には、これを活用した学校経営改善・教育行政改善を目指す

ための取組みに力を入れるのではないかと考えられる。 

 第二に、学校関係者評価の実施状況である。学校関係者評価の実施が徹底され、管轄下における

すべての学校において実施されている場合には、各学校から報告された評価結果に基づき、それぞ

れのパフォーマンスを市区町村教委として客観的・相対的に把握した上で、学校支援のあり方を考

えることも可能となるものと思われるが、一部の学校でのみ学校関係者評価が実施されている場合

には、一部の学校の評価結果を参考にして各学校への支援内容を決定することは不公平を生じるた

め、避けられるのではないかと考えられる。 

 第三に、各学校における学校関係者評価の実施を促すための市区町村教委の取組みの実態である。

本稿の分析において注目してきた 3つの取組み―①市区町村独自のガイドライン等の作成、②評価

結果の公表様式の作成、③学校関係者評価の評価員を対象とした研修事業の実施―には、いずれも

学校関係者評価の実施を徹底する機能が一定程度認められたが、特に、市区町村独自のガイドライ

ンや評価結果の公表様式を定めることにより、各学校で実施される学校評価活動の内容について統

一化が図られているような場合には、市区町村教委としては、これを参考にした公平な学校支援が

行い易くなるのではないかと考えられる。 

 第四に、自治体の人口規模である。人口規模が大きく、学校数の多い自治体では、学校数の少な

い小規模自治体よりも、個々の学校の実態を把握することが難しいように思われ、人口規模の小さ

い自治体の市区町村教委の方が、それぞれの学校の学校関係者評価の結果に応じた学校支援を行い

易いのではないかと考えられる。 

 

⑶ 分析 

 実際に、これら 4つの要因が、市区町村教委が学校予算配分において学校関係者評価の結果を参

考にする程度に与える影響について明らかにしていく。以下のような指標を用いて被説明変数及び

説明変数を設定し、分析を行う。 

 

＜被説明変数＞ 

・市区町村教委が学校予算配分において学校関係者評価の結果を参考にする程度（1＝「大いに参考

にしている」、2＝「やや参考にしている」、3＝「どちらともいえない」、4＝「あまり参考にして

いない」、5＝「ほとんど参考にしていない」の順序変数） 
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＜説明変数＞ 

①学校評価システムの有効性にかかる市区町村教委の認識（1＝「大変有効であると思う」、2＝「あ

る程度有効であると思うが、改善の余地はあると思う」、3＝「どちらともいえない」、4＝「あま

り有効ではない」、5＝「有効ではない」の順序変数） 

②学校関係者評価の実施状況（1＝「すべての学校で実施している」、0＝「1 以外」のダミー変数） 

③各学校における学校関係者評価の実施を促すための市区町村教委の取組みの実態 

・市区町村独自のガイドライン等の作成の有無（1＝「作成している」、0＝「作成していない」のダ

ミー変数） 

・評価結果の公表様式の作成の有無（1＝「作成している」、0＝「作成していない」のダミー変数） 

・学校関係者評価の評価員を対象とした研修事業の実施（1＝「実施している」、0＝「実施していな

い」のダミー変数） 

④自治体の人口規模（1＝「50 万人以上」、2＝「30 万以上～50 万人未満」、3＝「10 万以上～30 万

人未満」、4＝「5 万以上～10 万人未満」、5＝「3 万以上～5 万人未満」、6＝「1.5 万以上～3 万人

未満」、7＝「0.8 万以上～1.5 万人未満、8＝「0.5 万以上～0.8 万人未満」、9＝「0.5 万人未満」の

順序変数） 

 

表 5 記述統計量 

度数 最小値 最大値 平均値 標準偏差

学校予算配分における学校関係者評価結果の参考度 831 1 5 3.670 1.187

学校評価の有効性にかかる認識 949 1 5 1.870 0.695

学校関係者評価の全校実施（ダミー） 954 0 1 0.732 0.443

自治体独自のガイドラインの作成（ダミー） 828 0 1 0.248 0.432

評価結果の公表様式の作成（ダミー） 841 0 1 0.178 0.383

評価者対象の研修の実施（ダミー） 858 0 1 0.082 0.274

人口規模 978 1 9 5.390 2.108

有効なｹｰｽの数 (ﾘｽﾄごと) 730  

 

表 6 学校予算配分における学校関係者評価結果の参考度の規定要因（順序プロビット分析の結果） 

パラメータ推定値（表 6-1） 

下限 上限

閾値 = 1 -2.610 0.201 167.786 1 0.000 -3.004 -2.215

閾値 = 2 -1.661 0.183 82.353 1 0.000 -2.020 -1.303

閾値 = 3 -0.668 0.177 14.224 1 0.000 -1.015 -0.321

閾値 = 4 -0.263 0.176 2.225 1 0.136 -0.609 0.083

学校評価の有効性にかかる認識 0.195 0.061 10.368 1 0.001 0.076 0.314

学校関係者評価の全校実施（ダミー） -0.158 0.106 2.221 1 0.136 -0.365 0.050

自治体独自のガイドラインの作成（ダミー） -0.463 0.117 15.683 1 0.000 -0.692 -0.234

評価結果の公表様式の作成（ダミー） -0.026 0.130 0.039 1 0.844 -0.280 0.228

評価者対象の研修の実施（ダミー） -0.059 0.160 0.136 1 0.713 -0.372 0.254

人口規模 -0.139 0.021 43.866 1 0.000 -0.180 -0.098

95% 信頼区間
B 標準誤差 Wald 自由度 有意確率

 
モデル適合情報（表 6-2） 

モデル -2 対数尤度 カイ 2 乗 自由度 有意確率

切片のみ 962.916

最終 890.659 72.258 6 0.000  

疑似 R2乗値 5）:Nagelkerke 0.100 

 

 このように複数の規定要因が考えられる場合、個々の要因の影響の大きさについて統計的に検証
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するには、他の要因の影響をコントロールする必要があるため、ここでは多変量解析として回帰分

析を試みる。なお、ここで被説明変数となる「市区町村教委の学校予算配分における学校関係者評

価結果の参考度」は、連続的な値ではなく離散的な値（順序変数）となっており、通常の最小 2乗

法による推計を行うことができない。そのため、被説明変数がある値をとる確率を関数を用いて表

現した計量モデルである「順序プロビット・モデル」を用いた推計を行うこととする 6）。なお、各

変数の記述統計量については表 5 に示している。 

 順序プロビット分析の結果は表 6 のとおりである。また、図 2～4 は、この順序プロビット分析に

より推定された係数に基づき、特定の説明変数の値が変化することによって、被説明変数の値がど

の程度変化するのか、影響の大きさを観察したい説明変数以外の説明変数を平均値とした上で、影

響が生じる確率を計算し、グラフ化したものである。図 2 では市区町村教委による学校評価の有効

性認識、図 3 では市区町村独自のガイドライン等の作成の有無、図 4 では市区町村の人口規模が、

それぞれ学校予算配分における学校関係者評価結果の参考度に与える影響について、どの程度（「大

いに参考にしている」～「まったく参考にしていない」の 5 段階）の影響がどの程度の確率で生じ

るのかという点について、グラフに示している。 

 

図２ 学校評価の有効性認識が学校予算配分における学校関係者評価結果の参考度に与える影響 
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図３ 独自ガイドラインの作成が学校予算配分における学校関係者評価結果の参考度に与える影響 
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図４ 人口規模が学校予算配分における学校関係者評価結果の参考度に与える影響 
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これらの分析結果によると、各変数の影響については以下のようになっている。 

 ①学校評価システムの有効性にかかる認識について。係数は 0.195（有意確率 0.001）であり、有

効性にかかる認識が高いほど、学校予算配分における学校関係者評価結果の参考度も高くなる確率

が高いことが読み取れる。また、図 2からは、学校評価システムの有効性について「大変有効であ

る」と回答する市区町村教委が、学校予算配分にあたり学校関係者評価の結果を「大いに参考にし

ている／やや参考にしている」と回答する確率は 19.29％であると推計されているのに対し、学校

評価システムの有効性について「有効ではない」と回答する市区町村教委の場合には、4.92％に留

まると推計されていることがわかる。 

 ②学校関係者評価の全校実施について。係数は-0.158（有意確率 0.136）であり、その影響力の

統計的有意性は低いものの、学校関係者評価が、管轄下のすべての学校で実施されている自治体の

方が、そうでない自治体よりも、学校予算配分における学校関係者評価結果の参考度が高くなる確

率が高いことが読み取れる。 

 ③各学校における学校関係者評価の実施を促すための市区町村教委の取組みの実態について。3

つの取組みのうち、統計的に有意な影響力が認められるのは、自治体独自のガイドライン等の作成

の有無である。係数は-0.643（有意確率 0.000）であり、独自のガイドライン等を作成している自

治体では、作成していない自治体よりも、学校予算配分における学校関係者評価結果の参考度が高

くなる確率が高いことが読み取れる。また、図 3からは、市区町村独自のガイドライン等を作成し

ている市区町村教委が、学校予算配分にあたり学校関係者評価の結果を「大いに参考にしている／

やや参考にしている」と回答する確率は 24.56%であるのに対し、ガイドライン等を作成していない

市区町村教委の場合には 12.48%に留まると推計されていることがわかる。 

なお、その他の 2つの取組み（評価結果の公表様式の作成の有無、評価員を対象とした研修の実

施の有無）については、統計的に有意な影響力を認めることができなかった。 

 ④自治体の人口規模について。係数は-0.139（有意確率 0.000）であり、人口規模が小さい自治

体ほど、学校予算配分における学校関係者評価結果の参考度が高くなる確率が高いことが読み取れ

る。また、図 4からは、人口が 50万人以上の自治体では、市区町村教委が学校予算配分にあたり学

校関係者評価の結果を「大いに参考にしている／やや参考にしている」と回答する確率は 3.91％に
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留まるのに対し、人口 3～5万人の自治体では 11.40%、人口 0.5万人未満の自治体では、25.80％に

まで高まるものと推計されていることがわかる。 

６．考察 

⑴ 分析から得られた知見 

本稿の分析から得られた知見については、次の 2 点に整理できる。 

まず、第一に、市区町村独自のガイドライン等の作成や、評価結果の公表様式の作成、学校関係

者評価の評価員を対象とした研修の実施など、学校関係者評価の実施の促進に向けた市区町村教委

の取組みは、管轄下の学校における学校関係者評価の実施の徹底にある程度寄与しているようであ

るが、人口規模の大きい自治体ではその限りではないこと、また、こうした市区町村教委による取

組みがなされていなくても、多くの学校で学校関係者評価が実施されており、それぞれの学校の判

断に基づいて実施されていることが窺えるということである。そして、第二に、各学校から報告を

受けた学校関係者評価の結果を市区町村教委が学校経営・教育行政改善にどの程度活用しているか

については、自治体間においてばらつきが見られ、特に、学校評価システムの有効性にかかる認識、

市区町村独自のガイドライン等の作成、人口規模といった要因によって規定されていることが明ら

かとなった。一方で、管轄下のすべての学校で学校関係者評価が実施されているか否かといった点

や、評価結果の公表様式の作成の有無、評価員を対象とした研修の実施の有無といった点について

は、市区町村教委が学校関係者評価の結果を参考にする程度に対してそれほど影響力を持っていな

いことが明らかとなった。 

これらの知見から窺えるのは、まず、学校関係者評価の定着を図るには、市区町村教委の取組み

及び各学校への働きかけを活発化させることよりも、各学校自身が学校関係者評価を実施すること

へのインセンティブを見出せるようになることが必要ではないかということである。この点、各学

校から報告された学校関係者評価の結果に応じて、市区町村教委が学校支援を行うということが制

度化され、より積極的に実施されるならば、各学校としては、そうした市区町村教委の支援を適切

に受けるために、学校関係者評価の実施により力を入れて取り組めるのではないかと考えられる。 

また、学校関係者評価の結果に応じた市区町村教委の学校支援については、これが実施されるに

は、市区町村教委自身が学校評価システムの有効性を高く認識し、これを積極的に活用した学校改

善・教育改善を志向していることが前提となるようである。そして、小規模自治体では、管轄下の

学校数が少なく、各学校の実態を把握し易いためか、大規模自治体に比べより学校関係者評価の結

果に応じた学校予算配分を行っている様子が窺える。しかし、学校のパフォーマンスの客観的・相

対的な把握を促す取組み、すなわち、管轄下の学校に共通の評価結果の公表様式の作成や、市区町

村教委による評価員の研修事業の実施といったことは、市区町村教委による学校支援の公平性を期

すために必要ではないかと予想されたが、結果的に、これらが市区町村教委による学校予算配分に

おける評価結果の参考度を向上させている実態は確認できなかった。他方で、市区町村独自のガイ

ドライン等を作成している市区町村教委には、より学校関係者評価の結果に応じた学校支援を行う

傾向があることが確認された。 

ここでいう「市区町村独自のガイドライン等」とは、「管轄下の学校に共通の評価結果の公表様式」

等に比べてその規定が大綱的なものとなっていることが想像されるものである。こうしたことから、

市区町村教委から示された一定の様式や基準に基づいて行う評価活動よりも、各学校の多様な状況
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に即してそれぞれの評価員が独自に行う評価活動の方が、学校改善や教育行政改善においてその結

果が活用され易いという実態があることが指摘できるのではないだろうか。 

 

⑵ 今後の課題 

以上のような知見に基づき、今後の研究上の課題として考えられるのは、各学校の多様な実態、

すなわち、各学校の経営の「動態的側面」を重視しつつも、広範な地域教育全体の改善を可能とす

るような学校評価の方法や仕組みとはいかなるものであるのかという点について、検証を行うこと

である。評価結果の各学校共通の公表様式の作成など、市区町村教委が各学校において実施される

評価活動についてある一定の様式や基準を設けることにより、市区町村教委は、管轄下の各学校の

パフォーマンスをより客観的・相対的に捉えることが可能となり、これは市区町村教委が各学校に

対して行う支援の内容を決定する際の根拠となり得るのではないかと予想されたが、実際にはその

限りではないようである。それでも、特定の学校の改善に留まらず、管轄下のすべての学校の改善

を目指すために、市区町村教委による学校支援は、公平・公正な根拠を持って実施される必要があ

るはずである。こうした公平・公正な学校支援の根拠となり得るような学校評価が実施されるため

には、どのような方法や仕組みが整備される必要があるのだろうか。 

本稿においてその実施状況に注目してきた学校関係者評価は、先述のように、学校レベルにおい

て、「自己評価の客観性・透明性を高める」ことを目的の一つとして実施することが期待されている

ものである。広田ら（2009）によれば、今次の学校教育法及び同法施行規則の一部改正による新し

い学校評価システムの形成は、財界等からなされた義務教育に選択と競争を取り入れることの要請

に端を発するものであったとされているが、これに軌道修正を重ねつつ設計された現行の学校評価

の仕組みにおいては、前川（2007）のいう「国家責任」と「現場主義」、「市場原理」の狭間に市区

町村教委が立たされ、具体的な学校評価の方法やこれを活用する仕組みを探りつつある状態とも言

えるのではないだろうか。 

この点、勝野（2010）によれば、学校教育に関して国が目標設定を行い、評価によって結果を確

保するという合理的なアウトプット管理がもっとも有効に機能するのは、「学校教育の目的」、次い

で「教育の質の概念」、最後に「評価項目・指標」の各要素が、この流れによって一意に定まる場合

であるとされる。しかし、我が国の現状においては、教育目標や評価される教育の質の限定は「不

十分」であること、また、そのような中では、学校評価が契機となって教育の目的や目標、質が限

定されていく可能性、つまり、「客観的」な評価、数値指標が逆に「評価可能」な教育目標、重点項

目の設定を促進してしまう可能性を勝野（2010）は指摘しており、「国、地方、学校それぞれにおい

て、教育の目的・目標と質に関するより深い議論と理解を促進する学校評価」が求められること、

「学校ではそのような議論と理解を教職員だけでなく、児童、生徒、保護者、地域住民に広く開か

れた形で行うことが必要」であることを主張している。 

各学校の経営の「動態的側面」を重視しつつ、地域教育全体の改善を可能とするような学校評価

の方法や仕組みの構築は、勝野（2010）に従えば、「教育の目的・目標と質に関するより深い議論と

理解」が、まず学校レベルにおいて保護者・地域住民等に開かれた形で展開され、市区町村教委が

こうした各学校における議論の展開を把握した上で、学校支援の在り方を検討することが前提とな

るものと考えられる。ただ、これについては、どのような環境の下で可能となるものであるのか、

さらに実証的な検討を要するであろう。各学校レベルにおいて、自己評価や学校関係者評価が実施

される過程において、各学校の実態が、教職員や保護者・住民など学校関係者等の間でどのように
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認知され、その課題がどのように見出され共有されていくのか、また、市区町村教委がこれをどの

ように把握していくのか、より実践に踏み込んだ形でそのプロセスを明らかにしていくことが、学

校経営・教育行政の改善に寄与する学校評価の内容と方法を検討する上で、必要不可欠な作業とな

るのではないかと考えられる。 

 

注 

１）1990 年代後半になって文部省（当時）は学校評価の制度化に着手するが、当初、文部省（当時）は「各学校の自発的

改善を促すための、任意の自己点検評価のための制度構想」を掲げていたものの、「教育改革国民会議での論争を経て、

2000 年代になると、規制改革を推進しようとする財界・規制関連会議・経済財政諮問会議が、義務教育に選択と競争

を持ち込もうとして、文科省が進めてきた方向とは別の意味合いの学校評価制度の構想を提案し、実施を求めるよう

になった」と広田ら（2009）は指摘する。そして、2007 年の学校教育法及び同法施行規則の一部改正に向け、国レベル

で展開される学校評価に関する議論は、「現場主義・国家責任・市場原理という３つの座標軸が交差するかたちで進」

められたということである（前川 2007）。 

２）文部科学省『学校評価ガイドライン［平成 22 年改訂］』18 頁。 

３）都道府県別の回答数及び回答回収率は以下のとおりである。 

  北海道 93(回答回収率 52.0%)、青森県 29(72.5%)、岩手県 16(45.7%)、宮城県 18(51.4%)、秋田県 14(56.0%)、山形県

19(54.3%)、福島県 23(39.0%)、茨城県 24(54.6%)、栃木県 20(66.7%)、群馬県 20(55.6%)、埼玉県 40(57.1%)、千葉県 40(71.4%)、

東京都 40(64.5%)、神奈川県 23(69.7%)、新潟県 18(58.1%)、富山県 9(60.0%)、石川県 9(47.4%)、福井県 9(53.0%)、山梨県

17(60.7%)、長野県 29(36.3%)、岐阜県 25(59.2%)、静岡県 22(59.5%)、愛知県 43(71.7%)、三重県 17(58.6%)、滋賀県 14(53.9%)、

京都府 15(57.7%)、大阪府 24(55.8%)、兵庫県 23(56.1%)、奈良県 24(61.5%)、和歌山県 14(46.7%)、鳥取県 14(73.7%)、島根県

7(33.3%)、岡山県 13(48.2%)、広島県 11(47.8%)、山口県 14(70.0%)、徳島県 4(16.7%)、香川県 10(58.8%)、愛媛県 11(55.0%)、

高知県 18(52.9%)、福岡県 40(60.6%)、佐賀県 6(30.0%)、長崎県 10(43.5%)、熊本県 14(29.8%)、大分県 5(27.8%)、宮崎県

11(39.3%)、鹿児島県 22(48.9%)、沖縄県 15(36.6%)、無回答 31 

４）本調査では、「学校関係者評価を実施する際のガイドラインや手引き等の作成」、「評価結果を公表する際の全校共

通の様式の作成」、「評価員を対象とした研修事業の実施」、「学校への予算配分における参考度」の 4 項目のほかに、

学校関係者評価の充実・改善に向けた市区町村教委の取組み状況として、より日常的に取り組まれていると考えられ

る事柄を 13 項目（1.指導主事による学校訪問の回数を増やしている。 2.学校管理職からの意見聴取の充実に努めてい

る。 3.各学校に対し、評価項目あるいは評価方法に関して、指導・助言を行っている。 4.学校評価に対する情報収集

やデータ分析等の支援を行っている。 5.各学校に対し、評価者への情報提供のあり方に関して、指導・助言を行って

いる。 6.学校管理職に対し、学校関係者評価に関するテーマを盛り込んでいる。 7.教職員向けの研修に、学校関係者

評価に関するテーマを盛り込んでいる。 8.評価者向けの講習会や研修会を開催している。 9.各学校に、学校関係者評

価に取り組んでいる先進校の事例を紹介している。 10.他自治体における学校関係者評価の実施状況について情報収集

している。 11.各学校から提出された評価結果の報告書を分析している。 12.基本的に、各学校の姿勢に委ねている。 

13.その他）掲げ、調査対象となる市区町村教委が該当する項目を挙げるという形で回答を得た。 

  すべての学校で学校関係者評価が実施されている自治体の回答を集計すると、回答数の多かった項目として、「学校

管理職からの意見聴取の充実に努めている」（回答率 63.2%）、「各学校から提出された評価結果の報告書を分析してい

る」（50.7%）、「各学校に評価項目・方法に関して指導・助言を行っている」（50.0%）、「基本的に、各学校の姿勢に

委ねている」（49.3%）を挙げることができる。他方、一部の学校で学校関係者評価が実施されている自治体の回答につ

いては、集計の結果回答数の多かった上位 4 項目を挙げると、「基本的に、各学校の姿勢に委ねている」（59.5%）、「学

校管理職からの意見聴取の充実に努めている」（45.8%）、「各学校から提出された評価結果の報告書を分析している」

（44.0%）、「各学校に評価項目・方法に関して指導・助言を行っている」（31.0%）となっている。 

  全体的な特徴として、学校管理職や教職員、評価者向けの研修や説明会、先進的な取組みに関する情報提供といっ

た事前の働きかけよりも、各学校の実態に応じた意見聴取や指導・助言、事後的な分析といった取組みに力を入れて
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いる自治体が多いことが指摘できる。また、一部の学校で学校関係者評価が実施されている自治体よりも、すべての

学校で学校関係者評価が実施されている自治体の方が、このような学校関係者評価の充実・改善に向けた教委の取組

みが積極的に行われる割合が高く、一部の学校で学校関係者評価が実施されている自治体では、「基本的に、各学校の

姿勢に委ねている」との回答が多いことがわかる。 

５）順序回帰分析のモデル式のあてはまりの良さを示す。この値が 1 に近いほど、モデル式のあてはまりが良いことを示

している。 

６）順序プロビット・モデルを用いた分析の例として、厚生労働省白書『平成 20 年版 労働経済の分析―働く人の意識

と雇用管理の動向』第 2 章等を参照した。 
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外国人児童生徒と学力保障 
－CALLA モデルによる授業づくり－ 

Japanese Language Learners and Academic Achievement: 
How to Design Lessons based on the CALLA model 

松尾 知明＊  

MATSUO Tomoaki 

 

Abstract 
Since the 1990 Immigration Act, the number of foreign students who need extra Japanese in-

struction has consistently increased, and almost half of all school districts in Japan now enroll 

Japanese language learner (JLL) students.  It is no longer unusual for Japanese teachers to have 

newcomer JLL students in their classes.  On the other hand, Japanese schools fail to meet the 

language needs of the JLL students, resulting in serious problems of low academic achievement 

among those JLL students.  

The purpose of this study is to explore how to design lessons for JLL students through examining 

the CALLA（Cognitive Academic Language Learning Approach）model in the United States.  

First, the problems of current education for JLL students and the significance of the CALLA model 

in Japanese context are outlined.  Secondly, the theoretical backgrounds of the CALLA model 

and its basic framework are examined.  Thirdly, the key concepts and curriculum design of the 

CALLA model are discussed.  Fourthly, to evaluate its effectiveness, some CALLA project as-

sessments are reviewed.  Lastly, some implications of the CALLA model for the education of JLL 

students are presented. 

 

はじめに 

 1990 年の入管法の改正施行にともない、日本語指導の必要な外国人の子どもたちが増加しており、

公立学校における在籍児童生徒数は、2008 年 9 月１日現在で 28,575 人に至っている 1)。地方自治体

レベルの在籍もすでに 5 割近くに及んでいるなかで、日本の教師が、外国につながりをもつ児童生

徒を担任することもそれほどめずらしいことではなくなったといえるだろう。 

 その一方で、日本の学校教育は外国人の子どもたちの言語的なニーズに応え切れておらず、学力

問題はいまだに深刻である。とくに、外国人児童生徒の長期的支援の視点に立った在籍学級におけ

る効果的な授業づくりに課題が残されている。 

では、外国人と日本人の児童生徒が在籍する多文化クラスにおける授業づくりをどのように進め

ていけばよいだろうか。本稿では、外国人児童生徒の学力保障をめざして、CALLA（Cognitive 

Academic Language Learning Approach）モデルによる授業づくりについて検討したい 2)。 

 

                                            
＊ 初等中等教育研究部 
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１．問題の所在 

 外国人の子どもたちの学力保障はいまだに大きな課題となっている。確かに、日本語指導の必要

な外国人児童生徒の増加に対応して、日本語指導教員の加配、日本語指導教室の設置、バイリンガ

ル支援員の巡回指導、学校への準備を促すプレクラスの実施など、受け入れ態勢の整備がこれまで

進められてきた。さらに、在籍学級での教科学習への移行を促すために教科内容を基礎に日本語指

導を行う JSL(Japanese as Second Language)カリキュラムも開発されてきている。しかし、これらの

努力にもかかわらず、外国人の子どもたちの学力問題は解消したとはいえないのが現実である 3)。 

 このような低学力問題の原因の一つに、外国人児童生徒に対するこれまでの支援が、日本語の初

期指導が中心であったことが挙げられる。後述するように、外国人の子どもたちが学校での学習言

語を習得するには５～10 年という期間が必要であることがわかっており、学力形成を促すには長期

にわたる支援が不可欠である。その一方で、外国人の在籍する学級での授業づくりといった長期的

な視点に立った支援はこれまであまり試みられてこなかったのである。 

このような多文化クラスにおける授業づくりを考えるにあたり、本稿では、米国で展開している

CALLA モデルに着目したい。英語学習者(English Language Leaner)を対象にしたこの指導アプローチ

は、ESL(English as Second Language)教員のみならず一般の小学校教員や中学校教員を対象に開発さ

れたもので、ESL クラスだけではなく在籍学級の授業づくりにおいても実施可能なものである。さ

らに、英語学習者に対して効果があるだけではなく、とくに学力に課題のある一般の児童生徒の学

力向上にも有効であることが知られている。そこで、本稿では、米国で展開する CALLA モデルに

基づく授業づくりについて検討するとともに、日本において同モデルを進めていく課題について考

察したい。 

 CALLA モデルについては、米国の ESL 教育ではよく知られている指導方法の一つで、たとえば、

学習スキルをレビューした論文(Oxford,2001)や ELL の指導法に関する単行本(Haynes,2007)では、そ

の主要なアプローチとして紹介されている。一方、日本においては、CALLA モデルは論文等のなか

で引用されている場合もあるがあまり知られておらず、論文検索情報ナビゲータ及び Webcat のデ

ータベースを使い CALLA の用語で検索しても、該当する論文は全くみられなかった 4)。本稿は、第

二言語学習者としての子どもたちの学力向上をめざす授業づくりという日本の今日的な課題に示唆

的であり、先行研究がほとんど見られない CALLA モデルについて検討するという点で大きな意義

をもつと考える。 

２．CALLA モデルとは 

⑴ CALLA モデルを基礎付ける英語学習者(ELL)研究 

 CALLA モデルは、①生活言語と学習言語、②言語学習カリキュラム、③学習方略と効果的な言語

学習者に関する３つの研究成果がもとになっているという(Chamot & O’Malley,1996: 260)。 

 

 ①生活言語と学習言語 

一つ目が、生活言語と学習言語に関する研究の流れである。Cummins(1981)らは、日常生活で使用

する生活言語と学習場面で使用する抽象度の高い学習言語とを区別し、前者を「生活言語能力(Basic 

Interpersonal Communication Skills)」、後者を「認知学習言語能力(Cognitive Academic Language Profi-
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ciency)」と名づけた。そして、生活言語は１～２年と比較的早く獲得される一方で、学習言語を習

得するには５～７年の年月が必要であることを明らかにしている。 

このような違いをもたらす要因として、日常の生活では、言語を使うとき文脈的な手がかりが多

く、よく知っている話題についての会話が主流である一方、学級で使われる学習言語は、文脈的な

手がかりが少なく、新しい情報や未知の内容など認知的に難しい場合が多い。そのため、学習言語

の方が日常言語よりもずっと習得に時間がかかると指摘されているのである(Cummins,1984)。 

その後、Collier(1989)らは、カミンズと同様の研究を行い、学習言語を獲得して教科の学力をつけ

るのには、アメリカに移住した年齢によっては 10 年程度かかることを明らかにしている。 

 ②言語学習カリキュラムの展開 

二つ目が、言語学習カリキュラムに関する研究の流れである。ESL カリキュラムは従来、外国語

学習の多くが今日デザインされているように、語彙や文法が重視される傾向にあった。しかし、こ

のようなESLカリキュラムを履修しても、前述の学習言語を配慮した内容になっていなかったため、

英語は話せるが教科の授業についていけないといった状況を生むことになったのである。このこと

が、ESL カリキュラムは第二言語学習者が通常の授業についていけるだけの言語能力を育てていな

いといった批判となっていった(Chamot & O’Malley,1996: 260)。 

そのため、1980 年代を迎えるころには、ESL の伝統的なカリキュラムに修正が試みられるように

なった(Mohan,1979)。言語の指導と教科内容の指導とを関係づけることが提案されるようになり、

研究レベルにおいても、バイリンガル教材を使って内容を教えた結果、教科の概念の理解だけでな

く、英語の技能も大きくのびたことを明らかにした研究や、内容に焦点をあてた学級において言語

能力が大きくのびたとするカナダのフランス語イマージョンプログラムの研究などもみられるよう

になってきた。このような研究を背景として、ESL プログラムにおいては、教科内容を基礎にした

カリキュラムの開発が進んできているのである(Chamot & O’Malley,1996: 260)。 

 ③学習方略と効果的な言語学習者 

 三つ目が、効果的な言語学習者に関する研究の流れである。学習者の思考のプロセスや学習方略

に焦点をあてた研究のなかで、たとえば、第二言語習得に関する研究では、より効果的な学習者と

そうではない学習者を比較した結果、前者は、言語学習の課題に対してより適切な方略を選択して、

活用していることが明らかにされている。また、英語話者による学習方略の介入に関する研究では、

学習方略を知ることで、読み、問題解決、作文においても効果があったとする研究がある。このよ

うな研究結果から、学習方略を指導することが、英語学習者の内容や言語の習得に効果があること

が示唆されているのである(Chamot,2005)。 

 なお、CALLA モデルでは、先行研究をもとに、表 1 のような第二言語学習者にとって有用である

と思われる学習方略が抽出されている。そこでは、学習の計画、モニター、評価に関わる「メタ認

知方略」、及び、個々の課題に要求される「課題に基づく方略」に分けて整理されている。 
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表 1 学習方略 5) 

メタ認知方略 

実施プロセスを活用する 

計画する／組織する    課題を始める前に、 

              ・目標を設定する。  ・課題や内容の順番を計画する。 

              ・課題を遂行するやり方を計画する。（方略の選択）  ・教科書をざっと見る。 

モニターする／      課題に取り組む間に、 

問題を見つける       ・作業の進み具合をチェックする。 

              ・言葉を使う時に理解度をチェックする。（理解しているか。そうでないなら、問題は何か。） 

              ・言葉を使っているときに産出をチェックする。（理解されているか。そうでないなら、問題は何か。）

評価する         課題をやり終えた後、 

              ・学習課題をどれくらいうまくやれたかどうかを評価する。 

              ・学習方略をどれくらいうまくやれたかどうかを評価する。 

              ・その方略がどれくらい効果的であったかを決定する。 

              ・同様な課題を次にやるときに行う修正を見つける。 

自分自身の学習を調整する  ・あなたが最も効果的に学習したかどうかを決定する。  ・あなたが学習する状況を調整する。 

              ・練習の機会を求める。  ・課題にあなたの注意を焦点化する。 

 

課題に基づく方略 

あなたが知っていることを活用する 

背景となる知識を活用する  ・課題を遂行することを助けるためにすでに知っていることを考え、活用する。 

              ・新しい情報と既有知識の間を関連づける。 

              ・既有知識を明確にしたり修正したりするために新しい情報を活用する。 

推論する          ・意味を理解するために、文脈や知っていることを使う。 

              ・言外の意味を読んだり聞いたりする。  ・その意味を理解するために、教科書の行間を読む。 

予想する          ・次にくる情報を予想する。 ・叙述や口述のテキストで起こることについて論理的な推論をする。 

              ・予測する。（数学）  ・仮説を立てる。（科学） 

個人化する。        ・新しい概念を自分の生活、経験、知識、信念、感情に関連づける。 

転移させる／        ・他の言語の知識（母語を含む）を該当の言語に応用する。 

同系言語を活用する     ・同系言語を活用する 

代用する／言い換える    ・知らない言葉や表現に対し、同意語や説明的な語句を使う。 

あなたの感覚を活用する 

イメージを使う。      ・情報の理解や表現のために、実際の及び想像上のイメージを使ったり、つくったりする。 

              ・絵や図を使ったり、書いたりする。 

音を使う。         ・理解を助けるために、言葉、文、パラグラフを言ったり、読んだりする。 

              ・音にする。声に出す。 ・音、言葉、句、会話を覚えるために、「心のテープレコーダー」を使う。 

あなたの筋運動感覚を使う  ・役割を演じてみる。当該の言語で異なる役割に自分を想像してみる。 

あなたの整理技能を活用する 

パターンを見つける／    ・ルールを応用する。  ・ルールをつくる。 

応用する。         ・文字・音、文法、ディスコース、ルールを認め応用する。 

              ・文学のパターンを見つける。（ジャンル）  ・数学、理科、社会科のパターンを見つける。 

分類する／         ・性質によって、言葉や考えをカテゴリー化する。・生き物を分類する。自然のサイクルを見つける。

順序づける         ・数学、理科、社会科で、秩序や順番を見つける。  ・歴史で出来事を順番にならべる。 

選択的注意を活用する    ・特定の情報、構造、キーとなる語、句、考えに焦点をあわせる。 

ノートをとる。       ・聞いたり読んだりしている間に、重要な言葉や考えを書き取る。 

              ・話したり書いたりする際に使う考えや言葉をリストアップする。 

図表として構造化する    ・（ベン図、時間の流れ、ウェブ、図など）視覚的な表象を使ったり、つくったりする。 

まとめる          ・心の、言葉の、書いた情報のサマリーをつくる。 

さまざまなリソースを活用する 

情報源にアクセスする。   ・辞典、インターネット、他の参考資料を活用する。 

              ・情報源を探し活用する。  ・モデルに従う。  ・質問する。 

協力する。         ・課題をやったり、自信をつけたり、フィードバックを互いに行うために、他者と共に活動する。 

独り言をいう。       ・内部の資源を活用する。自分の進歩、利用可能な資源、目標に気付かせ、不安を軽減する。 
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⑵ CALLA モデルとは 

 CALLA モデルは、前述の３つの研究の潮流を踏まえ、1980 年代半ばの米国でシャモー(A.Chamot)

とオマリー(J. M. O’Marry)によって開発されたものである(Chamot & O’Malley,1987)。 

CALLA モデルとは、定義的に言えば、第二言語学習者の学力と言語能力をともに伸長させること

をめざして、教科内容を中心に授業を行い、学習言語の習熟をはかるとともに、学習方略を意図的

に指導する学習アプローチをいう。 

CALLA モデルは、当初は、小学校の高学年から中学校の生徒で英語を流暢に話すことができる一

方で、学習言語に課題があった生徒を対象に考えられたものであった。それが、学区レベルでの

CALLA プログラムの実施が広がるなかで、初期レベルの英語学習者、リテラシーの低い中学生、バ

イリンガルプログラムでも有効であることがわかってきている。現在では、ESL 教師やバイリンガ

ル教師だけではなく一般の教師たちにも活用されており、通常学級のとくに低学力の生徒にとって

も効果的な指導であることが明らかにされている(Chamot,2009: 5)。 

 CALLA を訳せば、認知的学習言語学習アプローチということになる。その特徴は、認知学習理論・

社会文化学習理論に基づくことである。そこでは、学習とは、活動的で戦略的なプロセスであり、

既有知識に新しい情報を関連づけることで、新しい認識へ至ることと捉えられている。また、学習

は、発達の最近接領域（独力で問題解決できる発達水準と支援があればできる水準の間）に働きか

ける教師によるモデリングや仲間との協同学習が重要であると考えられている。なお、CALLA モデ

ルの最大の特徴は、学習方略への着目である。教科内容と言語をともに学ぶのに加え、学習方略に

習熟することで自らの学習を調整する自己教育力を育成することをめざしているのである。 

以上のように、CALLA モデルは、今日的な学習理論に基づき、教科内容、学習言語、学習方略を

統合した指導アプローチを進めることで、学力とともに英語能力をのばすことを目的にしているの

である。 

３．CALLA モデルによる授業づくり 

⑴ CALLA モデルの３つの要素 

 CALLA モデルは、教科内容、学習言語、学習方略の３つの要素から構成されている。ここでは、

CALLA モデルが、これらの３要素を基礎とする理由を検討する 6)。 

 

 ①教科内容を中心にした授業づくり 

 教科内容を中心に授業づくりをする理由として、ここでは以下の３点を挙げておきたい。 

 第一に、学年レベルで習熟することが期待される知識や技能にアクセスすることができるからで

ある。教科内容を基礎に授業をつくることで、英語だけではなく教科の内容も合わせて学習するこ

とになる。そのことで、第二言語の習得だけでなく、認知レベルにあった学齢相当の知識や技能を

身につけることが可能になるのである。 

第二に、言語の学習だけよりも大きな学習への動機づけとなるからである。教科内容は、上述の

通り、同学年の児童生徒すべてが身につけることが期待されている。第二言語習得者にとっても、

同学年の子どもに追いつくことをめざして、英語の練習のみを繰り返すよりも、教科内容をベース

に学習を進めることがずっと学習動機を高めることができるといえる。 

第三に、ほんものの学習の場を提供することができるからである。教科内容をもとにカリキュラ
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ムをつくることで、その内容領域で使われる学習言語や学習方略を特定することができる。したが

って、教科内容をもとにした授業は、内容に即した必然的な状況のなかで、関連する学習言語や学

習方略を練習する最適な学習の場を提供することができるのである。 

 ②学習言語の習熟 

 学習言語の習熟をはかる理由として、ここでは以下の３点を挙げておきたい。 

第一に、教科内容を身に付けるのにカギになるからである。ある単元に出てくる重要な概念、語

彙、独特のディスコースなどの学習言語は、教科内容を理解する上での基礎となるものである。し

たがって、学習言語を意図的に教えることで、教科内容の習熟を促すことができるのである。 

 第二に、学校外では通常学習されないからである。前述の通り、日常言語は毎日の生活の中で身

につけることができるが、学習言語は、通常、教室の中でしか使われることがない。そのため、授

業において、単なる練習のための練習ではなく、各教科に特有の専門用語や分析、統合、評価など

の高次の思考を伴う学習言語を学習するのである。 

 第三に、思考の媒介として英語の練習になるからである。教科内容に対応した学習言語（聞く・

話す・読む・書く）に着目することで、上述したような教科に特有な語彙やディスコースが必然的

に学ばれることになる。そのことにより、日常生活では練習することのできない内容に基づいた高

次な思考をともなう言語学習が可能になるのである。 

 ③学習方略の意図的な指導 

 学習方略を指導する理由として、ここでは以下の３点を挙げておきたい。 

第一に、すぐれた学習者は学習方略を使っているからである。前述したように、有能な言語学習

者は言語を学ぶのに適した学習方略を身につけており、それらを駆使しながら言葉を学んでいる。

このような効果的な学習者にしていくためにも、学習方略を意図的に指導するのである。 

 第二に、教科の課題を学習する際にも効果が高いからである。学習方略は、言語学習のみならず

教科学習にも効果がある。学習方略を知っていることで、自分自身の学習をコントロールすること

ができるようになり、教科内容に習熟するのを助けることができるのである。 

 第三に、新しい課題に転移するからである。学習方略は、学習の学び方であるので、同じような

学習状況において活用が可能である。このように、学習方略はいったん学ばれると他の学習場面へ

の転移が期待でき、学習の効率を高めることができるのである。 

 

⑵ CALLA モデルによる授業づくり 

 CALLA モデルは、上に述べた理由を根拠として、教科内容、学習言語、学習方略の３つの要素を

基礎に授業をデザインすることを提案している。では次に、CALLA モデルによる授業づくりの実際

についてみてみたい。 

 さて、州や学区のスタンダードやカリキュラムガイドをもとに、各教科の教育内容を精選し、単

元の内容を決定すると、具体的な授業づくりの段階となる。その手順については、たとえば、以下

のようになる 7)。 

 

 ①既有知識の把握 

 外国人の子どもたちは、言語的・文化的に多様であり、異なる教育経験を持っており、学習への

さまざまなアプローチをとる。家族のリテラシーのレベルも幅があり、学校に対する態度も異なり、

家族の期待しているものも違う。 
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 授業づくりにあたってはまず、これらの多様な子どもの実態を考慮しながら、新しい学習内容に

ついての既有知識を把握することが必要になる。英語学習者は、第一言語や母文化を媒介としなが

ら、ある内容について何らかの既有知識をもっている。新しいトピックについて話し合ったり面接

したりなど、さまざまな手立てを取りながら、新たな認識への基礎となる既有知識を捉えることに

なるのである。 

 ②単元目標の設定 

 次に、既有知識を踏まえ単元目標を設定することになるが、CALLA モデルでは、教科内容、学習

言語、学習方略を統合的に指導するため、これら３つの目標を設定することが必要になる。教科内

容の目標は、州や学区のスタンダードやカリキュラムガイドにある目標や内容を手がかりにしなが

ら設定する。学習言語の目標は、各教科の内容領域の課題で遂行することが要求される技能と機能

を分析することを通して設定する。また、学習方略の目標は、授業の異なる段階で適切に働く課題

や活動を考慮に入れて設定することになる。その際、子どもの実態とのズレを捉え、目標を明確に

設定することが求められる。 

 ③学習材の選択 

単元の教育目標が設定されると、その目標に迫るために、どのような学習材を活用するかを決定

する必要がある。子どもの実態を踏まえ、目標を達成していくためには、いずれの学習材を用いる

ことが有効であるかが問われることになる。その学習材は、目標をきちんと反映しているか、わか

りやすい内容になっているか、子どもの興味関心を引くものになっているか、などの観点からその

選択が行われる。目標を実現するためには、目標に照らして、適切な学習材を選択することがきわ

めて重要になってくる。 

 ④学習活動の組織 

 目標も決まり学習材が選択されると、授業をいかにデザインするかについての指導の展開を考え

ることになる。CALLA モデルは、５つの段階（準備→提示→実行→評価→発展）から構成される。

ただ、これらの順番は絶対的なものではなく、授業の構成によってはその過程が、たとえば、提示

→実行→提示→実行といった形で進行するかもしれない。重要なことは、授業をデザインするにあ

たって、この５つの要素を踏まえておく必要があるということである。なお、授業場面での指導の

展開の詳細については、次に述べる。 

 

⑶ 学習活動の組織：５つの段階 

 CALLA モデルを特徴づける柱として、教科内容、学習言語、学習方略の３つの要素とともに、指

導の展開の５つの段階（準備→提示→実行→評価→発展）の提案がある。ここでは、授業づくりに

おける指導の展開の５つの段階を取り上げ、以下に検討したい 8)。 

 

 ①準備 

準備は、新しいトピックについて既に有している知識や学習方略に気づくとともに、単元の学習

への見通しをもつ段階である。既有知識の把握については、トピックや方略について話し合ったり、

チェックリストなどを活用したりすることが考えられる。なお、既有の経験や知識がない場合は、

この段階で関連する具体的な活動を仕組むことなども考えられる。また、子どもたちに学習の見通

しをもたせることも重要である。これから始まる学習の全体像をイメージさせるために、学習目標

をわかりやすく示したり、先行オーガナイザー（内容の理解を促すために前もって与えられる情報）
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を提示したり、あるいは、重要な語彙を学習したりするのである。 

 ②提示 

提示は、新しい情報・言語・方略を指導する段階である。その際には、子どものさまざまな学習

スタイルを考慮して、多様な方法で提示することに心がけることが必要である。また、とくに言語

学習者の場合、言語的なハードルが高いことを考慮して、足場づくり（文脈的な支援）に留意する

ことが必要である。実物・デモンストレーション、図・絵・写真など視覚的ヒント、ハンズオンの

経験などの支援が重要になってくる。こうした足場づくりでは、教師によるモデルが効果があるこ

とが知られている。 

 ③実行 

実行は、新しい情報を活用して身につける段階である。授業のなかで、学習言語に焦点をあて、

聞く・話す・読む・書くといった言語活動を意図的に設定することが大切である。また、教科の内

容に対応した学習方略を実際に活用して学習を進めたりすることも重要であろう。その際、小集団

による協同学習の活動を仕組むことで、言語学習者と母語の話者が学び合う機会をつくることが効

果的である。この段階では、子ども同士が学び合う協同学習などを取り入れながら、学習言語や学

習方略を十分に活用する学習状況をつくっていくことになる。 

 ④評価 

評価は、学習のプロセスや成果を振り返る段階である。学習の場面で収集してきたポートフォリ

オを振り返り、内容、言語、方略に関する評価基準に照らして自らの学習の達成状況を把握するこ

とが考えられる。あるいは、チェックリスト、オープンエンドの質問紙などを活用しながら、学習

の成果についての自己評価を行うこともできる。自らの学習を評価することで、メタ認知能力を促

し、自己教育力を育てることがめざされるのである。 

 ⑤発展 

発展は、第二言語学習者の自文化や学校外の世界に関連づける段階である。そこでは、既有知識

を新しい情報に再構成したり、知識や技能を新しい文脈に転移したり、学んだことを生活に応用し

たりすることが考えられる。新しい知識や技能を活用したり、応用したりすることで、確実で意味

のある理解を深めることができるのである。 

４．CALLA プロジェクトの評価 

 CALLA モデルは、1986 年に開発されて以来、その内容が洗練され実践も広がりをみせてきてお

り、現在までに、少なくとも全米の 30 の地域で実施されているという 9)。こうした CALLA モデル

の有効性については、５つの CALLA プロジェクトの評価結果をもとに分析した研究からみてみた

い(Chamot, 2007)。 

各 CALLA プロジェクトの対象となる学区（教科）、学校・学級数／児童生徒数／学年段階、言語

的背景、目的、評価対象は、表２に示す通りである。これらの５つのプロジェクトでは、いずれの

教師もこのモデルに従って指導できるように、適切な専門研修が計画され、実践がモニターされて

いる。また、各プロジェクトは、教科内容、学習言語、学習方略の３つの主要な要素を基礎に、CALLA

の内容に習熟した ESL 教員によって進められている。さらに、各プロジェクトの教科内容は、それ

ぞれの学区の学年レベルのカリキュラムに対応しており、教科内容の専門家が ESL 教員と一緒に、

CALLA の５つの段階（準備→提示→実行→評価→発展）を踏まえたカリキュラムを開発している。 
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 結果の分析は、米教育省のバイリンガル教育とマイノリティ言語庁（当時）に提出された報告書

に基づいている。プロジェクト評価は、教科内容（アーリントン〔数学と理科〕とボストン）、言語

（すべてのプロジェクト）、学習方略（アーリントン〔数学と理科〕）において、いろいろや評価デ

ザインや方法を使いながら、4 つは外部評価者、1 つは学区の評価者によって実施されている。 

その評価結果をみると、教科内容については、アーリントンの数学プロジェクトの数学の計算・

概念・活用、及び、理科プロジェクトの理科の成績に関して、ボストンプロジェクトの数学、理科、

社会、文学の標準テストに関して生徒の大きなのびがみられたという。また、英語能力についても、

州や学区の英語能力アセスメントにおいて５つプロジェクトすべてで、ファーゴーとニューヨーク

においては標準テストにおいても実質的な進歩がみられたという。さらに、学習方略については、

アーリントンの２つのプロジェクトにおいて、思考の過程を振り返って説明する思考発話法を使っ

て調べた結果、メタ認知の思考や問題解決の過程などで、大きな改善がみられたとしている。 

プロジェクト評価のデザインについての精度等の問題はあるものの、これらの評価結果から、

CALLA モデルによる授業づくりは、適切なデザインが行われ訓練を受けた教師によって実施されれ

ば、教科内容、言語、方略の習熟度を高めるのに効果があることが示唆されたといえる。 

 

表 2 ５つの CALLA プロジェクト 10) 

学区（教科） 
学校・学級数／児童

生徒数／学年段階 
言語的背景 目  的 評価対象 

アーリントン 

（数学） 

４校・14学級／450人

／3－5, 6－8, 9－12 

75%スペイン語 数学の計算と概念／活

用のギャップの解消 

数学の計算・概念・活用、

英語能力、学習方略の向

上、 

アーリントン 

（理科） 

４校／20学級／410

人／6－8 

75%スペイン語 主流の理科の言語、概

念、プロセスへの準備 

理科の成績、英語能力、

学習方略の向上。 

ボストン 

（数学・理科・

社会） 

5校・41学級／700人

／6－8, 9－12 

100%ハイチ・クレオール 英語能力の向上と学年

レベルの学級への参加 

各内容領域で成績、英語

能力の向上 

ファーゴー 

（数学・理科・

社会） 

16校・40学級／290人

／K－5 

20%アジア，27%中東，17%

先住民，12%スペイン語，

6%アフリカ，18%その他

英語能力と学習言語の

能力の向上 

英語能力の向上 

ニューヨーク 

（数学・理科・

社会） 

9校・22学級／600人

／K－6 

34%スペイン語，30%中国

語，36%その他 

英語の読みと読みに関

連する能力の向上。理

科、社会、数学技能の

向上 

英語能力の向上 

 

おわりにかえて－今後の課題 

 CALLA モデルとは、これまで検討してきたように、第二言語学習者を対象として、学力と言語能

力をともに伸長させることをめざし、教科内容を中心に授業を行い、学習言語の習熟をはかるとと

もに、学習方略を意図的に指導するアプローチであった。CALLA モデルは、前述の通り、学力、言

語、方略を向上させることに効果的であることが立証されており、第二言語学習者と一般の学習者

が多文化クラスで共に学ぶ授業づくりを考えていく上で一つのモデルを提供するものといえる。 

 日本の状況を考えると、外国人の子どもたちの教育は、いまだに日本語の初期指導が中心で、JSL

カリキュラムによる中期指導も始まってはいるが、長期指導の視点はあまりみられず、学力問題が

解決に向かっているとはいえない状況にある。在籍学級の授業づくりという長期的な支援システム
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の構築といった差し迫った課題を考えると、日本の多文化クラスにおいても CALLA モデルの授業

モデルを導入していく意味は大きいといえるだろう。 

 今後の課題としては、CALLA モデルを日本において実施可能な形に修正するとともに、開発的研

究を実施してその有効性を検証していくことが必要であろう。また、そうした研究成果を発信した

り、CALLA モデルによる授業づくりの方法について普及したりしていくことも必要になってくると

思われる。 

外国人労働者の本格的な受け入れが現実的になるとともに、外国人の在住期間の長期化や定住化

の課題が大きくなるなかで、外国人児童生徒教育はきわめて重大な政策課題の一つとなっている。

そのなかでも、外国人の子どもたちの教育ニーズに応え、学力の保障を実現していくことが主要な

課題となっているといえるだろう。日本において、CALLA モデルを基礎に、外国人と日本人が在籍

学級で学び合いながら、学力を向上させるとともに言語を習得していくという授業づくりのあり方

を構想していく意義は大きいのではないだろうか。 

 

注 

１）http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/21/07/__icsFiles/afieldfile/2009/07/03/1279262_1_1.pdf, December 2. 2010. 

２）筆者は、ワシントン DC(2002 年 10 月)と東京（2002 年 12 月）において、CALLA モデルを開発したシャモー教授から

聞き取りを行った。その中で CALLA モデルが日本でも有効であることが示唆された。 

３）たとえば、ニューカマーの高校進学率は、全国的な実態は明らかになっていないが、先行研究を整理すると、日本人

の進学率(97%)のほぼ半分程度であるという（乾、2008 年、p.31)。その主要な原因の一つが、入学試験に合格するのに必

要な日本語能力及び学力が培われていないことによる。 

４）論文検索情報ナビゲータ及び Webcat のデータベースの検索は、2010 年 11 月 20 日に行った。 

５）Chamot (2009) pp.59－64 をもとに作成した。 

６）Chamot & O’Malley(1996) pp.263－266 及び Chamot (2009)pp.20－22、pp.36－39、pp.55－57 をもとに、重要と思われる

点を 3 点づつ検討した。 

７）Chamot (2009) pp.80－86 をもとに記述した。 

８）Chamot & O’Malley(1996) pp.267－270 及び Chamot (2009) pp.86－92 をもとに記述した。 

９）東京(2002 年 12 月)におけるシャモー教授からの聞き取りによる。 

10）Chamot(2005)の p.322 と p.326 の図をもとに筆者が作成した。 
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都道府県並びに政令指定都市における教員研修体系に関する考察 

 

A Study of Teacher Training Systems in the Educational Committees of Prefectures 
and Ordinance-designated Cities of Japan 

加藤 久佳＊ 

KATO Hisayoshi 

 

Abstract 
The purpose of this study is to inspect the conditions of teacher training and to analyze the situ-

ation of the training systems run by the educational committees of prefectures and ordi-

nance-designated cities in Japan, and its accordance with research of educational issues and the 

research into the training system created by The National Federation of Educational Research 

Institutes. With the increase of new teachers, the establishment of appropriate training systems for 

teachers has become more important. 

The first conclusion of this study, is that training based on the degree of teaching experience is well 

established in practice, and is in accordance with laws which regulate first-year and eleventh-year 

teachers’ training programs. However, a small part of the training for teachers who have more than 

twenty years’ experience needs to be improved. Furthermore, in half the educational committees 

in prefectures and ordinance-designated cities in Japan, the training for teachers-with two or three 

years experience, is inadequate.  

On the other hand, it is obvious that the prefectural boards of education have made efforts to 

improve the system for renewing teachers’ certification. A very positive improvement achieved in 

Iwate Prefecture is worthy of note. 

The second of conclusion of this study, is that the training for principals and vice-principals is well 

established in all parts of Japan. However, improvements to the training systems for senior 

teachers who are expected to become administrative staff or mentors in the schools, is needed 

because of the paucity of training opportunities. However the training systems for curriculum co-

ordinators have been improved. On the other hand, training systems for head teachers, who deal 

with guidance, counseling or other issues, are inadequate.  

The third of conclusion of this study, is that the systems for sending supervisors to schools and 

open training curriculums on Saturdays are well established and meet the needs of teachers in most 

parts of Japan. 

I hope this report will make a positive a contribution to the improvement of teacher training sys-

tems in the educational committees in Japan. 

 

                                            
＊ 教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官 
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はじめに 

 現在、中央教育審議会では、平成 22 年６月の「教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的

な向上方策について」の諮問を受け、新たな教員養成・教員免許制度の在り方、教職生活の全体を

通じて教員の資質能力の向上を保証するしくみの構築、教育委員会や大学をはじめとする関係機関

や地域社会との組織的・継続的な連携・協働のしくみづくり、の３点について検討している。新た

な教員養成の時代を迎え、任命権者である都道府県並びに政令指定都市（以下「都道府県政令市」

という。）教育委員会には、その対応のための基盤整備が求められている。 

 従前から、教員研修に関しては中央教育審議会並びに教育職員養成審議会で提言がなされてきた。

昭和 53 年６月の中教審答申「教員の資質能力の向上について」、昭和 62 年 12 月の教養審答申「教

員の資質能力の向上方策等について」では、教員経験年数を指標とした教員研修の体系的な整備を

求める方針を提言した。そして、これに加え、平成 11 年の教養審「養成と採用・研修との連携の円

滑化について（第３次答申）」では、教員の個性やニーズに応じた研修の必要性に重点が置かれ、校

内研修を教師の力量向上策として重視する考え方を示した。また、平成 14 年の中教審答申「今後の

教員免許制度の在り方について」は、「教職経験 10 年を経過した教員に対し、勤務成績の評定結果

や研修実績等に基づく教員のニーズ等に応じた研修」を新たに構築することを提言した。そして、

平成 18 年の中教審答申「今後の教員養成・免許制度の在り方について」は、特に 10 年経験者研修

について、「更新制の導入との関係で、更なる指導力の向上や、得意分野づくりに重点を置いた研修

としての性格をより明確にする」とした。 

 これらの提言に基づき、各都道府県政令市教育委員会では、時代の変化と課題に対応し、教員研

修の体系整備とその実施に取り組んできた。しかし、その取り組みは様々である。全国教育研究所

連盟（以下「全教連」という。）では、毎年、加盟機関である全国の都道府県政令市立の教育研究所・

教育センターを対象に教育課題調査を実施し、教員研修の実施状況や課題を把握するとともに、そ

の結果の提供に努めてきた。平成 22 年度は、従来の調査に加え、「都道府県・指定都市研修体系調

査」並びに「都道府県・指定都市経験者研修日数調査」を実施した。巻末の資料１「研修体系表」

と資料２「経験者研修等日数表」に、その調査結果を示した。 

 新たな教員養成の体制づくりを迎え、これまでの各都道府県政令市教育委員会の取組と現状を整

理・分析・評価し、全国の教育関係機関で共有することが、適切で速やかな教員養成体制の確立に

寄与すると信じる。全教連調査の結果から、全国の都道府県政令市における教員研修の実施状況に

ついて分析し、新たな教員養成の時代に向けた基盤整備の現状を探る。 

１．経験年数に応じた研修の実施状況 

⑴ 法定研修以外の経験年数に応じた研修 

 図１－１の①は、法定研修以外の経験年数に応じた研修について、資料１をもとに、経験年数ス

テージ別に都道府県政令市の実施割合を表したグラフである。ここでは、経験年数ステージとして、

初任者研修を修了し正式採用となった直後の「２年目～３年目」、校務を含め一通りの教職経験を積

んだ「４年目～６年目」、十年経験者研修前の「７年目～10 年目」、中堅教員としての「12 年目～20

年目」、ベテラン教員としての「21 年目～30 年目」、それ以降の「31 年目以降」に分けた。 

 ２年目～３年目の教員を対象とした研修を実施している都道府県政令市は 52％（34 件）、４年目
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～６年目が 92％（61 件）、７年目～10 年目が５％（３件）、12 年目～20 年目が 30％（20 件）、21

年目～30 年目が 21％（14 件）、31 年目以降が６％（4 件）となっている。なお、５～15 年目のよう

に対象経験年数に幅を持たせている場合は、４年目～６年目、７年目～10 年目、12 年目～20 年目

の経験年数ステージのすべてにカウントしている。また、岩手県と鳥取県の年齢別の研修はカウン

トしていない。 

 昭和 62 年の教養審答申に提言された初任者（初任者研修）、５年程度、10 年程度（十年経験者研

修）、20 年程度といった体系整備の視点からみると、20 年程度の実施が少ない状況である。また、

若手教員の育成が重要視されている現在、２年目～３年目が５割を超えているとはいえ、十分な体

制が整備できているとはいえない状況である。 

 図１－１の②は、経験年数ステージ別に、研修の実施主体の割合を示したグラフである。 

 ２年目～３年目研修では、教育委員会事務局が４％、教育センターが 91％、両者が６％となって

おり、４年目～６年目はそれぞれ０％、82％、18％、12 年目～20 年目は５％、90％、その他の経験

年数ステージではすべて教育センターが実施主体となっている。経験年数に応じた教員研修の実施

主体が教育センターに位置づけられていることが明確に表れている。 

 岩手県では 34 歳、44 歳、54 歳の年齢別の研修を実施しているが、これは教員免許更新制とリン

クさせた経験者研修の新たな体系化の一例といえる。教育センターが免許更新研修を積極的に研修

体系に位置付けて展開しており、今後の動向に注目したい。 

 

図１ 経験年数に応じた研修の実施状況 

   ①実施割合                 ②実施主体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 法定研修 

 資料２から、初任者研修並びに十年経験者研修の実施状況をみる。 

 

 １）初任者研修 

 校外研修については、最大実施日数は 27 日、最小実施日数は 10 日、平均実施日数は 22.9 日であ

る。実施機関については、教育委員会事務局が 12（18％）、教育センターが 65（98％）、事務所が

30（45％）、市町村が 28（42％）である。なお、日数に幅を持たせているところは最小値をとった。

また、宿泊研修を実施している都道府県政令市は 55（83％）で、最大が５日、最小が２日、実施平

均が 3.5 日である。 

 校内研修については、最大が 300 時間、最小が 120 時間、実施平均が 250.5 時間である。 
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 ２）十年経験者研修 

 校外研修については、最大実施日数は 25 日、最小実施日数は９日、平均実施日数は 12.6 日であ

る。また 20 日以上実施している都道府県政令市は沖縄県（25 日）だけである。 

 このうち、教科等による選択受講を除いた必修の共通受講の最大実施日数は 18 日、最小実施日数

は２日、平均実施日数は 8.4 日である。また、宿泊研修を実施している都道府県政令市が３（５％）

あり、最大が３日、最小が１日である。共通受講の実施機関については、教育委員会事務局が４（６％）、

教育センターが 64（97％）、事務所が 19（29％）、市町村が８（12％）である。 

 選択受講については 62（94％）の都道府県政令市が実施しており、最大実施日数は 13 日、最小

実施日数は１日、平均実施日数は 4.5 日である。宿泊研修を実施している都道府県が１（２％）あ

る（静岡県）。選択受講の実施機関については、教育委員会事務局が４（６％）、教育センターが 52

（79％）、事務所が８（12％）、市町村が４（６％）である。 

 校内研修については、都道府県政令市の 62（94％）が実施しており、最大実施日数は 20 日、最

小実施日数は 10 日、平均実施日数が 17.3 日である。 

 ここで、教員免許更新制度が導入される以前の平成 20 年に国立教育政策研究所が実施した調査と

比較すると、校外研修の実施日数は、20 日以上実施している都道府県政令市が 14 から 13 減少し、

平均実施日数は 17.1 日から 4.5 日減少している。これは、十年経験者研修と免許更新研修の両研修

を適切に実施するための研修日程重複回避の方策であると推測される。各都道府県政令市が、「教育

職員免許法施行規則の一部を改正する省令及び教員免許更新制の実施について（通知）」に基づき、

工夫・改善に取り組んだ様子が窺える。 

２．職務に応じた研修の実施状況 

⑴ 管理職研修 

 図２は管理職等研修の実施状況である。 

 ①は、管理職等を対象にした研修の実施割合を表したグラフである。校長を対象とした研修、副

校長・教頭を対象とした研修を実施している都道府県政令市は、ともに 100％（66）で、すべての

都道府県政令市で実施している。管理職の資質向上とリーダーシップの育成が強く求められている

現状を反映している。また、主幹教諭を対象にした研修は 67％（44）、指導教諭は 20％（13）であ

った。主幹教諭と指導教諭については制度の導入から間もないこと、特に指導教諭については任命

していない都道府県が 33 もあることから、実施割合が低いと考えられる。また主幹教諭には管理職

名簿登載者等を充てる都道府県政令市もあり、調査には含めなかった名簿登載者研修等の名称で実

施しているところもある。実際にはより高い割合になるであろうと推測できる。 

 ②は、管理職等研修の実施主体の割合を示したグラフである。校長、副校長・教頭、主幹教諭、

指導教諭について、それぞれ、教育委員会事務局が 18％～31％、教育センターが 60％～65％、両者

が 10％～19％である。経験者研修に比較すると教育委員会事務局の割合が高いが、教育センターが

実施主体の中心となっていることは明らかである。 

 ③～⑤は、管理職等研修を実施している都道府県政令市について、新任研修のみを実施している

都道府県政令市、新任の区分けをせずに一括した研修を実施している都道府県政令市、新任研修と

２年目以降の研修とを実施している都道府県政令市の割合を算出したものである。なお、実施率の

低い指導教諭は割愛した。 
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 校長研修では、新任研修のみを実施している都道府県政令市が 17％（11）、一括した研修を実施

している都道府県政令市が４％（３）、新任研修と２年目研修を実施している都道府県政令市が 79％

（52）であった。副校長・教頭研修では、それぞれ 18％（12）、３％（２）、79％（52）であった。

約８割の都道府県政令市で新任とそれ以降の研修に分けて丁寧な研修を実施している。ここでも、

管理職の研修を重視している様子が顕著である。 

 

図２ 管理職等研修の実施状況 

   ①実施割合                 ②実施主体 

 

 

 

 

 

 

  ③実施区分（校長）     ④実施区分（副校長・教頭）  ⑤実施区分（主幹教諭） 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 主任研修 

 図３は、学校教育法施行規則に示される主任並びにこれに準じる主任を対象にした研修の実施状

況を表したグラフである。 

 ①の実施割合から、教務主任研修の実施割合は 80％（53）と比較的高いが、学年主任は 27％（18）

と低い。生徒指導主事、進路指導主事、保健主事は、それぞれ 73％（48）、56％（37）、53％（35）

である。また、授業研究等、教員の専門的力量を高めるための校内研修を担当する研究主任、研修

主任、学習指導主任は、それぞれ 33％（22）、18％（12）、５％（３）と、かなり低い状況である。

この校内研修に関する３主任を校内研関係主任としてトータルしても 45％（30）にとどまる。校内

研修については教務主任が担当する場合もあるが、校内研修・研究に対する支援が不足している状

況は否めない。 

 ②は、主任研修の実施主体の割合を示したグラフである。経験者研修や管理職研修に比べ、教育

委員会事務局の割合が高い研修がある。特に、生徒指導主事、進路指導主事、保健主事の各研修で

教育委員会事務局の割合が高い。これらの主任業務が、教育委員会事務局の所掌事務に直接関係す

る職務内容であることが窺える。 

 ③～⑦は、新任主任研修のみを実施している都道府県政令市、新任の区分けをせずに一括した主

任研修を実施している都道府県政令市、新任主任研修と２年目以降の主任研修とを実施している都

道府県政令市の割合を算出したものである。ここでは、比較的実施率の高い４主任と校内研関係主

任の実施区分を示す。教務主任は、新任と２年目以降とを分けて実施している割合が 45％（24）と
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高く、新任のみに特化した実施も 42％（12）である。教員集団の中核をなす職務として位置付けら

れていることが表れている。その他の主任は、新任との区別がない一括した研修の割合が最も高い。 

 

図３ 主任研修の実施状況 
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⑶ 養護教諭研修 

 図４は、養護教諭研修の実施状況を表したグラフである。 

 ①から、養護教諭研修の実施割合は 97％（64）と高く、④のとおり、新任（新規採用）と２年目

以降とを分けて実施している割合が 87％（55）と高い。さらに、経験年数ステージ別の実施状況を

表した③から明らかなように、法定研修の対象となる一般教諭と同様の研修体系を整備していると

ころが多い。②から、教育センターが実施主体の割合が高いことも、一般教諭の研修と同じである。 

 

⑷ 栄養教諭等、その他の研修 

 図５は、栄養教諭と司書教諭、各都道府県政令市で設置している指導者等の研修実施状況である。 
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 ①から、栄養教諭の実施割合は 95％（63）と高く、多くの都道府県政令市で実施しているが、司

書教諭は 26％（17）と低い。また、安全教育指導者等は 45％～70％の実施割合である。 

 また、②から、栄養教諭の実施主体は教育委員会が 45％と高く、生徒指導主事等と同じ割合を示

している。また、他の指導者等では 74％から 81％と教育委員会事務局の割合が更に高く、各都道府

県政令市の教育施策に沿って、これらの指導者等が設置されている状況が窺える。 

 

図４ 養護教諭研修の実施状況 

   ①実施割合                 ②実施主体 
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図５ 栄養教諭等の研修実施状況 
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３．学校・教員のニーズに対応した研修体制 

 全教連で毎年実施している教育課題調査の中に、都道府県政令市立の教育センター並びに教育研

究所の「出前講座事業の実施の有無」と「学校からの派遣要請への対応の有無」、「土曜日等の教員

研修講座の開催の有無」の項目がある。図６は、この回答に対する平成 17 年度から 22 年度の経年

変化を示したものである。これによれば、教育センター事業としての出前講座は、ほぼ 70％の実施

率で推移している。また学校からの派遣要請に対しては、ほぼすべての教育センターで実施してい

る状況である。土曜日等の教員研修講座の開催は、65％前後で推移している。 

 多くの都道府県政令市の教育センター・教育研究所が、時代に応じた研修体制を整備している。 

 

図６ 派遣研修、土曜講座の実施状況 

   ①出前講座の実施状況           ②派遣要請への対応 
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４．まとめ 

 このたびの分析で、都道府県政令市教育委員会が実施している経験年数に応じた研修体系と職務

に応じた研修の全国的な実施状況が明らかになった。 

 経験年数に応じた研修体系は、法定研修を含めてすべての都道府県政令市で整備されているが、

２～３年目の若手教員の育成と 20 年目以降のベテラン教員の研修の実施状況は、不十分な教育委員

会が多い。また、岩手県の授業力向上研修のように、教員免許更新研修と法定研修を含む経験者研

修とを統合し、研修体系を大幅に改編している教育委員会がある。他の教育委員会が今後どのよう

に研修体系を改編していくかを見守る必要がある。 

 職務に応じた研修については、校長や副校長、教頭などの管理職研修はすべての都道府県政令市

が実施しているものの、主幹教諭、指導教諭の研修は不十分な状況となっている。 
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 また、学校への出前講座や土曜日の講座開設等、教員のニーズに対応した研修の実施率は、やや

停滞傾向にあるが、校内研修への指導主事の派遣体制は、ほとんどの都道府県政令市で確立されて

いる。 

 このたびの分析で、全国の都道府県政令市における経験者研修、職務研修、学校・教員のニーズ

に対応した研修の体系整備は、ほぼすべての教育委員会が実施しているものと、教育委員会により

実施率が異なるものがあることが明らかになった。今後は、その要因分析と各教育委員会の諸条件

に即した研修に関する条件整備のあり方を明らかにするための分析の必要性があると思っている。 
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資料１ 研修体系表 

    （全国教育研究所連盟「都道府県・指定都市研修体系調査」より） 
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資料２ 経験者研修等日数表 

    （全国教育研究所連盟「都道府県・指定都市経験者研修日数調査」より） 
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（宿
泊
研
修
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1 北海道 23 23 (3) 300ｈ 9 9 4 4 13 20

2 青森県 12 12 1 25 (4) 300h 5 3 8 4 4 12 15

3 岩手県 14 8 3 25 (3) 300h 0 7 7 3 3 10 20

4 宮城県 1 8 5 2 2 18 （4） 150h 0.5 4.5 5 10 ※ ※ ※
※
　5

15 15 1 3 1 3 7 2

5 秋田県 1 14 5 5 25 (3) 150ｈ 5 2 7 (1) 3 3 10 20

6 山形県 2 8 8 2 20 (5) 180h 3 2 3 8 2 2 10 15

7 福島県 13 12 25 (6) 180h 5 2 7 (3) 3 10～ 15～

8 茨城県 20 0 2 22 (3) 300h 6 6 4 4 10 15

9 栃木県 21 3 1 25 (5) 300h 5 1 3 9 1 1 10 15

10 群馬県  21 3  1 25 (2) 300h 8 2 10 0 0 0 10 10

11 埼玉県 20 2 3 25 300h 7 7 4 4 11 20

12 千葉県 22 3 25 (3) 300h 4 4 4 2 6 10 15～20

13 東京都 10 6 16 (3) 180h 8 8 2 2 10 15 1 2 2 3 2 2 2

14 神奈川県 9 16 25 (2) 300h 4 8 12 3 3 15 20 2 3 1 4

15 新潟県 8 15 2 25 (3) 180h～ 8 8 4 4 12 15

16 山梨県 19 6 25 (4) 300h 7 2 1 10 10 20

17 静岡県 14 1 7 22 (2) 300h～ 3 1 5 9 (1) 4 4 (1) 13 20

18 長野県 2～6 13 2 1～8 25 (5) 300h 3 1 4 1～2 3～5 6 10 20

19 富山県 19 6 25 (3) 300h
かつ100日以内

3
7～

8
5～

6
13 15

20 石川県 25 0～１ 25 (4) 300h 13 13 13 20 1 2 2 2 2 2

21 福井県 19 4 2 25 (5) 300h 2 3 5 2～4 3 0～2 7 12 15

22 岐阜県 3 10 4 8 25 (4) 180h 2 2 4 6 6 10 20 1 1 2 3

23 愛知県 10 5 5 10 150h～ 6 5 11 2 2 13 15～20

24 三重県 16 9 25 300h 8 8 2 2 10 15

25 滋賀県 21 4 25 300h 8 1 9 1 1 10 20 1 3 3

26 京都府 24 1 25 300h 6 6 1～４ １～４ ７～１０ 15 1 3 3

27 大阪府 15 10 25 300h 7 7 4 2 2 8 15 20 2 3 3

28 兵庫県 25 25 （4） 300h 2 2 13 15

29 和歌山県 1 11 4 2 18 (2) 300h 6 3 9 0～2 2～4 0～2 4 13 20 1 2 2 4 2 2 1 3

29 奈良県 19 2 4 25 (2) 300h 6 6 4 4 10 15

31 鳥取県 17 5 22 (2) 180h 9 9 3 3 12 15 1 2 1

32 島根県 19 19 (4) 150h 8 8 7 7 15 15 2 5 5

33 岡山県 25 25 (3) 180h 3 3 7 7 10 16～20

34 広島県 8 10 7 2 27 (4) 180h 11 11 4 4 15 20 1 4 4 2 5 5

35 山口県 1 11 8 20 (4) 180h 8 8 1 3 4 12 20 1 2 2 1

36 徳島県 24 24 (3) 180h 2 2 10 10 12 20 2 1 1

37 香川県 15 5 20 (4) 300h 11 11 2 2 13 20 1 4 4 2

38 愛媛県 4 6 10 20 (3) 210h 1 7 3 11 2 2 13 18～ 1 5 5

39 高知県 17 5 22 (2) 300h 11 11 1 1 12 20 1 4 1

40 福岡県 3 9 2 14 200h 5 2 7 4 4 11 10～15 1 3 3 2 1 1 2

41 佐賀県 4 13 7 1 25 (3) 210h 3 2 2 7 6 6 13 20

42 長崎県 10 15 25 (4) 300h 2 4 6 5 4 9 15 16 1 2 2 2 2 2 2

43 熊本県 6 4 10 2 22 (6) 120h 2 1 3 5 4 9 12 20

44 大分県 4 13 5 3 25 (5) 300h 6 3 9 1 2 3 12 15

45 宮崎県 12 6 5 23 (3) 300h 8 1 2 11 1 1 12 15 1 2 2 2 2 1 1

46 鹿児島県 3 17 20 (4) 170h 2 10 12 3 3 15 17 1 1 1
5日
5ｈ

2

47 沖縄県 1 4 16 3 24 180h 6 12 18 6 1 7 25

ｾ1 札幌市 25 25 (3) 300h 7 7 5 5 12 20

ｾ2 仙台市 20 20 (2) 300h 8 8 1 2 3 11 15～

ｾ3 さいたま市 25 25 300h 13 13 4 4 17 18 1 4 4 1

ｾ4 千葉市 25 25 (5) 300h 5 5 8 8 13

ｾ5 横浜市 25 25 (3) 300h～ 7 7 6 6 13 18 1 2 2 3 2 2 2

ｾ6 川崎市 25 25 (4) 180h 15 15 15 20 1 5 5

ｾ7 相模原市 18 18 (3) 210h～ 10 10 3 3 13 20 1 3 3 3 2 3 3

ｾ8 新潟市 25 25 (3) 180h 10 10 2 2 12 15 1～4 2 2

ｾ9 静岡市 22 22 (5) 180h～ 8 8 5 　 5 13 13～ 

ｾ10 浜松市 22 22 (2) 300h 10 10 4 4 14 20 1 2 2

ｾ11 名古屋市 21 21 (3) 300h 11 11 2 2 13

ｾ12 京都市 22 22 (4) 300h 10 10 5 5 15 20 1 3 2 4 4

ｾ13 大阪市 22 3 25 300h 4 6 10 5 5 15 20 1 5 5

ｾ14 堺市 20 20 240h 13 13 2 2 15 20 1 5 5 40h 2

ｾ15 神戸市 25 25 (2) 300h 8 8 5 5 13 17 1 2 2 3 2 3 3

ｾ16 岡山市 25 25 (4) 180h 3 3 10 10 13 16

ｾ17 広島市 1 24 25 (5) 300h 7 7 5 5 12 15 1 6 6 2 3 3

ｾ18 福岡市 17 17 (4) 170h～ 11 11 4 4 15 15 1 5 5 2 6 6

ｾ19 北九州市 25 25 (4) 300h 8 8 4 3 7 15 20 1 5 5 2 5 5
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5 2 2

5 5 5 1 1

5 2 2 4 2 2 1 1 2

5 1 2 3 1

5 5 5 (1) 3

5 1 1 2 2 2 2

5 3 3 (3) 5 20 3 3

4 6 6 2 2 2 2

4 4 4 19 3 1 4 2 2 1 5 1 1 2

5 4 4 3 15 2 2 15 1 2～4 ３～５

4 2 3 3 8 2 19 2 3～4 5～6 1 1 2

5 6 6 1 11～20 3 3 21～ 6 6 3 7 10

5 4 4 8 15 3 3 25 3 3 3 3

5 2 2

5 5 5

5 3 3 3 1 2 3

5 2 2 2 3 5

5 5 5 2 2 2 2

5 4 4 14 5 5 2 2 5 5

5 2 3 5 8 8 30h 4 4

5 2 1 3 5 1～2 1～2

6 3 3 8h 1 1

5 5 5 2 2 1

5 1 5 6

1 1 2 2

5～15 10 10 4 4

5 2 2 15 1 1
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5 5 5
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4 3 3 1
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4 4
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5 2 2 16 2 2 1 1
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5 7 7

法定外の経験者研修 非常勤講師、臨時任用教員等を
対象にした研修

採用前教員を対象にした研修
４年目研修

校外研修

校
内
研
修
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校
内
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校
内
研
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校
内
研
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校
内
研
修
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国立教育政策研究所紀要 第140集  平成23年３月 

 
「価値中心」の ESD の実践にむけたシューマッハー・カレッジからの

示唆 
Implications of the Schumacher College case for “Value-Driven” ESD 

曽我 幸代＊  

SOGA Sachiyo 

 

Abstract 
HESD (Higher Education for Sustainable Development) has been highlighted and promoted since 

the DESD was adopted by the UN General Assembly in 2002. While potential ESD practices of 

have now started, there remain many challenges. To deal with the multifarious situations of modern 

society, it is necessary for us to have comprehensive, holistic wisdom such as participatory ap-

proach, and to propose an alternative way for higher education to achieve that.  

Therefore, in this study, one innovative case of higher education is examined, that of Schumacher 

College in Dartington, near Totnes in England. This case shows how higher education can practice 

sustainability. Schumacher College provides not only an interdisciplinary program including sus-

tainability, but also shows us a way of organization which realizes sustainability.  

To examine practices in Japanese higher educational institutions, research by Dr. M. Sato is re-

ferred to, in which he used the 11 ESD components in the Baltic University Programme (BUP) 

framework, and analyzed the reports and websites of each university in terms of the Good Practices 

designated by the Ministry Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT), in order 

to research Japanese ESD practices. His results show the characteristics of ESD practices in 

Japanese higher educational institutions. Those characteristics are compared with the ESD char-

acteristics showed in the Framework for the UNDESD International Implementation Scheme (2006), 

and areas of challenge were noted. Those were not cleared “value-driven” and “cultural dimen-

sion” that three dimensions of society, economy and environment are based on. 

Finally, challenges related to the ESD framework in Japanese higher education were considered 

from the point of the cultural aspects of ESD showed in the Framework for the UNDESD Interna-

tional Implementation Scheme (2006), and from the point of Dr. S. Sterling’s systemic thinking or 

whole thinking. 

 

はじめに 

近年の金融危機や世界各地にみられる経済格差によって、経済成長の限界が問われ始めている。

経済成長を支えた産業技術の発展や近代科学の進歩などの不確実性に直面し、目先の利益だけを追

求するのではなく、全体的に事象の関係性を捉えようとする価値観や思考が求められている。 

                                            
＊ 聖心女子大学大学院文学研究科博士後期課程院生、研究協力者 
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1980 年代以降、環境倫理の重要性が高まるとともに、複雑に絡み合ったグローバルな諸問題に対

して持続可能な開発に関する議論が進められている。1992 年の地球サミットでは持続可能な開発の

ための教育（Education for Sustainable Development：以下、ESD）が重要であると説かれ、2002 年の

ヨハネスブルグ・サミットでは ESD の 10 年（Decade of ESD：以下、DESD）が提言され、同年 12

月の国連総会で採択されている。DESD では教育と学習のあらゆる側面に持続可能な開発の原則と

価値観、実践を統合し、持続可能な未来や積極的な社会変容に求められる価値観や行動、ライフス

タイルを学ぶことが目標とされている。 

このような社会状況を反映して、近年、高等教育機関は環境学やサステナビリティ学などの学際

的な知を扱う学部や学科を創設または編成し、ESD の実践も行われている。文部科学省は 2008 年

度の現代的教育ニーズ取り組み支援プログラム（以下、現代 GP：Good Practice）のテーマの一つに

「持続可能な社会につながる環境教育の推進」を盛り込んだ。それに加えて、国際連合大学高等研

究所を中心としたアジア太平洋の高等教育機関のネットワーク ProSPER.Net や、国内の大学間で

HESD ネットワーク（立教大学 ESD センター、2009）を構築する動きが始められている。国内外の

大学間交流・共同研究、産官学連携、地域の小中高大連携、地域づくりや地域の生態系保全、食育、

環境教育などの実践が見られる。環境省（2008）は、『持続可能なアジアに向けた大学における環境

人材育成ビジョン』の中で、環境教育とサステナビリティの視点から国内外の取り組みを整理して

いる。 

佐藤と菊池は文部科学省の現代 GP から日本の高等教育機関における ESD の実践について、バル

ト海大学プログラム（Baltic University Programme）で開発された「持続可能な開発のための学びに

おける重要 11 要素」―統合的手法（Integrative Approach）、時間的見解（Time Perspective）、空間性

（Spatiality）、価値の明確化（Value Clarification）、体系的思考（Systematic Thinking）、批判的反省

（Critical Reflection）、モチベーションの構築（Motivation Building）、パートナーシップ（Partnership）、

協同とコミュニケーション（Cooperation and Communication）、参加（Participation）、能力の構築

（Competence Building）―を援用し、現代 GP のホームページおよび報告書の文章分析を行ってい

る。調査結果では、国内の高等教育機関における ESD の実践の特徴として統合的手法、参加、空間

性が挙げられている。「理論と実践の反復を目的としたプログラム構成」に見られる統合的手法、地

域や自然環境へのフィールドを活用した参加型の活動、地域性とグローバルな視点を用いて地球的

課題を空間的に認識しようとする空間性の三点が強調されている。一方で、価値の明確化、体系的

思考、批判的反省、モチベーションの構築といった内面的側面が少ないことが報告されている。そ

の理由として佐藤は、一つは活動において内面的側面が配慮されていないこと、二点目に内面的側

面が組み込まれている活動ではあるが報告書等に明確に文書化されていないこと、三点目に ESD の

活動において内面的側面の重要性が認識されていないことを挙げている。（佐藤、菊池：2010） 

DESD の指針を示す DESD 国際実施計画(DESD International Implementation Scheme: 以下、IIS)で

ESD の特徴として挙げられている「価値中心」は重要性が述べられながらも、「価値中心」の ESD

とはどのような実践であるのかについての議論は、佐藤らの調査結果からも明らかなように十分に

なされていないのが現状である。 

そこで本稿では、全体論的世界観に基づいた高等教育が行われているイギリスのシューマッハ

ー・カレッジ Schumacher College を一例として挙げ、国内における高等教育機関で実施される ESD

では弱い「内的なもの」、つまり価値を変容させる教育実践を整理し、シューマッハー・カレッジの

設立者の一人であるサティシュ・クマール氏への聞き取り調査から得た価値中心の教育についての
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知見を述べ、IIS の枠組みで示されている ESD の特徴と S・スターリンによる変容のプロセスの視点

を用いて、高等教育のサステナビリティに関する教育的重要性を示すことを目的とする。 

 

１．事例研究 

1.1 シューマッハー・カレッジの概要 

1991 年イギリスのデボン州トットネスのダーティントンという町にシューマッハー・カレッジは

創設された。シューマッハー・カレッジの前身はインド人哲学者であり詩人でもあるタゴールの思

想を基盤にした学校、ダーティントン・ホール・スクール Dartington Hall School である。ダーティ

ントンの町の教育活動を導いたダーティントン・ホール財団の設立者であり理事であったレオナル

ド･エルンハースト Leonard Elmhirst によって 1931 年に始められた。ダーティントン・ホール・ス

クールは当時刷新的で先例のない特徴―児童中心、経験重視、エコロジカルの思想―をもっていた。

学びのプロセスを重視し、教授法に経験学習を取り入れた刷新的な教育であった。（Phillips, 

2008:27-33） 

このような教育的基盤の上で始められたシューマッハー・カレッジでは、設立の準備段階から機

械論的な世界観が疑問視されていた。それは「進歩」や「成長」が機械論的・物質的・産業的パラ

ダイムに基づき、全体性の中で考えられていないこと、そして、現代社会が直面する環境と精神性

の危機的状況が社会におけるつながりを薄めるとともに、生態系の破壊をもたらしていることなど

が理由として挙げられる。（Kumar, 2008）これらの状況から現代社会の根底に流れるパラダイムを

変えるためには、全体的包括的な学びが求められると考えられ、インド人哲学者であるサティシュ・

クマール Satish Kumar を中心にして、シューマッハー・カレッジの設立のために実践家や研究者ら

が集められた。全体性 wholeness を基盤にしたカリキュラム開発がなされ、学習と教授は、研究分

野の関係性 relatedness と相互関連 interconnectedness を原則にデザインされている。学問分野は従

来の分断的なカテゴリーではなく、エコロジーとエコノミー、科学と精神性などの相互関連性が強

調された。二項対立の図式で考えられてきた二者の調和や統合性が求められた。設立当初に教員と

して招かれた研究者の中には物理学者フリチョフ・カプラ、ガイア理論を唱えたジェイムス・ラブ

ロックなどがいた（Kumar, ibid.）。 

 

1.2 シューマッハー・カレッジを支える統合的な世界観 

全体性の重視というシューマッハー･カレッジの特長を体系付けたのは、設立者の一人であるサ

ティシュ・クマールであると言えるだろう。クマールはシューマッハー・カレッジの教育のあり方

を二つの観点から説明している。一つは世界観であり、もう一つはそれをもとにした社会のあり方

である。前者についてエコロジーとエコノミーの関係についてギリシャ語の語源から説明し、後者

については 3S―Soil（土）、Soul（心）、Society（社会）―のバランスがとれた社会を提唱している。 

現代における経済のあり方は、環境破壊を推し進めてきた一因であると言われ（Orr, 2004; デイ

リー、2005）、経済成長を追求する人間が自然を支配・操作し技術を発展させてきた人間中心的な

自然観に基づいている 1）。しかし、自然界における人間の文化的な営みが経済活動となってきた過

程を顧みてみると、本来はエコロジーがエコノミーを内包していたことがわかる（Orr, ibid.）。この

システムについて、エコロジーとエコノミーの語源からクマールは次のように説明している。 
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エコ ECO のギリシャ語の語源は「home 家」、住む場所を表す OIKOS（オイコス）である。エコ

ロジーという接尾語-logy は LOGOS を表し、知、知るということを意味する。つまり、エコロジー

とは、住む場所についての知を身につけること、家について知ることを含意している。一方、エコ

ノミーという語にある-nomy という接尾語は「management 管理する、運営する」という意味の

NOMOS であり、エコノミーとは家、住む場所の運営の仕方という意味である。現代社会は運営の

仕方であるエコノミーに意識が集中している状態であるとクマールは説明し、住む場所についての

知すら身につけていないのに、どのように運営することができるのかと経済偏重の現代社会に警鐘

を鳴らしている。（懐かしい未来ネットワーク、2007; Kumar, op.cit.）物質と精神を二分し、人間が

自然を支配しようとする機械論的・二元論的世界観から、自らの生活、住む場所である家や社会、

地球についての知を扱うエコロジカルな世界観へと変容していくことが求められる。 

クマールはまた、社会のあり方について、歴史上唱えられてきた三つのスローガンではこれから

の社会の持続可能性を説明することは難しいと述べる。例えば、フランス革命で掲げられた「自由、

平等、博愛」は社会や人間を中心にしており、ここには精神性やエコロジー、自然に関する要素が

見られない。また、1960 年代から 70 年代に唱えられたニューエイジ思想の「身体（Body）、心（Mind）、

霊性（Spirit）」には社会的かつエコロジカルな側面が表されていない。そこでクマールが提唱した

のは 3S である。3S は人間の活動の全体性を表現しており、調和の取れた社会のあり方であると述

べる。3S は「土 Soil」が自然、「心 Soul」が個人、「社会 Society」が社会を表し、かつこれら三要素

を融合させることができると言及する 2）。土から恵みを受け、土に還る存在である人間であること

を認識すること、また他者を愛するためには自分自身を愛さなければならないこと、そして音楽や

芸術、文化、宗教などから多くの知や感性などが得られる自分の周りをケアすること、つまり社会

に貢献することが含意されている。（懐かしい未来ネットワーク; Kumar, ibid.） 

シューマッハー・カレッジでは、上記の世界観を基底にカレッジ全体がバランスよく調和されて

いることが重要であり、カレッジを家として、コミュニティとして捉えていることが特徴的である。 

 

1.3 シューマッハー・カレッジとサステナビリティ 

筆者は 2 度にわたりシューマッハー・カレッジの設立者の一人であるサティシュ・クマール氏に

サステナビリティに関する聞き取りを行った。以下は、調査の概要である。 

・第 1 回調査：2010 年 9 月 21 日 

シューマッハー・カレッジの見学を兼ねてカレッジを訪問し、サティシュ・クマール氏より聞

き取り調査を行った。 

・第 2 回調査：2010 年 11 月 28 日 

  サティシュ・クマール氏が集中講座で教えているビジャ・ビジャピース Bija Vidyapeeth（Earth 

University）3）に訪問し、聞き取り調査を行った。 

 

クマールはシューマッハー・カレッジをサステナビリティのための教育（Education for Sustaina-

bility）かつ持続可能な教育（Sustainable Education）を具現化した高等教育機関であると述べ、サス

テナビリティについて次のように述べる。「理論や枠組みだけでは、サステナビリティは扱えない。

サステナビリティのための教育は二つの足で歩かなければならない。つまり、枠組み（知識・情報）

と実践（経験・生活）である。」「サステナビリティについて話したり書いたり勉強したりするだけ

では不十分である。サステナビリティを実践し、その中で生活しなければ（live in sustainability）サ
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ステナビリティを学ぶことはできない。」4） 

シューマッハー･カレッジではサステナビリティに関する理論と実践を関連させ体系づけ、生活

の中にサステナビリティが組み込まれている。参加型アプローチと生活を通した経験学習は、シュ

ーマッハー・カレッジの特色である。生活に組み込まれたサステナビリティとは、学生、教師、ボ

ランティア、職員全員が当番制で菜食中心の食事を作ったり、庭の手入れをしたりというルーティ

ンワークを行うことである。また、授業や生活に関わる問題は学生も含め教職員、ボランティアス

タッフ全員で議論される。生活の中に実践的な活動を組み込むことで、サステナビリティへの態度

とライフスタイルが体得されることを狙っていると考えられる。 

次に、サステナビリティは実践を通して手足だけを使うだけではなく、心の涵養も重要であると

クマールは指摘する。「サステナビリティとスピリチュアリティは共にあらなければならない。サス

テナビリティは人の心で育つものであり、そこから始まるのである。」5）この言葉はクマールが唱え

た 3S―土 soil、心 soul、社会 society―、及びシューマッハー・カレッジの教育理念がエコロジカル

な世界観とともにスピリチュアルな価値観を基盤としていることに通じている。エコロジカルかつ

スピリチュアルな価値観こそ、シューマッハー・カレッジの活動を方向付ける指針となっている。

自らの価値観は「あなたはどのような美徳（virtue）を持っているのか」6）という問いを投げかける

ことで再考することができる。回答には、自らの活動の土台となっている世界観が反映される。 

最後に、上記に示したような理論と実践、身体と心の統合性をカリキュラムや教育理念に組み込

んだシューマッハー・カレッジにおける教育についてクマールの言葉から捉える。クマールは、教

育は知識の詰め込みではなく、個人が持っている潜在能力をいかに引き出し育てるかであり、変容

のための学びが求められると述べる。クマールによれば、変容（transform）とは「物事が元々持っ

ている本質は保ちながら、姿・形を変えていくこと、まるで粘土が陶器になるように」7）と説明さ

れる。変容のためにはコミュニケーションや経験が必要であり、それらを通して「私はあなたにサ

ステナビリティの価値を伝達する（to transfer the values of sustainability）」8）ことができ、「私の価値

をあなたが受け取ったなら、そのときが変容である」9）と説く。自分にとって新しい価値を受け入

れるということは既存の知識を「アンラーニング(unlearning）」10）し再考し、本質を保ちながら姿・

形を変えた価値として取り入れるということである。 

シューマッハー・カレッジは、サステナビリティを扱う学際的なプログラムを提供するだけでな

く、サステナビリティを具体化させた組織のあり方をも示している。ルーティンとなっている日常

生活のリズムを刻むことで、人々は無意識にサステナビリティを身につける。そして、自らを振り

返り反芻させ、変容させるプロセスに入っていることに気づくのである。タゴールの教育思想を土

台にして構築されてきた「教育文化」を継承し、理論と実践が有機的に連関し、カリキュラムだけ

でなく組織のあり方においても全体性が意識され具体化されている事例として、シューマッハー・

カレッジは特筆すべき高等教育機関であろう。 

２．国内における高等教育における ESD の実践への示唆 

 シューマッハー・カレッジのサステナビリティの特徴として、先に取り上げた「生活」、「価値」、

「変容」の視点から、国内における高等教育における ESD の実践について考察を行う。 

佐藤ら（2010）の調査から、国内の高等教育機関における ESD の実践において理論と実践の統合

や統合的手法を用いた実践が積まれていることは読み取れる。しかしながら、IIS で示されている価
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値観や態度、ライフスタイルの変容を授業実践や学校生活を通してもたらしているかについては、

各機関の報告書に記述がなかったこともあり、十分に議論がなされていなかった。シューマッハー・

カレッジの生活を通した実践で見られたように、学生や教職員が「サステナビリティに生きる（live 

in sustainability）」ことをしているのか今後の課題として受け止める必要がある。授業だけではなく、

大学の日常生活においてサステナビリティを実践する機会があるため、学生や教職員がサステナビ

リティを日常的に継続的に実践することで、自らの行動がコミュニティや社会の変容につながるこ

とを体現することができる。大学が学ぶための場だけでなく、食やコミュニケーションをする生活・

憩いの場であることを考慮に入れ、「サステナビリティに生きる」ということを具体的に検討するこ

とが重要である。 

次に、IIS において ESD の特徴とされる「価値中心」に関わる内面的側面が、国内の実践におい

ては少ないことが報告された（佐藤・菊池、2010）。内面的側面は、各大学の実践の本質的な部分に

触れる部分であると考えられる。クマールは「人の心から」サステナビリティは始まると述べ、シ

ューマッハー・カレッジの基盤となる教育理念にエコロジカルでスピリチュアルな価値を置く。カ

リキュラムや運営、土地の活用、環境整備において、それが羅針盤となっていた。価値とは、個人

それぞれが異なってもつ判断基準である。IIS には、「価値観を理解することは個人の世界観や他者

の世界観を理解する上で不可欠なことである。個人の価値観、社会の価値観、他者の価値観を理解

することは、持続可能な未来のために教育する上で中心的な役割を担う」11）と記され、ユネスコは、

個人の意思決定に関わる価値観こそ重要であると指摘する。その一方で、持続可能な開発に向けた

価値観とは何かについては議論の途上にある。IIS の枠組みでは、少なくとも次の四つが培われるべ

き価値観として示されている。「全世界の人々の尊厳と人権への尊重とあらゆるものへの社会的経済

的公正への責任」、「地球のエコシステムの保護と回復を含み、そのあらゆる多様性の中に生きるい

のちのより大きなコミュニティへの尊重とケア」、「未来の世代の人権への尊重と世代間の責任へのコ

ミットメント」、「文化の多様性への尊重とローカルにグローバルに寛容で非暴力、平和な文化を築

く責任」12）である。これら四つに表されている普遍的な価値観は、地球の持続可能性を考える上で

欠くことができない。このような普遍的価値観をどのようにして各大学が取りこみ、独自の羅針盤

として位置づけていくかが求められている。シューマッハー・カレッジに根付く「教育文化」のよ

うに、各機関の価値観と土地や地域の特色が織り交ぜられることで、独自性をもつ｢教育文化｣は創

造されるだろう。 

「教育文化」は普遍的価値観と相互関連することで組織の全体性を支え、かつ全体性のなかで部

分と部分とをつなぐ「流れ」を生むと考えられる。それは「教育文化」という言葉がもつ潜在性に

表されるだろう。「引き出す（educare）」という教育と「耕す（cultivate）」という文化の両語源から

も明らかなように、働きかけを通して人や土地がもつ本質を引き出す過程を含意する。教育という

働きかけを通して大学に関わる人々、大学自体、そして大学が根付く土地のそれぞれの本質が呼応

するとき、「教育文化」は学校枠や地域性を越え、ダイナミックかつメタ的な様相を含み、普遍的価

値観と呼応すると考えられる。全体論的パラダイムに支えられた建学の精神や教育理念で表されて

いる価値観は、各校の本質的部分であり「美徳（virtue）」である。それは「教育文化」の要であり、

土台である。それまで学内だけで考えられていた価値観が普遍的価値観と相互に関連するとき、教

育と地球のサステナビリィとの間に有機的なつながりを見出すことが可能となるだろう。 

最後の「変容」については、佐藤らの調査結果からは読み取れないが、変容の視点は価値観や態

度、ライフスタイルの変容を目的とする ESD を考える上で重要である。ここではスターリンの見解
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を用いて検討する。 

スターリンは、高等教育各機関における ESD の実践は「適応（adaptive）」しているに過ぎないと

指摘する。表 1 は、持続不可能性を帯びた諸課題に対して、どのように対応しているかを示してい

る。スターリンは教育機関の実践を氷山に例え、水面下にあり土台となっている「パラダイム

（paradigm）」と「目的（purpose）」は、表層に出ている「方針（policy）」・「実践（practice）」を支

え導くと説明する（Sterling, 2004: 64-65）。表 1 にある 1 段階は「実践」レベルにあたり、結果とし

ては何も変わっていない状態を示している。また「方針」の段階、2 段階は「適応」であるとされ、

結果として起きている変化は、多くの大学で行われている緑化や二酸化炭素排出削減などの取り組

みであり、「見せかけの緑化」であると指摘する。1・2 段階においては学生の学びも見られない、

もしくは状況に適応しているにすぎなく、IIS で目指されている価値観・行動・ライフスタイルの変

容には至っていないことがわかる。サステナビリティを考えるためには、基本となっている既存の

構造（form）を問い直し、改めて再編するような 3・4 段階の対応が必要である。つまり、活動を支

える「深層部にある目的とパラダイム」13）の「改革（reformation）」もしくは「変容（transform）」

が求められる。 

 

表 1 サステナビリティの課題への段階的な学びの対応 

段階 対応の種類 結果として起こる変化 学習の種類 

1 反応なし 変化なし 否定/無視（学びがない） 

2 適応 見せかけの緑化 適応 

3 改革 本格的な改革 批判的な反省的適応 

4 変容 ホールシステム再設計 変容 

出典）Sterling（2004: 57） 

 

先述したように、大学の基盤である教育理念や建学の精神が、どのように ESD の活動に位置づけ

られているかが重要となる。大学の価値観、「本質」ともいうべき教育理念や建学の精神を核とし、

羅針盤とすることで、ESD の取り組みにも大学の特徴が出て教育内容に独自性が表れる。しかし、

大学の価値観が近代的な理論の上に成り立っていては変容にはならない。還元主義や実証主義など

の近代科学的な概念や機械論的なメタファーの上に成り立っている二元論的なパラダイムを転換す

る必要がある。変容する学びへと方向付けるためにも、「ホールシステム」のパラダイムが確立され、

教育機関がもつさまざまな側面が有機的体系的につながりをもつような「システミック Systemic」

なあり方が求められる（Sterling, 2004: 64）。 

３．持続可能な開発のための高等教育に求められる課題 

国内における高等教育機関の ESD の実践や研究内容を見てみると、環境教育や環境学などを中心

として行われている傾向が強い（北村、2009）。環境教育への傾倒は、現代的な課題である地球温暖

化や気候変動などによる自然破壊を考慮すれば疑う余地はない。将来的にもその重要性は認められ

る。しかしながら、ESD の構成要素のバランスや調和など、ホリスティックな視点に立って「環境」

に取り組むことが重要である。小澤（2007）は、日本の環境教育の学習モデルに欠けている点とし

て、「『学習者と学習課題との対話的なプロセスとしてとらえ、そのプロセスを通して学習は自らの
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認識を不断に構成していく』というホリスティックなアプローチであり、批判的思考過程である。」

14）と指摘する。また、鬼頭（2007）は「人間の社会的なあり方を含めて、より広範な形で人間と自

然との関係をホリスティックに捉える視点はほとんどなかった」15）とし、以下のように指摘する。 

 

自然的な持続可能性という問題は、社会的な公正に特に留意した社会的関係の問題と、生業か

ら遊び仕事、遊びまで拡がりのある、人間の自然とのかかわりにおける基本的営みの行為その

ものに集約できる自然との精神的な問題をも含めて、全体として捉えるようなホリスティック

なアプローチの中で捉えられていくべきである。16） 

 

刷新的事例として挙げたシューマッハー・カレッジでは、小澤と鬼頭が指摘するホリスティック

なアプローチが用いられ、環境だけでなく、経済、社会、文化の領域を包括したコース―「システ

ム思考」、「変容する開発」、「目的と利益」、「エコサイコロジー」など 17）―が開講されている。自

然との関わりを強調しているものの環境のみに焦点化したコースは設けられていない。それは、環

境（environment）という言葉が、自分自身を内包しない二元論的な性格を連想させるためとクマー

ルは説明する 18）。地球を「家 OIKOS」として考え、人間も自然の一部であるとするエコロジカルな

世界観を土台とするシューマッハー･カレッジは、文化を基底とする三領域の均衡と全体性がカリキ

ュラムにも組み込まれていると言える。 

ユネスコは、文化が価値観や言語、世界観などと結びついており、人々の生活を通して絶えず変

化していくプロセスの中で生まれ、存在や関わり、態度、信仰、行動の方法そのものであると説明

する（UNESCO, 2006: 14）。つまり、持続可能な開発とは、人々の精神性や「内的なもの」など人

間の本質的な部分に関わる開発のあり方であるといえるだろう。ここに、ESD と環境教育の相違が

ある。環境教育の実践を ESD として位置づける高等教育機関には、学生にどのように働きかけ、学

生に変容をもたらしているのかを問う必要がある。環境教育という切り口から社会や経済、文化の

領域を包括した内容にできるか、またどこまで学生一人ひとりの思考方法や価値観、あり方などの

「内的なもの」に気づきを与え、自らを反芻し、新たな持続可能な方向を示すことができるかが課

題である。 

人々の価値観や行動、ライフスタイルを変容させることを通して、持続可能な社会の実現を目指

しているという DESD の目標に記されているように、ESD は変容のための学びである。人々のこれ

までのあり方を立ち止まって気づかせること、「アンラーニング（unlearning）」が求められる。従来

の世界観に基づく教育に警鐘を鳴らしたクマールは、全体論やエコロジカルな世界観に基づく教育

をデザインした。個々の価値の「本質」に働きかけ、また「本質」の潜在能力を引き出すことで姿・

形を変えるプロセスが教育であり、ESD である。 

シューマッハー・カレッジは「システミック」なあり方を具現化し、「変容」の段階にある教育を

行っている高等教育機関であるといえる。二元論的思考方法の限界を認め、全体論的なパラダイム

にたってカリキュラムや教育環境などをデザインしていることにおいて、参考に値するオルタナテ

ィブな事例である。しかし、シューマッハー･カレッジの特殊性をいかにして一般的な高等教育機関

に反映させることができるかが課題である。現在のシューマッハー・カレッジはキャリアを積んだ

社会人や知的水準の高い人々のための再教育の場であり、生涯学習の場となっている。また学生の

年齢や性別から判断すれば世代やジェンダーバランスが取れた「共同体」が形成されている。その

一方で、アフリカやアジア諸国の学生や障害のある学生、少数民族の学生などマイノリティに属す
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る学生には経済的知的側面から、まだ閉ざされていると言える。18 歳から 25 歳程度が多数派を占

め、何百人、何千人という学生数をもち、その中には障害や精神的な問題を抱えるマイノリティの

学生もいるメインストリームの高等教育機関へ汎用するには確かに限界がある。 

 しかしながら、シューマッハー・カレッジでも顕著であり ESD の特徴である「価値中心」は、日

本の高等教育機関が再度検討しなければならない課題である。自らの価値観とサステナビリティの

相互関連性を問い直し、直面する課題を包括的に捉える視座をもつことが求められているように思

われる。例えば、環境整備に関して、緑化や二酸化炭素排出削減などの取り組みが大学の価値観と

どのように関連し、それを導入することで、学生や教職員にどのようなことが期待されるのかを考

える必要があるだろう。環境整備に限らず、さまざまな問題を抱えるメインストリームの高等教育

機関にとっては、一つひとつ対応し解決していく「適応」が理に適っているのかもしれない。しか

し「適応」ではなく「変容」となるように、まずは根底となっている各機関の価値観や本質を見直

し、有機的に問題に対応していくことが求められるだろう。 

 

注 

１）人間中心的自然観と持続可能な開発との関係については、以下を参照されたい。曽我幸代（2010）「人間中心的自然

観からの転換：「持続可能な開発」の視点から」『聖心女子大学大学院論集』第 32 巻 2 号（通巻 39 号）聖心女子大学、

pp.97-113。 

２）クマールはガンディの非暴力―自然への非暴力、自分自身への非暴力、他者への非暴力―の思想をもとに 3S を生み

出した（参考：Kumar, Satish. “Study at Schumacher College.” Preface in Philip, Anne. Holistic Education: Learning from 

Schumacher College. Green Books. 2008. p.18.）。 

３）インド共和国ウッタルアーカンド州デラドゥン市郊外にある生物多様性保護センター、ナヴダーニャ Navdanya の活動

の一つに教育活動があり、ビジャ・ビジャピース Bija Vidyapeeth はその一つである。本稿では紙幅の都合上、この教育

機関についての説明は割愛するが、次の URL から同活動については参照されたい（Navdanya. Bija Vidyapeeth. 

http://www.navdanya.org/earth-university）。 

４）サティシュ・クマールへのインタビューより（2010 年 9 月 21 日、シューマッハー・カレッジにおいて行った筆者に

よる聞き取り調査に基づく）。 

５）サティシュ・クマールへのインタビューより（同上）。 

６）同上。 

７）同上。 

８）同上。 

９）同上。 

10）同上。 

11）UNESCO. UNDESD International Implementation Scheme. 2005, p.7. 

12）UNESCO. Framework for the UNDESD International Implementation Scheme. 2006, p.15. 

13）Sterling, Stephen. “Higher Education, Sustainability, and the Role of Systemic Learning.” in Ed. Corcoran, Peter Blaze and Wals, 

Arjen E.J. Higher Education and the Challenge of Sustainability. Kluwer Academic Publishers. 2004, p.64. 

14）小澤紀美子(2007)「環境教育の現状 理論と実践をつなぐ」『持続可能な教育と文化』、日本ホリスティック教育協会編、

せせらぎ出版、p.147。 

15）鬼頭秀一(2007)「環境倫理におけるホリスティックな視点と ESD」『持続可能な教育と文化』、日本ホリスティック教

育協会編、せせらぎ出版、p.157。 

16）同上、p.164。 

17）“Systems Thinking in a Complex World”, “Transformative Development Season”, “Purpose and Profit: How holistic thinking can 

remark business”, “Ecopsychology: Exploring the Routes to Change”. (参考：Schumacher College 



 246

http://www.schumachercollege.org.uk/) 

18）サティシュ･クマールへのインタビューより（前掲）。 
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「教育の収益率」が示す日本の高等教育の特徴と課題 

 

Some characteristics of, and issues in higher education in Japan 
implied by the “rate of return to education” 

妹尾 渉＊，日下田 岳史＊＊ 

SENOH Wataru and HIGETA Takeshi 

 

Abstract 
This article aims to focus on the ‘rate of return to education’, which benchmarks the benefits of 

receiving education, and to search out new visions of the study of the ‘rate of return to education’ 

mainly by reviewing the Japanese empirical evidence. In section 2, we explain policy implications of 

studying the ‘rate of return to education’. Next, in section 3, we review methods and evidence. 

Finally, we refer to the remaining research issues and new visions. Unless otherwise stated, ‘rate 

of return’ means return to investment in higher education. 

What the studies on rate of return reveal is detailed below. First, the rate of return to higher 

education has been always higher than that to senior high school, and this has been stable. Second, 

the trend of the rate of return was declining or stable, but then turned upward in the late 1990s. 

Third, the rate of return in Japan has been low from the viewpoint of international comparison, and 

Japan’s private rate of return is 6 – 8%, according to the most recent figures. Fourth, the rate of 

return for females has been higher than that for males. 

What empirical analyses using the method of internal rate of return show is described below. 

First, the rate of return by university and by faculty has decreased, but both gaps have hardly 

changed. Second, the rate of return which is based on the assumption that a person works for a 

large corporation after graduating a university has been stable at higher levels, but the rate of 

return which is based on the assumption that he/she works for a small-to-midsize firm has de-

creased. Third, the rate of return depends on the definition of the cost of education, such as 

whether a student goes to a public university or a private university, whether he/she needs room 

and board at university or not. Fourth, the private rate of return of a public university student has 

been higher than social one, and social rate of return of a private university student has been 

higher than the private one. On the other hand, unexpectedly, the preceding empirical studies 

using the Mincerian approach to rate of return have not been fully accumulated, and further pro-

gress is anticipated. 

The reason why Japan’s higher education is so unique is because investment in this area is more 

profitable than that in other educational phases. On the other hand, it is commonly and empirically 

believed that Japan’s universities have too large a capacity. It is the very challenging issue of 

higher education in Japan to find out what causes such an instinctive understanding or a feeling of 

strangeness. 
                                            
＊  教育政策・評価研究部主任研究官 
＊＊ 総務部庶務課企画係 
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図 1 人的資本市場の均衡 
（Becker 訳書 1976、矢野 1978） 

１．目的 

教育の便益の大きさを表す指標である「教育の収益率」に着目し、これまでに日本でおこなわれ

てきた実証研究を中心にレビューし、収益率研究の今後の展望を探る。2 節では、研究の政策的意

義について述べ、続く 3 節では、研究の方法とその推計結果を整理する。最後に 4 節で、課題と展

望について述べる。断りがない限り、「収益率」は大学に関するものを指す 1)。 

２．教育の収益率研究の政策的意義 

2.1 人的資本市場を巡る需要条件と供給条件の構造の把握 

学校教育段階別の限界収益率 2)の計測は、教育政策の立案の前提である社会状況の把握に有益な

方法である。Becker（訳書 1976）は、人的資本市場の需要曲線（個人の能力を反映する）と供給曲

線（個人の教育資金調達能力≒教育機会を反映する）との交点（均衡点）が限界収益率（限界費用 3)）

及び教育投資額となることを示した（図 1）。ここでは、能力が高い個人ほど、同一投資額でも高い

限界収益率を得られるから、当該個人の需要曲線はより上方に位置する。一方で、教育資金調達力

が貧しい個人ほど、同一投資額を市場から借り入れるためにより高い限界費用を必要とするから、

当該個人の供給曲線は上方に位置する。教育投資額を増やすことは、より上位の学校への進学と解

釈できる。ただし、現実に観測されるのは交点のみで、需要・供給曲線は目に見えない。しかし、

矢野（1978）が指摘するように、学校教育段階別の限界収益率の変動を下図の理論枠組みに基づき

解釈することで、人的資本市場の在り様を把握できる。 

学校教育段階が上がるほど限界収益率が増加する場合、教育機会が均等であるのに対し個人の能

力にバラツキがある状態が想定される（図 1・例 1）。逆に、限界収益率が減少する場合、個人の能

力が均等であるのに対し教育機会にバラツキがある状態が想定される（同・例 2）。そして、限界収

益率が変動しない場合、個人の能力と教育機会は正の相関を持つ（能力が高い者ほど教育を受ける

機会が豊かであり、能力が低い者ほど教育を受ける機会に欠けている）状態が想定される（同・例

3）。さらに、同量の投資額（同学歴）の個人間で限界収益率にバラツキがある場合、個人の能力と

教育機会は負の相関を持つ状態が想定される（同・例 4）。 

 例 1 は進学資金調達機会が平等な「機会平等的アプローチ」、例 2 は能力の均質性を特徴とする「能

力均質的アプローチ」、例 3 は能力が高い者ほど教育資金を有利に調達できる「選抜的アプローチ」、

例 4 は能力が低い者ほど機会が有利な「再分配的アプローチ」と表現できる 4)。 

日本の場合、学校段階別では、大学の内部収益率 5)が最も高

くなる傾向が確認され（図 2）、例 1 の機会平等的アプローチ

が当てはまりそうだ。ただし、これを以って日本の教育機会

が平等であると判断することには留保がつく。収益率計算及

び均衡理論は、市場の完全性すなわち将来は予見可能である

こと、自らの能力を個人は知っていることを仮定しているか

らである。将来は予見困難であるし、自らの能力は事前には

不明で、教育を受けることにより自らの能力が判明するとい

うことも考えられる（小塩 2002）。現実に経験されるのは、

需要・供給曲線の在り様ではなく、投資額が増加するほど限
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界収益率が高いということである。当該事実を踏まえれば、能

力評価が不確定な個人は、個人の進学資金調達力の許す限り、

より上位の学校教育段階へ進学し、高い収益率を得ようと努力

する（矢野 1978）だろう。その時、大学教育投資は家計が行

うのが当然だと考える、ないし暗黙のうちに承認する理由は、

必ずしも文化的背景のみに帰せられるわけではないこととなる。 

例 4 の状況は、同じ学歴の労働者でも賃金には差異があるとい

う日常的な経験を表現している。教育を受ける機会が不利な者

でも能力が高ければ限界収益率は高く、教育を受ける機会が有

利でも能力が低ければ限界収益率は低いという状況である。このように、同じ学歴の労働者で賃金

が異なるのは、能力が異なるからなのかもしれない。ただし、繰り返し述べるように個人の能力を

完全に予め把握することはできないから、当該差異と関連しうるもので観察可能な要因に関心が払

われる。大学・学部別、就職先の産業別・企業規模別等に分類して収益率が測定されるのはこのた

めだと考えてよい。このように、収益率分析は、教育政策の立案の前提である社会状況の把握に有

益な方法となる。3 節ではそれらの研究成果をレビューする。 

 

2.2 資源配分に関する意思決定のための手段（社会的収益率・公的収益率・私的収益率） 

コーポレートファイナンスにおいて、提案された事業へ投資するか否かの有力な判断材料となる

のが、内部収益率である。当該事業の内部収益率が資本コストより大きければ、その投資プロジェ

クトを採用することが望ましいと判断される（Brealey et al. 訳書 2007）。資本コストとは、資本

市場で決定され、評価の対象のプロジェクトと同様のリスクを有する資産が提供する期待収益率の

ことである（前掲書）。この考え方は、学校教育についても応用可能であり、既に 2.1 でも触れてい

る。ただし、コーポレートファイナンスと教育の違いは、投資主体及び受益者にある。コーポレー

トファイナンスの世界では普通、企業が投資を行い、収益は企業に帰属する。教育では、投資も便

益の回収も政府と家計（個人）が分担している。したがって、教育の収益性基準たる収益率を、投

資主体及び当該投資の結果得られる便益が帰属する先に応じて分類することが必要である。 

教育の収益率は、具体的には、社会的収益率、公的収益率、私的収益率に分類される。社会的収

益率は、教育の全費用と税引き前所得のデータを対応させることで得られるもので、社会全体の費

用と社会全体に帰属する収益の比較を意味する。公的収益率は、税金による費用負担と税収の増分

を対応させることで得られる。家計の個人費用負担と税引き後所得のデータを対応させれば、私的

収益率を計測できる。社会的収益率は、社会全体から見て教育供給量が過剰なのか否かについて、

公的収益率は政府の、また私的収益率は個人の、それぞれ教育投資の判断に関わる意思決定基準と

なる（矢野 1984、荒井 1995）。例えば、大学へ進学するか就職するか迷っている場合、当該個人

の他の投資機会よりも大学教育の私的収益率が高ければ、大学へ進学するのがよい。このように、

投資判断の基準それ自体は単純明快である 6)。 

 

2.3 誰がどれほど教育費を負担するのか 

2.2 では、3 種の収益率が、各投資主体にとっての投資判断基準となることを指摘したが、それら

を互いに比較することで、教育費を政府（社会）と家計（個人）とでどの程度ずつ負担すべきかと

いう規範の検討に役立つ。具体的には、矢野（1984）が以下の 3 通りについて整理している。 

図 2 私的内部収益率（男子）の

時系列変動（島 1997）
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第一は、可処分所得を個人への帰属、税額を公への帰属とする受益者負担説で、これを規範とす

れば、3 種の収益率が等しくなるように誘導される。第二は、高学歴者から低学歴者への所得再分

配を現行税制以上に累進的にする再分配強化説で、これを規範とすれば、社会的・公的収益率が私

的収益率よりも大きくなるよう誘導すべきだと判断される。第三は、教育の外部効果は税収以上に

大きいと考える外部効果強調説で、学歴間の所得再分配の逆進性が生じるため不公平だが、私的収

益率が公的・社会的収益率より高い状態が是認される。もっとも、第一・第二のケースでも外部効

果それ自体は存在するはずだから、第三の選択には、政府の教育投資が過少であるという判断があ

り、授業料を下げて進学を促進するという政策的意図が内在していると考えられる。 

ただし、教育の効果は非金銭的効果も含んでおり、真の収益率の計測は不可能である。したがっ

て、3 種の収益率の大小関係が絶対的に存在しているとは限らない。換言すれば、教育の非金銭的

効果、教育の外部効果を大きく見積もるか小さく見積もるかという公的・私的判断が、3 種の収益

率の大小関係のあり方に影響を及ぼしている。この判断に当たっては、個人的経験だけでなく、非

金銭的効果、外部効果に関する信頼性の高い知識が大切であり、実証研究への期待は大きい。 

もっとも、収益率の測定結果は、教育費の定義により異なる（3 節参照）。収益率という数字一つ

で何かを議論することは危険で、2.1～2.3 に示すように、比較という視点で収益率の意味を把握す

べきだろう 7)。 

３．収益率研究の方法と成果 

 ここからは収益率の代表的な測定方法である、①内部収益率法（3.1）、続いて②ミンサー型収益率（3.2）

について、それぞれ取り上げる。 

 

3.1 内部収益率とその測定の方法  

教育の内部収益率とは、投資決定時点から大学卒業までの教育費用の合計の現在価値と、就業期間に

渡り教育から期待される便益の合計の現在価値を等しくする割引率である。簡単に言えば、教育投資に

より得られる運用利率を示す値である。具体的には、下式の通りである。 

 
教育費用 t1 + 収益率

t−投資決定年齢

大学卒業予定年齢

t=投資決定年齢

=  
教育の期待便益 t1 + 収益率

t−投資決定年齢

退職予定年齢

t=就職予定年齢

 

 

 教育費用は、授業料等の直接費用だけでなく、進学せず就労していたら得られたであろう賃金を

放棄することにより生じる間接費用（機会費用）を含む。大学の内部収益率を計測する場合は、投

資意思決定年齢に 19 を、大学卒業予定年齢に 22 を、就職予定年齢に 23 を、退職予定年齢に 60 を

代入することが多い。具体的なデータとして、日本学生支援機構『学生生活調査』から直接費用を、

厚生労働省『賃金構造基本統計調査』から学歴間賃金格差を計算することで間接費用及び便益を、

それぞれ得られる。これらのデータを代入の上、任意の数値を収益率に代入し、当該式が成り立つ

か調べる。成り立たなければ他の数値を収益率に代入する、という作業を繰り返す。 

 このように、推計方法は単純だが、以下のような仮定（荒井 1995）があることが重要である。

第一に、収益率は全ての個人により異なるため単一の客観的な値は本来存在しないが、単純化のた

めの平均化を許容することで、ある程度客観的な平均的数値を算出できる。第二に、投資決定時点

の平均投資費用・平均賃金の構造が、将来も全く同じように維持されていくとの仮定がある 8)。 
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3.1.1 内部収益率の時系列変動 

主な研究に、梅谷（1977）、矢野（1978）、Kaneko（1987）、

Nakata et al.（1987）、田中（1994）、荒井（1995）、島（1997）、

島（1999）、島（2008）等がある。 

ここからわかるのは、内部収益率が、①男子の場合、1980 年

前後まで減少、その後は安定的に推移し、1990 年代後半から増

加に転じていること、また、②直接費用の有無別の収益率の差

が拡大していること（島 2008）、である。近年の内部収益率は

なぜ増加しているのか。 

大学進学率は大卒労働力の供給量を、内部収益率は学歴間賃金格差を、それぞれ意味する。1990 年代

後半以降、大学進学率が抑制されていた 1975～1990 年にかけて 18 才を迎えていた人たちが 30 代後半か

ら 40 代を迎えている時期で（川口 2010）、大卒労働者の供給量の抑制を背景に、30 代の労働需要の大

卒労働者へのシフト（矢野 2005）が、大卒の価値を高めている可能性が考えられる。 

 

3.1.2 大学別・学部別の内部収益率 

信国（1977）、矢野（1978）、矢野（1984）、荒井（1995）、岩村（1996）、青・村田（2007）、島（2008）、

立石（2010）等の研究がある。青・村田（2007）は、①大学別・学部別の収益率を 1992 年と 1997 年に

おいて比較した結果、収益率は全体的に低下したが大学別・学部別の収益率格差はあまり変わっていな

いこと、②1997 年の大学別・学部別収益率を大学所在地別に比較した結果、関西よりも関東の方が収益

率が高い傾向があること、③大学別・学部別収益率は大学入試の偏差値と正の相関を示しており、学校

歴による収益率格差は入学時にすでに生じていることを指摘している。ただし、大学・学部別収益率格

差は、産業別・企業規模別の収益率格差に回収されるかもしれない。 

 

3.1.3 産業別・企業規模別の内部収益率 

大企業の方が収益率が高い傾向は一貫している（図 4）。小企業

に就職した場合の収益率は小さく、長期的減少傾向が観察される。

日本の新卒予定者の大企業信仰の根強さは経済に裏付けられたも

のであり、不合理な行動だとは必ずしも言えないことが分かる。

産業別には、田中（2010）が教育費の定義の違いを考慮して分析

しており、3.1.4 で改めて紹介する。 

 

3.1.4 教育費の定義別内部収益率の変動 

国立大学と私立大学では、周知のように授業料が異なる。さらに、自宅から通学するのと、アパート

等を借りて（下宿して）進学するのとでは、生活費が異なる。他方、生活費は大学に進学しなくても必

要だから教育費ではないかもしれないが、大学収容力の低い地方に住む者にとっては、大学進学は自宅

を離れることを意味するから、大学進学に伴う下宿に伴う費用 9）は切実である。 

田中（2010）は、就職先の産業別収益率を、教育費（直接費用）の定義別に推計し（表 1）、①どの定

義に基づく内部収益率もそれなりの値であり、大学進学に経済メリットがある、②地元の国立大学に進

学するか、県外の私立大学に下宿して進学するかにより、収益率の格差があることを示した。ケース 1

は、授業料は保護者が負担するという日本的家族主義を表現していると解釈できる。 

図3 大学の私的内部収益率(男子)の
変動（1975～2003年、島 2008）

図4 企業規模別・大学の私的

内部収益率（島 1999）
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3.1.5 社会的収益率、公的収益率、私的収益率 

主な研究に、信国（1977）、矢野（1978）、矢野（1984）、経

済企画庁経済研究所（1998）、荒井（1995）、矢野（2001）、文

部科学省（委託調査、2010）が挙げられる。 

 大学設置者別の収益率の差異に注目されることがしばしば

あるが、これは、国立・私立大学の量的規模の在り方につい

て示唆を得られるためである。国立大学の場合、私的収益率

の方が高く、私立大学の場合、社会的収益率の方が高い（経

済企画庁経済研究所 1998）。このような社会的収益率と私的

収益率の位置関係は、安定している（矢野 2001）。受益者負担説に立てば、国立大学を縮小して私立大

学を拡大すべきだという結論に達する。他方、データの安定性を所与とすれば、国立大学は外部効果強

調説で説明されるのに対し、私立大学は再分配強化説で説明されるというように、設置者別に大学の役

割は異なるという暗黙の了解の存在が示唆される。 

 

3.1.6 コーホート別内部収益率 

国民生活白書（1996、2005）、呉（2004）の推計例がある 10）。呉（2004）によると、コーホート

が最近になるほど内部収益率が減少すること、内部収益率は高校より

大学の方が高い傾向が一貫していること等が窺える（表 2）。大学の収

益率の減少を根拠とする大学過剰説は聞かれるが、高校の収益率の減

少を根拠とする高校過剰説を聞くことはない。人的資本の蓄積という

意味で大学教育と高校教育には共通点がある一方、各種判断が教育の

量的規模に対する印象に影響を及ぼしていると思われる。 

 

3.1.7 国際比較 

Psacharopoulos（1972、1985）、Kaneko（1987）、Blöndal et al.(2002)、Psacharopoulos et al.（2004）、

図 5 設置者別 私的・社会的収益率

（経済企画庁 1998） 

表 1 産業別・教育費の定義別 大学の内部収益率（税引き前賃金）（田中 2010） 

表 2 男子のコーホート別

収益率（呉 2004）

コーホート 

大学 高校 

国立 私立 公立 私立

1940年生まれ 8.54 8.18 5.8 5.5

1945年生まれ 8.09 7.49 5.7 5.5

1950年生まれ 6.21 5.83 4.7 4.5

1955年生まれ 6.18 5.80 4.3 4.0

1960年生まれ 6.02 5.67 3.8 3.5
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米 日 独 仏 伊 英 加 丁 蘭 瑞 平均
課税前賃金と在学
期間に基づく収益率

18.9 8.0 7.1 13.3 6.7 18.1 8.4 7.9 11.7 9.4 11.4

影響
　課税 -2.3 -0.3 -1.5 -1.6 -2.1 -0.5 -2.1 -2.0 -1.5 -1.5
　失業リスク 0.9 0.9 1.1 2.4 0.5 1.6 1.3 1.0 0.0 1.2 1.1
　授業料 -4.7 -2.0 -0.3 -1.1 -0.7 -2.7 -2.3 -0.2 -0.6 -0.7 -1.5
　公的な学生支援 2.1 1.3 2.7 1.3 0.0 3.6 1.8 4.8 2.9 3.0 2.4
総合的な収益率 14.9 7.9 9.1 14.3 6.5 18.5 8.7 11.5 12.1 11.4 11.7

OECD ”Education at a glance”（EAG）が知ら

れている（EAG にはなぜか日本のデータが含

まれていない）。内部収益率の国際比較に着目

するために、Blöndal et al.(2002)の推計結果を

示す（表 3）。課税による収益率の引き下げ効

果は、比較対象国中最も小さい。この点は、

学歴間賃金格差について、税制度による再分

配効果が、日本は小さいことを示している（田

中 2010）。さらに、収益率の水準が諸外国と比較して低いことが知られる。 

 

3.2 ミンサー型収益率測定の方法 

 個人は就労前は教育投資に専念し、就労後は OJT 等による職場訓練投資を受けつつ、当該職場訓

練投資量を減少させていくという想定のもと（小塩・妹尾 2005）、以下の回帰式を推計する 11）。 ln 賃金 = 定数項 + β1 × 教育年数 + β2 × 労働経験年数 + β3 × 労働経験年数
2 + 誤差項  

上式はミンサー型賃金関数と呼ばれており、教育年数の回帰係数が、全教育年数に渡る平均的収

益率である。労働経験年数とその 2 乗項の回帰係数は、職場訓練効果を示す。 

 ただし、この方法による収益率は、賃金に対して影響を与える、初等中等教育から高等教育まで

の全教育効果を平均したものだから、学校段階別の効果は分からない。そこで、教育年数の代わり

に、基準となる学歴を 0 とし、比較したい学歴を 1 とするダミー変数を説明変数とすれば、基準と

なる学歴の労働者の賃金に対して、比較したい学歴の労働者の賃金はどれ位多いかを計測すること

ができる。そして、例えば高卒を基準とする場合、大卒ダミー変数の回帰係数の推定値を、高校卒

業から大学卒業まで要する年数（標準的には 4 年）で割れば、大学の収益率を近似的に推定できる。

中卒が基準とされている場合、当該推定値を高校入学から大学卒業まで要する年数（標準的には 7

年）で割れば、高校・大学に渡る平均的な収益率を推定できる 12）。 

このように、ミンサーアプローチは技術的に容易であり、様々な説明変数を加法的に追加するこ

とで分析者の関心に応えてくれるという、問題関心に応じた拡張性の高さに特徴がある。 

しかし、安井・佐野（2009）が指摘しているように、①教育年数と労働経験年数が対数賃金に与

える効果は分離可能である、②教育年数と対数賃金は線形関係にある、③教育費のうち直接費用は

無視しうるほど少額、④学歴によらず退職年齢が一定といった仮定に注意すべきである。これらの

諸仮定が現実に近いか、それ自体が検証されるべき課題である 13）。 

 ところで、ミンサー型賃金関数を回帰式で推計する際には個

票データが必要だが、個票データがない場合、集計データ上の

数値を左の式に代入し、大学の収益率を推計できる（荒井 

1995）14）。 

 任意の年齢 t の平均大卒賃金及び年齢 t-4 の平均高卒賃金を『賃金構造基本統計調査』で調べ 15）、

前者を後者で割った値の自然対数を取り、その数値を大学教育年数で割るのである。エクセル等で

簡単に計算できる。産業別・企業規模別・職種別の収益率の推計にも応用できる。 

 この簡便法による推計値は、①年齢 t が上がるほど大きくなる（内部収益率との乖離が大きくな

る）、②t=30 前後のデータを用いて推計すると内部収益率の推計値に近い結果が得られる（ただし、

収益率 = ln 大卒賃金 t
高卒賃金 t−大学教育年数

大学教育年数
 

表 3 大学の私的内部収益率の国際比較 
（1999～2000 年、男子）（Blöndal et al. 2002)
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教育年数 労働経験年数 労働経験年数2乗項 決定係数
専門職 0.057 ** 0.098 ** -0.000183 ** 0.578
管理職 0.083 ** 0.028 -0.00026 0.202
事務職 0.061 ** 0.086 ** -0.00128 ** 0.512
販売職 0.083 ** 0.074 ** -0.00129 ** 0.356
製造作業者 0.082 ** 0.046 ** -0.00054 * 0.336
*p<0.05, **p<0.01

4

5

6

7

8

9

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

12年（高卒、男） 14年（短・高、男） 16年（大・高、男）

12年（高卒、女） 14年（短・高、女） 16年（大・高、女）

(%)

その理由に理論的裏付けはない）、という特徴がある（荒井 1995）。 

 

3.2.1 ミンサー型収益率の時系列変動  

 時系列変動を検討するものに、貝塚他（1977）、Clark et 

al.（1992）、Kambayashi et al.(2006)、Kambayashi et al.（2008）

等がある。Kambayashi et al.（2006）は、中卒基準の学歴

ダミー変数を用いてミンサー型賃金関数を推計している。

従って、彼らの推計結果（Table 2）に基づき筆者が計算

した収益率は、大学・高校の平均収益率、短大・高校の

平均収益率、高校単独の収益率となる 16）。 

図 6 のように、男子の場合、1990 年代後半までは、収益

率は全体的に減少してきたが、当該期以降、大学・高校の

平均収益率の減少が止まっているのに対し、高校の収益率は低下し続けている。ここから、当該期以降、

大学の収益率が増加に転じていることが窺われる。この結果は、3.1.1 と類似している。また、学校教育

段階が上がるほど収益率が高いという構造が一貫している。 

女子の場合も同様に、1990 年代後半以降、大学の収益率が増加に転じていると思われる。 

 

3.2.2 大学別・学部別のミンサー型収益率 

 Ono（2004）は、標準的なミンサー型賃金関数による収益率は 8.7％を示すものの、他方、教育と

労働経験年数の交互作用項は有意であること、さらに、教育年数と大学入試スコアの交互作用は有

意で、収益率は大学の質により異なる（2.5％から 15.6％までのばらつきがある）ことを示している。 

松浦（2006）は質問紙調査に基づき、就業確率を考慮の上、有名大学卒業者は、中高卒業者に比

べて、年齢、家族構成、職業、企業規模、労働時間、居住地、出身階層等からの影響を除去しても、

賃金が高い（男子は 16.4％、女子は 20.7％高い）ことを示している。 

 島・藤村（2010）も質問紙調査に基づき、職業別に傾向は違うが、職業全体では、自己学習投資

等からの影響を除去しても、有名大卒労働者は非有名大卒労働者より賃金が高いことを示している。 

 

3.2.3 職業別のミンサー型収益率 

 島・矢野（2000）によると、①専門職は教育の収益率

が他の職業に比べて最も小さく、職場訓練効果が大きい、

②管理職は職場訓練効果がなく、モデルの説明力が低い

（企業規模の説明力が高い）、③事務職の教育の収益率

は販売職よりも小さく、職場訓練効果は高い、④製造作

業者は労働熟練をあまり必要としていないのに対し教育の効果は大きい（表 4）。ただし、この結果

は現職者を対象としていて、職業への参入確率は考慮されていない。 

 

3.2.4 教育費の定義に基づくミンサー型収益率の変動 

 日本では、進学する本人が教育の直接費用を全く負担しないこともあるから、教育の直接費用をゼロ

と見なす仮定は、日本の家族主義をよく表現しているという立場もあろう。 

 

表 4 教育効果と職場訓練効果の大きさ

（島・矢野 2000） 

図 6 ミンサー型収益率の時系列変動

（Kambayashi et al. 2006 より筆者計算）

（年） 
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3.2.5 ミンサーアプローチによる社会的収益率と私的収益率 

 社会的収益率の推計には、社会全体の間接費用と便益が必要である（Heckman et al. 2006）。さら

に、社会全体の直接費用を、ミンサーアプローチにおいてどう捉えるかという問題がある。 

 

3.2.6 コーホート別ミンサー型収益率 

ミンサーの研究を承継する後発の研究は、収益率の推計を専ら横断面データによって行った（佐

野 1983、Heckman et al. 2006）と指摘されており、標記に関する研究の蓄積は少ない。 

 

3.2.7 ミンサー型収益率の国際比較 

Psacharopoulos et al.（2004）によると、高所得国ほど平均

収益率が低く 17）、地域別には、ラテンアメリカやサハラ砂漠

以南で、平均収益率が高い（約 12％）。また、国際的に、収益

率は時間と共に減少傾向にあると指摘されている（荒井 

1995、田中 2010）。 

４．日本の高等教育の特徴と課題および収益率研究の展望 

 最後に、これまでのレビュー結果を踏まえ、いくつかの課題を示し、若干の議論を行なう。 

 

4.1 収益率研究からみえる日本の高等教育の特徴とその課題 

これまでの収益率研究から明らかになったことをまとめておこう。まず、第一に、大学の収益率

は、高校の収益率を常に上回る安定した構造がみられる。第二に、これまで低下または安定傾向に

あった収益率が 1990 年代後半に入って増加傾向に転じている。第三に、国際比較の観点からは日本

の収益率は低い。ちなみに、直近の私的収益率は、6～8％前後である。第四に、女子の収益率は男

子を上回る。これらの結果は収益率の推計手法にとらわれない。 

加えて、内部収益率法における実証研究においては、①大学別・学部別の収益率は低下している

が、大学間・学部間の収益率格差にはそれほど変化がみられない。②大企業の収益率は高く安定し

ている一方で、中小企業における収益率は低下傾向にある。③国公立大学に進学するか、私立大学

に進学するか、または、下宿か否かといった、教育費用の定義が収益率の結果を左右する。そのこ

とが、国立大学では、私的収益率が高く、私立大学では社会的収益率が高いといった構造を生じさ

せるひとつの要因となっていること等が明らかとなっている。その一方、ミンサー型収益率法にお

ける実証研究においては、意外にも先行研究の蓄積がそれほど進んでおらず、今後の進展が待たれ

るところである。 

 このような日本の高等教育の特徴は、他の学校教育段階への投資機会等と比較した際の優位性に

ある 18）。その一方で、「大学過剰」という社会的・経験的判断は現在も根強い。そのような直感的

理解・違和感が生じるその要因の解明こそが、まさに現在の高等教育に問われた課題と言えよう。 

 

4.2 収益率研究における課題と展望 

収益率研究においては、その代表的な二つの手法に共通の問題点が指摘できる。まず、第一に、

現在の賃金プロファイルが将来に渡っても同じであるという強い仮定の存在である。日本において

所得グループ（一人当たり所得）
平均一人当たり

所得（米ドル）
教育年数

（年）
収益率（%）

高所得国（9,266米ドル以上） 23,463 9.4 7.4
中所得国（756米ドル以上9266米ドル未満） 3,025 8.2 10.7
低所得国（755米ドル以下） 375 7.6 10.9
世界 9,160 8.3 9.7

表 5 平均収益率の国際比較 
（Psacharopoulos et al.  2004） 
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も賃金カーブの傾きが時系列でみて徐々に緩やかになってきていること

はよく知られている事実である。ひとつの解決方法はコーホートでの分

析であろう。例えば、佐野（1983）は、コーホート別の内部収益率は、

所得の成長があれば、横断面データから算出する通常の内部収益率より

大きくなることを指摘している。この問題は、事前的収益率（進学前の

期待）と事後的収益率（退職後の実感）との違いとして表現される

（Kaneko 1987）。島（1999）は、1974 年の大学進学者（1955 年生まれの

コーホート）について、事前的収益率と事後的収益率の関係を検証して

いる 19）。事前的収益率と事後的収益率の差は、大卒に比べて短大・高専

卒の方が大きい。両者とも、進学時の期待は完全には実現しなかったが、短大・高専卒の方が、よ

り実現しなかったと解釈できる。企業規模別では、中小企業の事後的収益率の小ささが目立つ。小

企業の事後的収益率は、ほとんど 0 である。産業別では、製造業の事後的収益率が小さいのに対し、

サービス業及び金融業の事後的収益率が高い。このように、事前・事後的収益率の比較により、教

育投資に対する当該コーホートの経験的価値判断のあり方を推測できる。当該判断が、その子ども

のコーホートの進学価値判断に影響を与えるならば、このような比較分析は、今後の高学歴化の動

向を予測する有力な材料となる。 

 第二に、教育費用・収益の把握が不十分であることである。ミンサー型では教育費用は限りなく

ゼロに近い前提を置くが、内部収益率では、教育費用の定義が推計結果を左右することが明らかと

なっている。ミンサー型での収益率が内部収益率よりも若干高めの推計結果となることもこれが要

因と思われる。また、収益に関しても退職後の実態把握が不可避であろう。近年、精力的に行われ

ている個人を時系列で追跡したパネル調査などから私的費用や真の退職期における退職金・所得比

例となる年金等を含めた実証研究の蓄積が望まれる。 

最後に、従来の収益率研究が見落としていた分野をいくつか挙げておく。まず、第一に、女子に

おける真の収益率の推計である。女子の収益率は男子よりも高いと言われている。しかし、女子の

収益率を計測する際、結婚・出産等による離職の効果を踏まえると、一概にそうとは言えない。女

子の労働力参加率を考慮すると、考慮前に比べて四大・短大ともに収益率が減少する（矢野 1987、

Arai 1998）。さらに、結婚というライフイベントや配偶者の仕事等による、社会移動や地域移動を

経験するから、金銭的・非金銭的便益の種類は男子と比べて異質かもしれない。 

第二に、短大、高専、大学院、また、大学に次ぐ 18 歳人口の進学先となっている専門学校の収益

率の推計である。日本において最も基本的なデータの一つである『賃金構造基本統計調査』は、大

卒と大学院卒を分類していない。大学院の量的規模が拡大しているにも関わらずその便益が明らか

ではないのは、データの制約によるところが大きい。同調査には、短大卒と高専卒の区別もない。

この意味で、質問紙調査から、大学院教育の賃金に対する効果を推計した島・藤村（2010）や、専

修学校の収益率を推計した濱中（2009）らは、この分野における先駆的な研究と言えよう。 

 

 

 

 

 

 

表6 1955年生まれコー

ホートの収益率（島

1999） 

事前的 事後的
大学 7.3 6.1
短大・高専 5.8 3.6
大企業 9.1 9.3
中企業 6.4 4.2
小企業 1.7 **
製造 7.9 5.4
サービス 5.4 6.9
金融 9.7 11.1

（注）**は収益率0.1%未満。

内部収益率
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表7　日本の高等教育の収益率に関する実証研究　文献リスト

手法 著者
分析
対象年

主な
分析
対象
性別

主な実証結果

青他
（2007）

1992、
1997年

○大学別・学部別の収益率を1992年と1997年において比較すると、収益率は全体的に低下しているが、大学別・学部別の収益率格差はあまり変
わっていない（1992年は7.79%～10.49%、1997年は4.38%～6.11%）。
○1997年の大学別・学部別収益率を大学所在地別に比較した結果、関西よりも関東の方が収益率が高い（関西は3.77%～6.97%、関東は4.38%～
6.11%）。　○大学別・学部別収益率は大学入試の偏差値と正の相関を持つ。

荒井
（1995）

1965～
1985年

男子 ○男子に関して、経済成長を考慮しない収益率は減少傾向（8.85%→6.58%）にあるのに対し、過去3年間の平均実質賃金成長率で投資費用や賃金
が将来成長するとの予想に基づく期待収益率は、最高で19.45%（1970年）、最低で7.48%（1982年）で、変動が大きい。
○資金調達力等の影響を除去すると、収益率は大学進学率を増加させるが、その説明力は収益率の構成要素たる学校納付金の説明力より低い。
○医歯学教育の社会的収益率は高く（経済成長がないと仮定した私立大学の医歯学教育の社会的収益率はそれぞれ、8.5%、9.2%）、医師数は不
足している。
○医歯学教育の私的収益率は、特に国立大学において高い（経済成長がないと仮定した国立大学の医歯学教育の私的収益率はそれぞれ、
17.1%、18.1%）。

Arai
（1998）

1974～
1993年

女子 ○労働力参加率100％と仮定した場合、大学の収益率の変化は9.91%→8.83%、短大の場合は11.44%→8.53%。
○労働力参加率を考慮する（ただし学歴間に共通）場合、大学の収益率の変化は6.48%→6.38%、短大の場合は8.16%→6.16%で、男子よりも低いわ
けではない。
○若年高卒者の労働力参加率もさらに考慮する場合、大学の収益率の変化は11.04～11.73%→9.77%～10.31％。短大の場合は12.46%～13.06%→
9.43%～9.96%。
○学歴間で異なる労働力参加率を考慮する場合、1982～1992年にかけて、大学の収益率の変化は7.66%→8.42%、短大の場合は7.94%→8.07%。
○女子の収益率は、男子と同じくらいか、それよりも高い。
○過去数十年間、多くの日本人にとって最も一般的な投資機会であった銀行預金の金利は、物価上昇を考慮すれば実質的にほとんど0%であり、女
子の高等教育への投資は非常に有利だった。

Blöndal et
al.(2002)

1999～
2000年

○高等教育の私的収益率は、比較対象国（先進国）平均11.7%（男子）、11.8%（女子）に対して、日本は7.9%（男子）、7.2%（女子）。課税による収益率
減少効果が小さく、授業料による収益率減少効果が大きく、公的学生支援による収益率増加効果が小さい。後期中等教育の私的収益率は、比較
対象国（先進国）平均11.3%（男子）、11.1%（女子）に対して、日本は6.8%（男子）、9.4%（女子）。
○高等教育の社会的収益率は、6.7%（男子）、5.7%（女子）で、後期中等教育の社会的収益率は5.0%（男子）、6.4%（女子）。　○日本の男子の場合、
社会的・私的収益率ともに高等教育＞後期中等教育という関係となっているのに対し、日本の女子の場合、後期中等教育＞高等教育という関係が
ある。

国民生活
白書
（2005）

1960～
1975年生
まれｺｰ
ﾎｰﾄ

男子 ○私的収益率は、6.0%（1960年生まれ）→6.1%（1965年生まれ）→6.0%（1970年生まれ）→5.7%（1975年生まれ）と推移している。

国民生活
白書
（1996）

1935～
1965年生
まれｺｰ
ﾎｰﾄ

男子 ○私的収益率は11.1%（1935年生まれ）→8.1%（1950年生まれ）→9.0%（1965年生まれ）と推移している。

経済企画
庁経済研
究所
（1998）

1986、
1990、
1994年

男子 ○私的収益率は、国立大学（6.9%→7.8%→6.8%）＞私立大学（5.9%→6.7%→5.9%）となっており、社会的収益率は、私立大学（6.6%→7.3%→6.4%）＞
国立大学（5.3%→5.9%→5.1%）となっている。

岩村
（1996）

1992年 男子 ○平均私的収益率には学部間格差があり、社会科学系（7.79%～10.49%）＞理工系（8.07%～8.99％）となっている。国立理工系よりも費用負担が大
きい私立社会科学系の中には、収益率が国立理工系よりも高い学部もある。　○平均私的収益率には大学間格差があり、威信の高い大学ほど収
益率が高い。　○私的収益率の分散に注目すると、理工系＜社会科学系。　○平均私的収益率が低い大学（学部）ほど収益率の分散が大きい。

Kaneko
（1987）

1954～
1980年

○所得税等による調整前の収益率は、男子は1950年代は10％前後で推移し、1960年代から1970年代後半にかけて減少した（10.4%→5.8%。ここで
のベンチマークは7～8%とされている）。ただし女子の高等教育は例外でほとんど減少していない（大卒：9.9%（1967年）→8.1%（1980年）、短大卒：
8.9%（1967年）→7.7%（1980年））。　○女子の収益率の方が高い。　○所得税及び退職金による調整は、収益率に大きな影響を与えない。
○実質賃金の増加期待を織り込んだ収益率の変化率が増加すると、大学進学率のロジット変化率は増加する。
○日米比較においては、男子の私的収益率はアメリカの方が大きかった（ただし、その差は、高校の私的収益率の日米差よりも非常に小さかっ
た）。日米の私的収益率は、1960年代後半から1970年代にかけて減少した。また、日本は大学（10.6%（1956年）→6.4%（1976年））＞高校（8.1%
（1956年）→5.6%（1976年））で、アメリカは高校（11.3%（1970年）→11.0%（1976年））＞大学（8.8%（1970年）→5.3%（1976年））となっている。高校・大
学間の収益率の相対的な大きさは、労働市場における高卒者及び大卒者の需要と供給の影響を受けており、教育投資収益の逓減を示すとは限ら
ない。

文部科学
省（2010）

2008年 ○大学卒業者一人当たりの公財政教育支出額は2,319,790円であるのに対し、大学卒業者一人当たりの税収増加額は4,724,060円、大学卒業者一
人当たりの失業給付抑制額は10,278円、大学卒業者一人当たりの逸失税収抑制額は19,124円、大学卒業者一人当たりの犯罪費用抑制額は396
円。　○大学卒業者一人当たり純便益は2,434,068円、大学卒業者（就職者）全体による純便益は1,105,670,506,928円。

Nakata et
al.（1987）

1959～
1980年

男子 ○男子の収益率は低下傾向にある（11%→6%台）。　　○国立大学（11%台後半（1958年）→7%前後（1980年））＞私立大学（10.5%前後（1958年）→
6%台前半（1980年））　○短期的傾向としては、資金調達力等の影響を除去すると、収益率は大学進学率を増加させる。

信国
（1977）

1972、
1974年

○国立大学の学部別社会的収益率は物的民間投資等による収益率よりも低く（例えば、1972年の製造業（大規模）は6.3%～10.0%、サービス業（大
規模）は、2.2%～5.3%）、企業規模別よりも産業別の方が変動が大きい。　○国立大学の学部別社会的収益率は、文系＞理系となっている。
○教員の社会的収益率は他の公務員より低い（例えば1974年は、教員：1.7%～3.6%、公務（国および地方）：3.7%～9.5%）。
○オイルショックの前後における国立大学の社会的収益率の変動パターンは、産業間において異なる（収益率増加→金融保険業、収益率低下→運
輸通信・公務・サービス、収益率が大企業で増加・中企業で減少→製造業・卸小売・電気ガス）。
○オイルショックの前後において、産業間における国立大学の社会的収益率格差はすべての学部間において拡大。
○産業別等の各ケースにおいて、私的収益率＞社会的収益率となっている（例えば、1972年の国立大学の私的収益率は、製造業（大規模）で
10.7%、サービス業で5.8%）。　○産業等別収益率の変動パターンは社会的・私的収益率について共通。　○学部別の私的収益率の格差は小さい
（例えば、1972年の製造業（大規模）は9.5%～10.7%、サービス業（大規模）は、2.2%～5.3%）。
○設置者別の私的収益率格差は、医歯系以外の全てのケースで1%未満。

呉（2004） 1940～
1960年生
まれｺｰ
ﾎｰﾄ

男子 ○国立大学・私立大学の収益率はそれぞれ、8.54%・8.18%（1940年生まれ）→8.09%・7.49%（1945年生まれ）→6.21%・5.83%（1950年生まれ）→
6.18%・5.80%（1955年生まれ）→6.02%・5.67%（1960年生まれ）となっている。
○高校の収益率も低下しているものの、大学（国立：8.54%→6.02%、私立8.18%→5.67%）＞高校（公立：5.8%→3.8%、私立：5.5%→3.5%）という関係は
一貫している。

島（1997） 1965～
1995年

男子 ○男子に関して、1987年以降、大卒収益率は停滞しているのに対し（6%台）、高卒収益率は減少傾向にある（6%→5%）。大卒労働力需要の増加を
受けて、大学進学への経済的誘因が相対的に増加した。

島（1999） 1973～
1995年

男子 ○資金調達力や大学収容力の影響を除去すると、収益率は大学進学志願率を増加させる。「大学本位制」が強化されている。
○大企業に就職した場合の収益率は安定している（9%台）のに対し、小企業に就職した場合の収益率は減少（2%→0%）していること、有名大学ほど
大企業への就職率が高いことから、「有名大学本位制」が強化されている。
○産業別には、オイルショック以降、サービス業（5%→7%）に就職した場合の収益率が、製造業（8%→6%）に就職した場合の収益率を逆転し、この構
造は1990年代まで安定的である。　○事後的収益率からも、「大学本位制」「有名大学本位制」の強化及び「製造業離れ」が支持される。

島（2008） 1975～
2003年

○直接費用を含む収益率と含まない収益率の差が拡大しており（国立との差は1%、私立との差は1.5%）、直接費用の増加が収益率を減少させてい
る。
○男子は1990年代後半から、女子は1990年代前半から、収益率が増加しており（2003年は、男子が6.5%～8.0％。女子が9.5％～11.5%）、弱年齢
層及び中年齢層の大卒・高卒賃金格差の拡大の影響を受けている。　○偏差値50前後の私立大学に進学した場合の収益率は男子で6%、女子で
10%で、そのような私立大学への進学は経済合理的。

田中
（1994）

1966～
1989年

男子 ○男子の大学進学率は増加傾向にあるのに対し、男子の収益率は数年単位で上下変動しているものの全体的傾向としては減少している（9%→
7%）。　○資金調達力等の影響を除去すると、3～4期のラグ付き収益率は、大学進学志願率を増加させる。
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田中
（2010）

2004年 男子 ○産業別・直接費用の定義別の各ケースで収益率はそれなりの値（3.4%（建設業、直接費用として家庭からの給付額を利用、私立大学へ下宿通
学）～12.01%（金融・保険業、直接費用は0））であり、大学進学に経済的便益あり。
○OECD諸国と比べると日本の収益率は低く、高等教育を需要する者が容易に国境を越える状況では、日本の大学制度のみならず高等教育修了
者の労働市場の国際競争力を下げる要因となりかねない。
○地元の国立大学に進学するか、県外の私立大学に下宿して進学するかにより、収益率の格差がある（1%ほどの格差）。
○OECD諸国と比べると日本の大学教育の費用は高く、奨学金等の支援も期待できず、勉学を犠牲にしたアルバイト収入や家族への依存が大き
い。　○家族に教育費を担わせることは、教育による社会の平等化の達成を阻害する。

立石
（2010）

2005、
2007年

○短期高等教育機関進学者の男子は、高卒時を基準にすると、編入学による収益率の改善を期待できるが、女子の場合は期待できない（例えば、
専門学校卒の収益率と、専門学校から私立大学へ編入学して卒業した場合の収益率を比較すると、男子は3.60%→5.30%、女子は10.55%→5.44%）。
ただし、短期高等教育機関の卒業時点を基準にして考えると、編入学の収益率は約10%、編入学後に3年間就学するとしても収益率は約7%となる。
○学士号取得手段として編入学や転学を捉えると、編入学は高校から直接進学した場合に比べて低い収益率しか期待できない（例えば男子では、
私立大学に直接進学する場合は6.86%、短期高等教育機関を経由すると最大でも6.01%。女子は9.58%、6.18%）。転学は、主に国立大学へ転学する
場合、高校から直接進学した場合より収益率の改善が期待できる（私立から国立へ転学する場合、男子は7.23%、女子は9.62%）。

梅谷
（1977）

1954～
1973年

○大学等進学率は増加しているのに対し、大卒及び短大卒の収益率は低下傾向にある（税引き前はそれぞれ、13.4%→8.1%、14.8%→6.2%）｡  ○進
学率決定要因として、非金銭的効用、特に教育が個人に対して持つ内面的効用や高等教育のレジャー的側面がある。　○使用者の求人態度に表
れる高学歴者選好の傾向も、労働市場の構造から生み出される高学歴化への促進要因として重要。　○大卒の収益率は、短大卒の収益率よりも
高い。

矢野
（1978）

1965～
1974年

男子 ○大卒及び高卒の収益率は低下傾向にある（税引き前はそれぞれ8.9%→6.7%、5.4%→3.2%）。
○男子は収穫逓増を示すが、女子は短大が最大（男子は高卒3.2%、短大卒5.3%、大卒6.7%、女子は高卒6.5%、短大卒11.5%、大卒9.9%）。　○就職
先産業別・企業規模別の収益率格差は、大卒よりも高卒の方が大きい（例えば賞与を含まないケースでは、高卒は1.8%（運輸・通信）～8.4%（金融・
保険）で、大卒は4.4%（運輸・通信）～8.4%（金融・保険））。
○産業別高卒収益率に就職率を考慮すると、高卒収益率は、商業科（7.02%）＞普通科（6.47%）＞工業科（6.41%）となっている。
○高卒・大卒ともに金融保険業の収益率が高く、高卒・大卒ともに大企業ほど収益率が高い傾向がある。大卒のサービス業では中企業の方が収益
率が高い。　○産業別の就職率を考慮した学部別収益率は、社会科学（8.7%）＞人文科学（8.2%）＞理学（8.1%）＞工学（7.9%）となっている。
○就職率及び直接費用を考慮した社会的収益率は私立大学（6.5%～8.6%）＞国立大学（6.2%～8.0%）、文系（社会科学：7.0%～8.6%）＞理系（工学：
6.2%～8.0%）。　○私的収益率は国立大学（8.7%～9.5%）＞私立大学（6.4%～8.4%）となっており、高卒の収益率格差は高校教育とそれほど密着して
いないのに対し、大卒の収益率格差は大学間格差と顕著に結び付いており、階層化されている。

矢野
（1984）

1980年 男子 ○国立大学の場合、私的収益率（6.9%～7.1%）＞社会的収益率（5.4%）＞公的収益率（～2.3%）、私立大学の場合、公的収益率（7.7%～8.9%）＞社会
的収益率（6.5%）≒私的収益率（6.5%～6.7%）。
○社会的・私的収益率と比較して、公的収益率は、その計測に用いられる機会費用及び収益の絶対額が小さいため、直接費用の増加により急激に
減少する。

矢野
（1987）

1980年 女子 ○女子の場合、就業率を考慮しない時、国立大学・私立大学・国立短大・私立短大・公立高校・私立高校の社会的収益率は7.1%、9.2%、8.9%、9.5%、
6.4%、6.7%。
○女子の場合、就業率を考慮すると、大学・短大・高校の機会費用のみの収益率は8.8%、6.7%、12.3%。国立大学・私立大学・国立短大・私立短大・
公立高校・私立高校の社会的収益率は4.7%、6.9%、4.3%、4.9%、8.0%、8.7%。

Clark et
al.（1992）

1971～
1986年

男子 ○大学教育1年間は賃金を6～8%増加させる。　○教育の効果の大きさは、計測期間中は安定的である。

濱中
（2009）

2004年 ○女子の場合、専門的・技術的職業入職者比率は、専修学校卒＞大卒。
○女子の収益率は、専修学校卒業後に要資格職に就く場合11.55%、専修学校卒業後に非資格職に就く場合8.95%、短大卒の場合8.65%、大卒の場
合9.58%（高専卒は有意でない）で、要資格職に従事する専修学校卒の方が、大卒よりも高い投資効果を得ている。他方、女子の労働年数は有意。
○男子の収益率は、専修学校・短大・高専卒は有意でなく、大卒4.58%である。

貝塚他
（1977）

1958～
1975年

男子 ○初等中等高等教育段階に渡る平均収益率は、10.54%（1958年）→6.93%（1975年）となっている。
○卒業後の勤続年数が5年未満の者の平均収益率は、10.85%（1961年）→5.7%（1975年）となっている。
○高卒の収益率を基準とする場合、中卒・高卒・短大卒・大卒の収益率は、1.0447・1・1.0884・1.0496（1958年）→1.0292・1・1.0234・1.0263（1975
年）となっており、収益率の学歴間格差は縮小している。
○経験年数を利用するミンサー型収益率は、企業規模が大きくなるほど高い（企業規模10人以上100人未満：9.53%（1958年）→6.29%（1975年）、企
業規模100人以上1000人未満：10.61%（1958年）→6.78%（1975年）、企業規模1000人以上：10.02%→6.45%）のに対して、勤続年数を利用するミン
サー型収益率は、100人以上1,000人未満の企業が他に比べて低い傾向がある（企業規模10人以上100人未満：7.57%（1958年）→6.53%（1975
年）、企業規模100人以上1000人未満：7.70%（1958年）→5.63%（1975年）、企業規模1000人以上：7.40%→5.08%）。○収益率と所得分配のジニ係数
との間には正の相関がある。

Kambayas
hi et
al.(2006、
2008）

1989～
2003年

○男子の場合、教育の効果が縮小している。女子の場合、高卒の効果は縮小しているのに対し短大卒の効果はあまり変わらず、大卒の効果は縮
小しているものの縮小幅は男子のそれよりも小さい。
○賃金格差は、グループ間変動の減少とグループ内変動の増加が打ち消しあって、安定している。グループ間変動の減少の主たる要因の一つは教
育の効果の縮小にある。

松浦
（2006）

2004年 ○就業確率を考慮の上、有名大学卒業者は、中高卒業者と比べて、年齢、家族構成、職業、企業規模、労働時間、居住地、出身階層等からの影響
を除去しても、賃金が高い（中高卒業者と比べて男子は16.4%、女子は20.7%、それぞれ高い）。

Ono
（2004）

1995年 男子 ○標準的なミンサー型賃金関数による収益率は8.7%。　○教育と労働経験年数の交互作用項は有意。
○教育年数と大学入試スコアの交互作用は有意で、収益率は大学の質により異なる（2.5%から15.6%までのばらつきがある）。

島・藤村
（2010）

2009年 男子 ○職業全体としてみれば、自己学習投資等からの影響を除去しても、有名大卒労働者は、非有名大卒労働者より賃金が高い。
○職業全体としてみれば、修士の収益率は2.85%、博士の収益率は6.12%。

島・矢野
（2000）

1965、
1995年

○初等中等高等教育に渡る平均収益率は10.2%（1965年）→8.5%（1995年）。
○日本の大学および高校の収益率が小さいことはかなり以前から確認されていたことだが、この理由は解明されていない。日本の経済成長は教育
の成果だと主張する人は数多いが、この主張の根拠は収益率に表れない。
○専門職（5.7%）は収益率が他の職業（管理職：8.3%、事務職：6.1%、販売職：8.3%、製造作業者：8.2%）に比べて最も小さく職場訓練効果が大きい。
○管理職は職場訓練効果がなく、モデルの説明力が低い（企業規模の説明力が高い）。
○事務職の教育の収益率は販売職よりも小さく、職場訓練効果は高い。○製造作業者は労働熟練をあまり必要としていないが、教育の効果は大き
い。
○管理職への参入障壁は非常に高いが販売職への参入は誰にも開かれている。
○専門職・事務職に就くには学歴を必要とするが労働経験年数は関係が無く、学歴が高い者ほど製造作業者には参入しにくい。

矢野
（1978）

1974年 ○男子は収穫逓増を示すが、女子は短大が最大（平均所得を利用して計算する場合、男子は高卒4.3%、短大卒7.5%、大卒8.3%、女子は高卒9.3%、
短大卒18.5%、大卒13.3%）。

矢野
（1987）

1980年 女子 ○ミンサー型賃金関数を男女別に推計した結果、男子の平均収益率は5.1%（月収ベース）、女子の平均収益率は7.3%（時給ベース）。他方、労働経
験（年齢）の効果は男子では有意だが女子では有意でなく、女子の学校教育の経済効果は潜在的に高いが、労働市場はその成果を活かす仕組み
となっていない。　○女子の結婚の限界収益率は、5.2%（高卒）、4.7%（短大卒）、3.2%（大卒）。

安井・佐
野（2009）

2004年 ○能力変数（中学3年時の成績）や家庭環境変数（15歳時点の生活水準）が欠落変数として重要で、欠落変数の影響を除去しないと、教育年数の
賃金への効果は過大推計される。能力変数及び家庭環境変数の影響を除去すると、教育年数の賃金に対する効果は25.7%低下する。

Psacharop
oulos
（1972）

1961年
（日本）

○日本の社会的収益率は6%、私的収益率は10%。　○国際比較において、私的収益率＞社会的収益率という傾向がある。
○物的資本投資に対する日本の収益率は20.4%（1957年）で、高等教育の社会的収益率よりも高い。

Psacharop
oulos
（1985）

1967～
1980年
（日本）

○データの対応がある期間（1973～1980年）で、日本の大学の社会的収益率は6.4→5.7%、私的収益率は8.1%→8.3%。
○国際的には、初等教育の収益率が高い、女子の収益率が高い、低所得国の収益率が高いという傾向が確認・強化される。
○国際的に（データのある国において）、学部別収益率は、経済＞法＞社会科学＞医学＞工学＞数学・物理＞農。
○国際的に（データのある国において）、先進国においては物的資本の収益率と人的資本の収益率の差が縮小しており、10%の収益率は均衡を示
している可能性がある。発展途上国においては、人的資本の収益率の方が高いが、1960年代から1970年代にかけてその差は縮小している。

Psacharop
oulos et
al.（2004）

1975～
1988年
（日本）

○日本の初等中等高等教育に渡る平均収益率は13.2%（1988年）とされている。
○経済発展している国ほど、また教育段階が高まるほど収益率が低下するという古典的パターンは維持されている。
○更新されたデータによれば、高等教育の私的収益率は増加している。○国際比較において、私的収益率＞社会的収益率という傾向。
○国際的に、過去12年間で平均収益率は0.6%減少すると同時に教育水準が高まっている。
○教育全体では、国際的に、女子の収益率（9.8%）、は男子（8.7%）よりも高い。しかし初等教育においては男子の方が高い（20%、13%）。
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注 

１）集計データの制約等のため、収益率研究では「大学」が「大学院」を含むことがあることに留意する必要がある。 

２）投資を追加的に 1 単位増やした時（学校教育段階を単位と見なせば、高校から大学へ進学した時）に得られる収益の

大きさを計る指標を意味する。 

３）投資を追加的に 1 単位増やした時に必要な費用のこと。 

４）Becker（訳書 1976）は例 1 を「エリート」アプローチ、例 2 を「平等主義的」アプローチと表現している。本稿は、

それらが仮定するものの重要性に関する矢野（1978）の指摘を踏まえ、「機会平等的アプローチ」及び「能力均質的ア

プローチ」と表現した。例 4 について、日本では一般に国立より私立大学の方が選抜性が低く、かつ、3.1.5 で指摘する

ように観測データを所与とすれば、日本の私立大学は高学歴者から低学歴者への再分配強化説で説明される可能性があ

ることを踏まえ、能力は低いが経済力はある者を私立大学が吸収し、私立大学への投資から得られる高い社会的便益が

非進学者に再分配されている状況がよく表れていると考え、「再分配的アプローチ」と名付けた。 

５）内部収益率の定義は、3.1 で説明する。 

６）ただし、以下の点に留意すべきである。第一に、コーポレートファイナンスにおいて投資者と受益者が一致している

ことは自明なのに対し、教育の場合、とりわけ日本の場合、投資者と受益者の不一致が多い。授業料や生活費は保護者

が負担するのが当たり前だという家族主義的な考え方は、日本において広く見られる（小林 2008）。他方、教育費用

で最も大きいものは授業料等の直接費用ではなく、進学せず就労していたならば得られたであろう賃金を放棄すること

により生じる間接費用（機会費用）であることを踏まえれば、投資者と受益者はある程度一致しているという見解もあ

りうる。 

  第二に、既に指摘したように、選択肢となる複数の投資機会のリスクが同等でなければならない。リスクが異なれば、

当該リスク分を収益率から割り引かなければ誤った判断を導きかねない。例えば、政府が公的収益率を基準に、教育へ

投資すべきか他の政策へ投資すべきか検討しているとする。この時、教育と他の政策のリスクが同等であることが明示

されるか、リスクを割り引いた公的収益率が比較される必要がある。教育を受けた者が就職できなかったり失業したり

すれば、公的投資は回収不能となる。教育投資も、リスクと無縁なわけではない。 

７）また、分析一般に通じることだが、交絡変数の存在に十分注意する必要がある。大学進学率が増加すると収益率は減

少すると巷間では思われがちだが、これは不正確である。学歴別労働需要は不変だと、暗黙のうちに仮定されているか

らである。大学教育の便益を複眼的に理解するためには、学歴別労働需要の変動を念頭に置くことが必要である。 

８）平均費用等が変化しないという仮定に代わって、平均費用等が経済成長に伴い増加していくという仮定も考えられる。

将来の構造に関する仮定の違いについて、Kaneko（1987）を参照のこと。 

９）ここでは計測可能な金銭的費用にしか言及されないが、精神的費用もありうる。 

10）国民生活白書（2005）は、義務教育段階での私立学校進学等、収益率分析の前提が非現実であるため、ここでは取り

上げない。ただし、大学進学前の補習教育費用等を教育費用に算入すべきだとする指摘は、重要である。 

11）定式化に関する基礎理論に関する説明は、荒井（1995）や小塩（2002）を参照されたい。 

12）学歴間の賃金カーブの関係を、①式のように表現できる。 

ln{賃金（当該学歴）／賃金（基準学歴）}＝学歴ダミー変数の回帰係数 ·········································· ① 

収益率を近似的に求めることを目的に、連続複利の考え方（②式）を利用すると、③式を得る。 

元利合計＝元本×exp（収益率×基準学歴取得から当該学歴取得までに必要な年数） ··············· ② 

収益率＝学歴ダミー変数の回帰係数／基準学歴取得から当該学歴取得までに必要な年数 ········ ③ 

13）詳細については、安井・佐野（2009）を参照のこと。こちらは推計バイアスの問題についても要領よくまとめており

参考になる。 

14）この簡便法は注釈 12 の③式が示す意味とほぼ同じで、年齢を考慮する必要の有無において異なる。 

15）同調査の年齢階級は 5 歳刻みだから、何らかの仮定をおいて推計する必要がある。 

16）Kambayashi et al.（2006）と Kambayashi et al.（2008）の推定結果は少々異なる。本来は後者の結果を用いて計算すべ

きだが、後者が報告しているのは 1989 年と 2003 年の推計結果のみであったため、1 年ごとの時系列変化を確認する目

的から、前者の推計結果を用いて計算した。 
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17）高所得国の平均教育年数が短いことが気になる。 

18）このことを踏まえれば、高等教育の収益率研究の実証結果からむしろ問われるべきなのは、後期中等教育（主に高校

教育）の量的・質的な在り方と言えるのかもしれない。いずれにしても、収益率研究においても、高等教育とそれ以前

の学校教育段階は教育内容の連続性において不可分な関係にあることを念頭においておく必要があろう。 

19）島（1999）は 42 歳以降の賃金上昇率が 0％、1％、2％、3％の場合に分けて推計しているが、ここでは 0％の場合の

推計結果を抜粋した。 
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トランスナショナルなムスリム移民の教育研究に関する課題 

 
A Perspective in Education Research on Transnational Muslim Immigrants 

丸山 英樹＊ 
MARUYAMA Hideki 

 

Abstract 
The size of remittance by immigrant labor transcends the amount of official development assistance 
today. Their presence can no longer leave the indifference among policymakers and researchers. 
Recent studies on immigrants regard their movement between multiple locations and its continuity 
as transnational events. Immigrants are not only an economic issue as labor force but a social issue 
as education and welfare. Some advancing education research on immigrants in Europe and 
Americas show two trends relevant to the Japanese societal contexts. The first is the integration of 
minority groups into the majority society; the other is observation and analysis of the dynamics of 
cultural and religious backgrounds, especially Muslim immigrants. This research review mainly 
summarizes 1) the various immigration studies by Castles & Miller (2009); Massey et.al. (2008); 
Iyotani et.al. (2007); and Brettell & Hollifield (2008), 2) transnational studies by Portes et.al. (1999) 
and Castles & Wise et.al. (2008), and 3) an education study by Luchtenberg (2004). First, 
inter-discpinary approach is confirmed as an effective research stance for recent transnational 
activities of immigrants. Second, by focusing on Muslim immigrants, social capital theory and 
non-formal education are set as analysis tools because their surroundings potentially show the 
“Liberal Paradox,” described by Hollifield (1992), and visualize fundamental education assumptions 
and issues, differing from general education needs such as academic achievement. The review 
finally points out the Japanese society also faces issues for non-Japanese students and families but 
tends to take them all as a generalized interest group so that advanced studies in Europe should be 
referred more. 
 

はじめに  

 国境を越えた人、モノ、カネ、情報の移動に代表されるグローバリゼーションの時代にあると言

われて久しい。政府開発援助による資金提供の約 3 倍の額が移民による母国への送金に相当するこ

とも指摘される（United Nations 2000）中、移民研究では多点間移動および移動の継続性が重要とな

り、それをトランスナショナルな事象として捉える立場も存在する。また、近年においては移民を

人的資本や国民統合といった経済や政治の側面についてのみ扱うのではなく、福祉や人間形成など

の社会あるいは教育の課題として移民を捉える傾向が強くなっているといえる。そうした研究動向

                                            
＊ 国際研究・協力部主任研究官 
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を把握するため、本稿では主に Castles & Miller（2009）、Massey ら（2008）、伊豫谷ら（2007）、Brettell 
& Hollifield（2008）による移民研究の成果と研究の変遷に加え、トランスナショナリズム研究を

Portes ら（1999）と Castles & Wise ら（2008）の議論から、移民と教育の研究としてルヒテンベルク

ら（2008）、そして分析視座としての社会関係資本研究の研究成果をイスラーム教徒（ムスリム）の

教育と関連させてまとめる。 
 一般的に、移民の母国および出身国との関係、移住期間に応じて移民を図１のように 4 つの理念

型に分類することができる。ここには 20 世紀初頭に米国へ欧州から移住した者、途上国から先進国

への出稼ぎ労働者、宗教的・政治的に離散した者、そして現在増加しているテクノロジーも駆使し

たトランスナショナルな移民が示されている。グローバル化によって、帰属・包摂・排除など社会

的空間がますます急速に脱領土的状況になってきており、特定の場所や領土に拘束される多様なグ

ループへの多元的・多地域的な帰属が、現代的な社会化の特徴になりつつある。その中でも本稿で

はトランス移住に注目する。 
 

図１：国際的な移民の理念型 

出身国との関係 目的国との関係 移住の主要な推進力 移住の計画

移出・
移入移民

起源/先祖/
永遠の出発

統合/新しい郷土
経済的/

社会文化的
長期/無限定

帰還移民
絶えず参照される

ポイント
差異の維持/

ホスト
経済的/政治的 短期/限定的

ディアスポラ
移民

（少なくとも象徴的
に）「郷土」として

参照される場所

国差異の維持/
苦悩の場所

宗教的/政治的ミッ
ション/組織的

中期的/限定的

トランス
移住

曖昧な混合 曖昧な混合 経済的/組織的 未確定/連続的

 
プライズ（2008: 49） 

 
 そのため、本稿の目的は、グローバル時代に多様化する移民研究において、教育研究の位置づけ

と扱うべき内容を確認することである。具体的には、1）移民に関する研究の変遷とグローバル化に

伴い顕在化しているトランスナショナル状態を記述し、2）ムスリム移民に関する教育の研究におい

てノンフォーマル教育の観点と社会関係資本を分析ツールとして使用する有用性を示す。 
 本研究の問題意識の背景には、大きく 3 つある。まず、移民をひとまとめにして受入社会は語る

傾向があることが挙げられる。米国へ移住したインド人 IT 関連技術者の研究において、インドの歴

史や法律といった文脈を分析対象とする必要性が指摘されている（Khadria 2008）ように、移民はす

べて同じではない上に、それぞれの背景が研究で重要であるという点がある。本研究において扱う

ムスリム移民は、近年のテロ関係から多くの先進国で議論の対象となる他、欧州諸国においては EU
市民や多言語主義といった言説を背景に、社会統合（分断）の側面から特に議論が盛んになされて

いる。例えば、ドイツにおける議論は 90 年代後半から急速に盛んになっており、近年においては政

治の場においても排他的な動きが顕在化するようになった 1）。第 2 に、グローバリゼーションの影

響によって国家の役割が低下し、相対的に国際機関が重視されているものの、国際機関は国民国家

を前提とした動きをとることである。グローバル資本についても、国家のルールにのっとって運用
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されるのが常であることからも、確かに人の移動は量的に大幅に拡大しているが、パスポートやビ

ザ、記録の管理などによって、むしろ法的な制御が強化されている点がある。 後に、草の根にお

ける事例研究が増加する中、メゾ・レベルの分析対象によってトランスナショナル動態を捉える必

要がある 2）。これは、ムスリム移民に着目することで、 も表現できるものである。なぜなら、受

入社会において彼らが持つネットワーク、包括概念、参加・エンパワーメント・紐帯などは、これ

まで以上に、その重要性は大きいためである。 
 それでは、まず移民に関する多様な研究と変遷についてみていこう。 

１．移民に関する研究  

⑴ 学問領域ごとの移民研究の扱い 
 移民を対象とする研究においても学問体系によって課題意識、分析手法、背景理論などが異なる。

移民あるいは移住に関わる人・家族・集団・国家を対象とした研究は幅広く、ある特定の学問体系

だけによって移民関連の研究は、成立しない。例えば、経済学は移民を労働力として捉える傾向が

あり、教育を経済への貢献として捉える人的資本論は強い影響力を持つ。他方、人類学では各事例

対象となる個人やその家族、コミュニティなどについて深い関係性を築いた上で記述を主たる手法

とする。また、経済学と強い関係をもつプッシュとプルの理論は、地理学においても扱われる。歴

史学では、移民研究の初期の頃でも扱われていた植民関係や人の移動の背景を扱うことが多い。よ

り移民の動態を把握しようとする者は、社会学を根拠に研究を蓄積する。図 2 は Brettel & Hollifield
（2008）による整理で、人類学、人口学、経済学、地理学、歴史学、法学、政治学、社会学におい

て、どのような研究課題が扱われ、そのための分析レベル・単位、背景となる主要理論、仮説の例

と前提とする従属・独立変数についてまとめたものである。敢えて図 2 に従ってみると、教育学は

学力や就学を課題として扱い、ミクロな個人やメゾな学校と地域を分析単位とし、課題の規定要因

を変数とすることになろう。 
 現在の移民は、国内移動だけにおさまらず、国境を越えた移動、しかも決して単一の動機によっ

てのみ移動を決定するわけではないことからも、後述するように、ネットワークや社会関係資本の

概念を用いた「新たなリンク」としてのトランスナショナル論が扱われることが多くなった。移民

の背景、動機、移動、判断基準などを分析する際に有用なその概念は、教育研究の側面からも用い

ることができるだろう。これまで、どちらかというと固定化や再生産を前提にし、個人の変化はや

や乏しいと捉えがちな文化資本の捉え方に比較し、社会関係資本は滞在先の制度など環境の変化に

よって急変することもありうることから、より動的な捉え方を容易にする。具体的に、ある特定の

場所でのみ生活する移民は社会上昇を求めるべくもない環境にあるとするならば、その移民が関係

者を頼りに行政区・文化の異なる環境に移住することで多様な行政や自治的なサービスへのアクセ

スを所有することになり、移動しなかった場合に比べ大きな社会関係資本を持つことができるよう

になる。 
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図２：各学問分野における移民研究の扱い 

分野 研究課題 分析単位 主要理論 仮説の例 従属変数 独立変数

人類学

移住が、いか
に文化変容と
民族的アイデ
ンティティに影
響するか

ミクロ・個
人、家計、
集団

合理主義、構築
主義、トランスナ
ショナル

社会的ネットワーク
は文化的差異を維
持することに資する

移民の行動
（流出、流入）

社会文化的文
脈（トランスナ
ショナルなネット
ワーク）

人口学
移住が、いか
に人口動態に
影響するか

マクロ・人々
合理主義（経済
学の借用）

移住は規模への影
響は大きいが、年齢
構成には小さい

移民の行動
地理的居住また
は学歴の分布

経済学

移住の傾向と
その影響を説
明するものは
何か

ミクロ・個人
合理主義：費用
対効果、実用最
大化指向

包摂は移民の人的
資本水準によって
多様である

移民フローと
適合、マクロ
経済的インパ
クト

給与・収入差
異、需要・プルと
供給・プッシュ、
人的資本、要因
比率、経済と移
動システムの構
造

地理学

移住の空間的
パターンを説
明するものは
何か

マクロ、メ
ゾ、ミクロ・
個人、家
計、集団

合理主義、構築
主義、トランスナ
ショナル

包摂は民族的ネット
ワークと住環境に依
る

移住の意思
決定

空間、環境、政
治、文化、社会
文化の各文脈

歴史学
移住経験をどう
理解するか

ミクロ・個
人、集団

回避理論と仮説
検証

該当しない 移住経験
社会・歴史の文
脈

法学
法律は、移住
にいかに影響
するか

マクロ、ミク
ロ、政治的・
法的システ
ム

制度主義、合理
主義（全ての社
会科学からの借
用）

権利は移民と包摂
のための動機構造
を創りだす

移住者の法
的、政治的、
社会的、経済
的扱い

法律または政策

政治学

なぜ、国家は
移住の制御に
困難を持つの
か

さらなるマク
ロ・政治およ
び国際シス
テム

制度主義、合理
主義

国家はしばしば移
民向けの利益に
よって縛られる

政策（管理・
制限主義）、
成果（制御・
統合）

制度、権利、利
益

社会学
包摂と排除を
説明するもの
は何か

マクロ・民族
集団、社会
階層

構築主義、制度
主義

包摂は社会関係資
本と人的資本によっ
て多様である

移民の行動
（流入と包
摂）

ネットワーク、飛
び地、社会関係
資本

 
       Brettel & Hollifield（2008, pp.4&20）より著者作成 
 
⑵ 移民研究の変遷 
 ここで、改めて移住の動機と影響、その背景について扱うことの多い研究の変遷をやや詳しくみ

ておこう。労働力としての移民を対象とし、経済活動との関連で移住を捉えることが多いプル・プ

ッシュ理論 3）では、移民を惹きつけるプル要因として労働需要、土地需要、経済的動機、政治的自

由などを扱い、流出させるプッシュ要因には出身地における人口増加、貧しい生活環境、失業、政

治的弾圧などがあるとする。この理論は経済および社会学でも使われ、個人の理性的比較による判

断を基本と捉える。移住を考える者は移住先の経済状態や賃金などを正確に知っており、人的資本
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を中心概念に投資の決定などを行うという前提がある新古典理論は、 適な移住先を冷静に決定し、

移住は自らの選択という捉え方をする。しかし、必ずしも経済的に低い方から高い方へ移住し、人

口過密から脱出できるわけでもなく、特定国への移住集団が存在する理由が説明できない点、さら

に移住先の正確な知識など得られず、移民は文化・社会関係資本を強化することで何らかの不足分

を補っている点などで批判がなされている 4）。 
 しかし、経済要因だけで移住を理解することはできない。例えば、国家が重要な役割を持つ場合

もある。「リベラル・パラドックス」と Hollifield（1992; 1998）が記すように、国際化によって国家

は規制緩和や開放の傾向を持つと同時に、社会構成を守るため公的な統制を強化するという閉鎖性

を伴うことも近年では見られるようになった。従来から利用されているプッシュ・プル理論だけで

は過度な簡素化や誤解を招く危険性もある。そのため、1980 年代に生まれた労働移住のニューエコ

ノミー・アプローチと呼ばれる立場 5）では、移住決定は個人ではなく、家族あるいはコミュニティ

でなされるとする。二国間の経済的動機だけで移住しないため、送金行動だけでなく、投資・仕事・

社会関係の長期的影響を検証することを求める。従って、分析対象は個人でなく社会集団となり、

社会学や人類学で移住決定を理解する必要が発生する。 
 このように、単独の学問では移住の現実を扱いきれないという実際的課題から、学際的アプロー

チへの傾向が次第に強く見られ、その後、移住システムおよびネットワークの観点が影響力を持つ

ようになった。移住システム論 6）は主に地理学に依拠し、複数の国の間において移民を交換するこ

とで成り立っており、植民・政治・貿易・投資・文化的関係にもとづいている。移住ネットワーク

論は社会学と人類学を根拠に、移民自身が形成する社会的ネットワークが移住と定住に対応してい

る。現在、多くの研究者が文化資本（情報、他国の知識、旅行の調整能力、新環境への適応と就職）

の役割を重視している。また、インフォーマルなネットワークは、社会関係資本（Bourdieu & Wacquant 
1992）で分析され、個人の関係、家族と世帯様式、交友関係とコミュニティ紐帯、経済・社会問題

における相互補助支援が取り上げられている。インフォーマルなネットワークが「社会的役割と人

間環境の複雑な網の中で移民と非移民を（Boyd 1989, p. 639）」つなげるものとされる。 
 移住の動きが始まると、自己継続する社会プロセスとなることも指摘されている。この傾向を蓄

積的因果関係（cumulative causation）と呼ぶ（Massey et al. 1998, pp.45-46）。その結果、移民集団は自

らの社会・経済的インフラを構築する（例：信仰の場、協会、店やカフェ、医者や弁護士などの専

門職などのサービス）。こうした集団を対象とする研究ではネットワークの観点から移住を分析する

際、メゾ構造を重視する。移民と政治的・経済的組織との間で仲介する中間組織は、職業支援、弁

護士集団などの支援組織となる。マクロ・メゾ・ミクロの境界線は明確ではないばかりか、単一の

プロセスで説明されるものでもない。だが、次のような質問群は、移住プロセスの多様な側面を見

るものである。すなわち、受入社会の社会構造、文化、国民アイデンティティにおける定住の影響

とは何か、出て行く移民や戻ってきた移民が与える母国への影響とは何か、移住は出入する社会の

間で新たなリンクをどの程度導くものなのか、といった課題がある。 
 
⑶ トランスナショナル状況 
 そして、「新たなリンク」に着目するトランスナショナル・コミュニティの考え方は、人の力を重

視する。グローバリゼーション 7）下において、トランスナショナリズムは親族・近所・職場などに

よる従来の対面式コミュニティから、遠距離でコミュニケーションをとる広がった仮想コミュニテ

ィにまで拡大しており、その様相は性別によって大きく異なり、年齢、人的資本、社会関係資本に



 270

も関係する。Portes はトランスナショナル活動を次のように定義する： 
 

「国境を横切る反復で発生し、参加者による定期的かつ意味のある時間的関与を必須とする

活動である。そうした活動は、国家政府と多国籍企業の代表といった強い力を持った者によ

って比較的実施され、あるいは移民とその母国の親族といったより控えめな個人によって始

められるかもしれない。これらの活動は、企業のみでなく、政治的・文化的・宗教的イニシ

アチブにも見られる。（Portes 1999, p.464）」 
 
Portes らは、2 つの言語や家を持つなど二重の人生を持つ者が増加している中、トランスナショナル

な移住に関する研究は非常に断片化していることを指摘する。彼らは新たな観点としてのトランス

ナショナリズム研究の可能性を示し、その調査分野の構築のためには、トランスナショナリズム概

念を、時間の経過にしたがって、定期的かつ継続的な国境を越えた社会的接触を必要とする仕事や

活動で区切ることが望ましいとする。また彼らは、トランスナショナリズムを用いた人間の活動に

ついての分析単位は、個人とその社会関係のネットワーク、属するコミュニティ、より広くは地方

や国家政府といた制度化された構造とするが、方法論上の制限のため個人とその支援ネットワーク

が適切な分析単位と見なしている。 
 トランスナショナリズムには、経済、政治、社会文化の各側面があり 8）、それらは相互に関係し

ている。また、（Guarnizo 1997）によると、多国籍企業や国際機関によるトランスナショナルな活動

も存在するため、「上から」と「下から」のトランスナショナル活動が存在する。「上から」のトラ

ンスナショナリズムとは制度上の権力によって実施される活動、「下から」のものを移民や母国のカ

ウンターパートによって行われる草の根の結果による活動と区分できる。「上から」は経済的グロー

バリゼーションや国際関係、または文化伝播 9）といった代替概念によって精査されているため、「下

から」である、一般的な移民とその母国における相手、やや制度化されていない活動について 近

の研究では焦点が当たっている。したがって、事例研究のほとんどが草の根レベルに集中している

が、そうした多様な草の根トランスナショナル活動が増加することによって、理論的には過去の文

献とは異なる移民の適応を、実践としては自国と移住先では見られなかった人たちも存在するよう

になったため、理論、実践どちらの視点からも意味が深いと Portes（1999）は記す。それらの例が

図３である。通信・交通技術が今日ほど発展していなかった時代においても同様の傾向があったが、

現在ではさらに加速され、同時に、そうした技術によって、事例が増えていること、これまで潜在

的であった活動が顕在化する場合も増加することから、研究にも有利であることも指摘できる。 
 このような状況からも個別事例を対象にした研究の蓄積が現在は求められるわけであるが、本論

では、テクノロジー発展によってより容易になった移動手段や通信手段も用いて、移民が持つ・創

りだす社会関係資本に着目する。なぜなら、メゾ・レベルの集団や関係性を捉えることができ、出

身国あるいは目的国いずれかに関わらず社会保障システム外の者に対してシステム内にいる同胞が

支援するなどの機能を分析することを可能とすること、同時に国際機関は国家を前提としていると

はいえトランスナショナル状況下での政府の役割は相対的に低下していることが理由である。ただ

し、国外在住者コミュニティの重要性が認識され、その自発性を還流させる、あるいは吸収するた

めに政府の支援によるトランスナショナリズムも出現している点も留意する。例えば、欧州諸国に

多くの同胞移民を持つトルコ共和国の場合、首相や大臣が欧州訪問をした際に、自らの選挙対策と

いう側面があるものの、移民グループに語りかける姿が母国でも度々報道されている。 
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図 3：経済、政治、社会文化の各分野における制度レベルによる活動例 
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      Portes et al.（1999, p.222）より著者作成 

 

２．ムスリム移民の教育研究 

 さて、これらの移民研究の拡大と融合に留意した上で、移民を教育学から捉えるとどうなるのか。

国境を越える家族や身内の間における紐帯やネットワークは、下に記すように、家庭の背景と学力

の課題、家庭言語と教授言語の問題、学校と地域の連携、学校外の学習への影響、保護者からの教

育ニーズなど教育学的にも重要な課題群と密接に関係している。そのため、移民を扱う教育研究か

ら学際性を除くことはできない。 
 ルヒテンベルク（2004, p.31）によると、移住はしばしば労働移住、難民移住、家族移住に分けら

れ、欧州諸国では異文化間教育（多文化教育モデル）が重視されているものの、移民の子どもの教

育ニーズはどうなのか、教育システム全体を変更させる必要があるのかが議論となり、一般的にほ

とんどの国家教育システムが、永続的になりつつある移民に対する福祉と統合を、社会全体の福祉

と同様に捉え、したがって教育においては統合方法と多言語的・多文化的社会に向けて準備するこ

とを必要とする。わが国の研究においても、日系移民やニューカマーの教育に関する研究蓄積は存

在し（例：『移民研究』誌）、多文化主義的アプローチや寛容性の醸成など教育的配慮を伴う方向性

を持った研究（異文化間教育、国際理解教育など）の他、江原ら（2011）が『国際移動と教育』と

してアジアを中心とした人の移動とそれに伴う教育課題について記している。 
 しかし、本稿は欧州において近年、研究が蓄積されつつあるムスリム移民の教育により焦点を当

てている。ムスリム移民の場合、その数が地域的偏りを伴いながらも大きくなっていること、その

状況が近年のイスラモフォビアの顕在化を背景にした上記のような「リベラル・パラドックス」の

典型であること、イスラームへの帰着と実践のムスリム個人差が大きいため行政や公教育で扱うた
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めの一般化が困難であること、こうした点が移民の教育研究に新たな要因として考慮される必要が

ある。そして、この研究が挑戦するのは、多数派が占める受入社会にとって根源的に、あるいは感

情的に、異教徒であるムスリムとの共存が困難かもしれないという前提を持つため、学校教育にお

ける教室という理想的な環境で行われるシンプルな国際交流や異文化理解だけでは解決しないこと

を認める点にあろう 10）。ただし、欧州でよく知られていることは、ムスリム移民は異なるイスラー

ム団体・宗派に所属し、世俗化の度合いも異なり、欧州へ来た背景も異なる（Daun & Arjmand 2005, 
p.406）ため、画一的なアプローチを探求することは必ずしも良いこととはいえない。 
 本節では、移民の教育研究として学校教育の限界、対象および概念、メゾ・レベルの関係性の扱

いについて述べることとする。 
 
⑴ 移民の教育研究における学校教育の限界 
 移民に関する教育研究では異文化間教育や多文化教育、あるいはマイノリティ研究で扱う教育で

は文化とアイデンティティ、または社会統合が大きなテーマである。例えば、戦後ドイツへの労働

移住に続く、移民の定住化に対応する教育課題の対処法として移民教育（Ausländer Pädagogik）概

念があったが、その後の対処として多文化教育を展開し、現在は言語教育、政治教育、多文化教育、

異文化間コミュニケーション、メディア教育が課題となっている（ルヒテンベルク 2008, pp.93-128）。
それらの多くは移民の受入社会への統合を目的としており、対象となる個人・集団あるいはその活

動などは学校の外で発生することも少なくない。 
 そうした研究の一つにアイデンティティに関する研究がある。例えば、アイデンティティの複数

の側面が内在化され、多くの場合、各自においては整合性が成立しているとされるが、課題となる

のは、その整合性が不成立で、かつ根源的な根拠にゆらぎがある時である。特にムスリム移民の子

どもの場合、イスラームにおける存在論としての個人（ムスリム）アイデンティティと、受入社会

の学校教育によって伝達される多元的価値観への寛容性などの概念が、相反する可能性も指摘され

ている 11）。Portes は、コミュニティにおける文化とアイデンティティについて、次のように指摘す

る：1）文化的差異は民族境界の標識である、2）民族文化はコミュニティ形成の中心的役割を持つ、

3）民族的均衡は「外国の乗っ取り」恐怖として多数派から認識される、4）多数派集団は、移民文

化を静的で退行的と見なすため、言語・文化の保持は後進的で受入社会への適応拒否と映る。そし

て、民族文化の発展、個人・集団アイデンティティの安定化、民族コミュニティの形成は、単一プ

ロセスの各側面であることを理解する必要がある。このプロセスは自ら満たされるものではなく、

国家と多くの機関、移民の母国における集団、出自社会などとの恒常的な相互作用に寄るものであ

る。そのため、移民のアイデンティティは動的で、多重である。服装などのシンボルは部分的に民

族の輸入された形態に過ぎない。 
 もう一つ、学校教育に関連して移民の子どもに関する課題として多く取り上げられるのは、学力

と社会的背景の関係である。教授言語と家庭内の使用言語が異なる場合に学力の低さが顕著である

ことが、2000 年に開始された OECD 生徒の学習到達度調査（PISA）結果の分析からも欧州諸国で

改めて広く知られるようになった（OECD 2001, 2006）。そのため、移民に関する教育政策としては

言語教育の強化、社会的低階層への資源投入などの施策を取るようになった。例えば、ドイツは主

要先進国の中で PISA 結果が良くなかったため、2005 年には移民法の改正の際ドイツ語教育を成人

移民に強く課し、子どもたちには補習の時間を充実させた。言語教育だけによる成果ではないもの

の、2010 年 12 月 7 日に公表された PISA 2009 の結果では、これまでに比較し、移民を背景に持つ
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子どもの低学力の課題はわずかながらも改善されたことが報道された 12）。 
 しかしながら、次節で記すとおり、ムスリムの教育ニーズは必ずしも経済活動のためだけでなく、

ベルリンにおける丸山（2010）の調査結果でも示されているように、移民が多数派から排除される

周辺環境下で求められる教育とはムスリムとしての成長を意味するものであった。そうしたニーズ

を持つ保護者の割合が高いことは他の研究でも報告されており（IHF 2005）、さらには PISA のデザ

イン上、そのパフォーマンスが進路や就職に直結していないことからも、子どもに対するムスリム

保護者の希望との間で乖離があると言えよう。確かに近年になって宗教の時間にイスラームを学校

で設ける地域も増え、その担当教員が移民を背景に持っていたり、出身国から派遣されている場合

も増えた。だがイスラームが知識の習得と実践の両者によって成立することから、学校教育の枠組

みだけでは十分だとは言えない。 
 このように、アイデンティティに関する研究やコミュニティまたは家庭における教育行為の特徴

から学校教育だけではムスリム移民の教育ニーズと成果は捉えきれないため、そこで重要になるの

が、ノンフォーマル教育の視点である。ノンフォーマル教育とは、標準化・一般化されている教育

とは異なり、学習者や地域の特性などの文脈によって柔軟に対応する教育を指し、しかしながら教

育・学習の意図を伴うものである（Rogers 2003; Maruyama 2009）。学校の内か外かという分類でか

つてノンフォーマル教育は語られていたが、その重要性は地域開発や生涯学習などの包括的な分析

が必要な場合に特に大きく、移民研究のような学際性が求められる際には、有用である 13）。つまり、

トランスナショナルな移民家族が滞在先や移住先において英語など標準化された言語を選択的に使

用する教育戦略を持つなど、経済的動機と出身地と滞在先の地域と親族における社会関係資本が、

移民の子どもの学力あるいは成人の就職に影響を与える。また滞在先において低い社会階層に属す

傾向がある移民の場合、セーフティネットとしての社会関係資本は、時にノンフォーマル教育に分

類される特化した形での教育行為によって蓄積されることがある。そのため、通学義務がない移民

の子どもや、学校に関わらない・関われない保護者が存在することからも、移民にとっての社会関

係資本は学校教育の内か外かという条件によっては必ずしも左右されるわけではないといえる。 
 
⑵ 近代教育とイスラーム教育における目標の乖離 
 しかし、ノンフォーマル教育が、学習者の参加状態によって左右されない構造化された学校教育

とは異なり、参加者やその場の特性によって柔軟に、教授法、教育内容、評価手法を持つため、分

析対象は広がるばかりである。したがって、ノンフォーマル教育の研究には操作的定義や射程が常

に必要となる。本稿においては移民の教育研究が学際的であるがゆえに、ノンフォーマル教育とし

て対象を広げる必要があるが、そこには一定の方向性を伴う。つまり本稿では、ムスリム移民が求

めるイスラーム教育という枠組みが存在する。それは時に近代教育の目標から乖離し、知識の伝達

だけではなく実践を求め、それらが受入社会において後進的である、あるいは政教分離に反するな

どの判断を受けることになっている（Roy 2004; レモン 2010 など）。 
 学力調査の結果などを用いてメディアが煽る学力観はイスラーム教育を求めるムスリム保護者に

はそれほど重要ではないものの、同時に、移民を背景に持つことで就職難に直面する経験から彼ら

は技能の習得を求める傾向がある。だが、イスラームとは自分自身を神に引き渡し絶対帰依するこ

とを意味し、ムスリムは唯一神アッラーとその使徒であるムハンマドを信じ、神の言葉を記した聖

典クルアーンとムハンマドが語った言葉や行いが記録されたハディースに従って生きる 14）。神によ

って世界と人間は創造され、ムスリムにとっての現世とは本物の人生である来世のために課された
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ものであり、現世で死ぬ時には 後の審判を受け、行ってきた善行と悪行が精密に秤にかけられ、

その結果により天国または地獄へ送られるものと信じられている。そのため、ムスリムは神をおそ

れ、感謝し、現世における生き方を正す努力をしている。 
 クルアーンが書かれている言語であるアラビア語では、教育とは元来、知識、発達・成熟、身体

的および社会的に健全な成長といった意味で捉えられ、しかし同時に、学校教育、教授、訓練、指

導、躾という言葉の区別はない（Halstead 2004, pp.519-522）。知識について特徴的なのは、知識は行

動に移して初めて生きるという認識であり、知っていても実践しない場合は、その知識は役に立た

ないものとされる。また、ゆりかごから墓場まで知識を求め続けよと説くことから、ムスリムの求

める教育は教科の知識だけでなく、その期間後も続く生涯学習と全人教育的視点を持つことがわか

る。そして神の前の平等と社会的弱者に対する支援を奨励することから、所属する社会や共同体と

の関係性も重視し、相互扶助の発想を教義に持つ。 
 イスラーム教育において保護者が求める教育内容は、原則としてムスリムとしての成長を目指し

たものである。IHF（2005）の調査結果によると、欧州において学校教育の他にイスラーム教育の

機会があれば利用したいという回答傾向がみられる。ムスリムの親は一般的に、その子どもに対し

て教育に熱心で、宗教上の義務であると捉えている。また近年グローバル化による多様な情報の流

入がムスリム規範を妨げると危機意識を持った保護者は、道徳的な大人に育ってほしいと願うよう

になっている。同時に、移民の出身国におけるイスラーム教育も人気が出ている。トルコ移民の場

合、母国では前期中等段階が一度は廃止され生徒数が減った宗教伝道師を育成するイマーム・ハテ

ィプ職業訓練校への進学者数は 2002 年以降、再び増加傾向を示した（丸山 2009, p.75）。こうした

ことから、ムスリム教育にはイスラームの知識を備え、実践をする人間の成長が求められ、それに

よって保護者自身が天国に近づくための善行の蓄積だとされる。 
 
⑶ ネットワークの拡大とトランスナショナル化の加速  
 すでに数多くの研究が移民の持つネットワークを扱っているが、その中で教育から見たイスラー

ム・ネットワークに特化したものは比較的少ない。実際の日常生活におけるネットワークの影響は、

ムスリムだからといって極端に大きいものではないが、ムスリム社会における近年の通信技術の影

響は小さくない。例えば、日常生活における「許されたもの（ハラール）」か否かの判断、またはハ

ディースによる解釈などは、従来の権威づけの他、今日ではインターネットで回答を得られたり、

ムスリムに改宗する場合であっても、オンライン証人が成立するなどの状況が発生している。 
 では、ムスリムのネットワークの背景にあるものは何であろうか。社会関係資本の型を示した研

究（例：Granovetter 1973; Putnam 2000; Field 2005, 2008 など）で示される「結合」と「橋渡し・弱い

紐帯」を用いてみてみよう。前者の「結合」とは集団内部で生じる関係性である。後者は異なる集

団間における関係性である。「結合」として分類できる社会関係資本は、ムスリム同胞意識、端的に、

ウンマの感覚とムスリム間における相互扶助の教えが挙げられる。ウンマとは宗教に立脚した共同

体のことで、ムスリムにとってはイスラーム共同体となり、それはグローバルなものであると考え

られている。出身国という枠組み（例：パスポート）によるアイデンティティは移民 2 世や 3 世が

帰化することで制度上は失われるはずであるが、受入社会から排除される状況で自らの出自を見つ

める過程において、むしろ強化される場合がある 15）。他方、社会関係資本研究において「橋渡し」

型、あるいはゆるやかなつながりが課題解決に重要であることが指摘される。近年顕在化している

ムスリムであるという帰着によって受入社会（異なる集団）から排除された経験と、モスクなどに
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おけるムスリムの集まりで得られる知識（ノンフォーマル教育）と同胞意識（ネットワーク）によ

り、受入社会における社会的弱者としてのマイノリティの意識は強まり、その共通の拠り所となる

のがイスラームであると捉えることで、ムスリム・アイデンティティをナショナル・アイデンティ

ティより強く意識するようになる。つまり、ムスリム間の結合が強化され、外とつながる橋渡しが

比較的軽視される状況にあるといえる。ムスリムであるという自らはほとんど変えようのない理由

によって社会から排除される仕組みを認識することで、自分の処遇に有利になる選択をし（時に選

択の余地はなく）、そこからノンフォーマルに学び、より強くムスリムとして「覚醒」する。内藤ら

（2004, 2007）の調査からも、トルコ移民の 1 世は、それほど強くイスラームを意識していなかった

が、80 年代以降に家族を呼び寄せ定住を開始後、欧州社会における道徳的課題を認識するようにな

り、さらに冷戦後の東欧諸国からの労働力流入に伴う労働者移民の冷遇によって、よりイスラーム

を意識するようになったことが分かっている。2000 年代にはテロ対策やイスラモフォビアの文脈で

差別をより受けるようになったことで、ムスリム同胞意識は強くなった。 
 欧州諸国全般として、近年特に移民に対する否定的な反応が強まっている中 16）、移民政策総合指

標（MIPEX）17）ではトップに位置づけられたスウェーデンでさえも右翼政権が成立し移民政策の見

直しが検討されている。このような「リベラル・パラドックス」下において、社会からの排除が加

速されると、移民間のネットワークは強化され、共同体概念によってムスリムの結束（結合型社会

関係資本）が強められる。すでに結合型の問題に、規範意識の強化は逸脱行為を極度に認めない圧

力となる場合が指摘されているとおり、他者の定めたイスラーム教義のみが判断基準となった場合、

解釈と実践の度合いに幅を持つはずのムスリム自身もその規範に束縛されることになる。また、イ

スラーム教育を実施する学校以外の団体にはテロ組織と関係する非公認の団体も存在し、そこでの

み受ける教育によって「覚醒する」可能性もある。 
 プライズ（2008, p.79）が記すとおり、外国人労働者として自他共に認知するドイツのトルコ系移

民のように、相互作用を起こしている一方の側から遮断されれば、受け入れは 小限に留まるか、

全く生じない。そのため、ドイツ社会の外国人労働者に対するラベリングが、ドイツ語習得、幼稚

園への通園、また社会的・文化的に自身を統合するという移民の意欲と戦略にある程度影響してい

る。伊豫谷（2002）が指摘するグローバリズムに特徴的な「想像・創造する共同体」はイスラーム

共同体としても解釈可能で、境界線のないつながりをムスリム達は持つといえる。トルコにおいて

は、20 年以上も申請し続けても進展しない EU 加盟交渉への苛立ちと諦め 18）、9.11 以後に生じた欧

米におけるイスラモフォビアに対するムスリム・アイデンティティ確立・強化の必要性とその共有、

自国の経済成長とアラブおよび中央アジア諸国との拡大する経済的・心理的関係性による自信がそ

の背後にある。 
 宗教ナショナリズムは特定集団の形態を守る機能を持ち、制度的空間として国家の失策を民衆が

穴埋めする一方で、民主主義や経済といった社会空間よりも家庭を第一に考える（Friedland 2001, 
p.134）。今日、宗教ナショナリズムは情報通信技術に支えられ、自ら直接アクセスしてテキストを

政治的に読み取るようになり、クルアーンは人と神の関係性の中ですべての信徒の平等を示すだけ

ではなく、政治的に組織された信者の共同体概念として富の再配分も扱い、困難な時に耐える指針

を多く示し、規範として実践を求めることから、トルコの伝統的「信頼」の価値を思い出すととも

に、移民たちはムスリム・アイデンティティを強化する。 
 Kearney（1995）は、トランスナショナルな帰属を、単に出身国と目的国両国の社会的・文化的な

要素の結びつき以上のものとして定義した。つまり、トランスナショナルな帰属とは「網状の社会
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に住む、核となる固定的なアイデンティティを持たない者同士が、部分的にアイデンティティを共

有したり、重ねあわせたりする（p.558）」状態を指すという。近年では移民の社会統合が 大の課

題として扱われているが、実際には滞在者はその場に必ずしも永続的に在住するわけではなく、様々

な条件によって移動することもある。これは前述のように、血縁あるいは出身地の地縁によるネッ

トワークなどによって、転居が発生するためである。したがって、統合は静的に移民が受入社会へ

一方的に適応する実質的に同化と同様のものではなく、より動的で、受入社会にも影響を与えその

社会成員にも変容を発生させるものとなる。これをさらに分析するにはメゾ・レベルを扱うことを

容易にする社会関係資本論を教育研究においても用いることになるだろう。 

おわりに 

 ルヒテンベルク（2004）は、移民の教育に関する研究の今後の課題として次のような整理をして

いる。すなわち、移民の子どもに提供されるべき教育、その目的、主流の教育システムへの統合と

その方法、出身国の役割と関与、多数派の子どもへの影響、移住行為に帰結する多様性による社会

の変化、そして教育システムへのインパクトである。本稿では、移民の中でもムスリムに特に焦点

を当て整理を試みたが、彼らの教育課題を移民一般が抱えるものと相対化した形でまだ整理できて

いるとはいえない。しかし、本論は提供されるべき教育や目的といった課題の前提を問い直す可能

性がムスリム移民の場合は含まれることを、彼らの教育ニーズと社会関係資本の形態から示した。 
 欧州諸国が身をもって経験する先行事例は、日本社会にとっても重要な示唆に富む。日本は諸外

国に比較し、同質性の高い社会だと言われ、それに当てはまらない外国に出自を持つ者はすべて「外

国人」と一括りする傾向を否定できないためである。しかし、彼らは非常に多様であり、ムスリム

同士でも多くの考え方と実践を持つ。そのため、現在は日本の教育システムが同化主義的であると

いう指摘（杉本 2000）を改めて捉え直し、幅広い教育を考える時期にあるといえよう。 
 日本人に限らず、日本社会に参加する者が加速度的にトランスナショナル活動を今後も行う際に、

社会が「リベラル・パラドックス」に陥るのか、それとも異質な者を排除する方向に進むのか、あ

るいは閉ざされた規範を押し付ける結合型の社会関係が強まるのか、それらはどのような教育がな

されるのかに依拠すると想像される。 
 
注記 
１）イスラム系の移民が増えることにより、ドイツという国が消えるという論争も発生している。（http://www.yomiuri.co.jp/ 

world/news/20101202-OYT1T00258.htm）2010/12/2 閲覧 

２）例えば、宮島（2011）は教育課題として NGO の活動を挙げる。NGO などの中間組織はほとんどの場合、メゾ・レベ

ルの分析対象となる。 

３）例えば、Lee, E. (1966). A Theory of Migration. Demography 3:47-57 

４）例えば、Borjas, G.J. (1989). Economic Theory and International Migration, International Migration Review, Special Silver  

Anniversary Issue. 23(3): 457-85. 

５）例えば、Tayler, J.E. (1987). Undocumented Mexico-US Migration and the Returns to Households in Rural Mexico, American 

Journal of Agricultural Economics, 69: 626-38; Stark, O. (1991). The Migration of Labour. Blackwell. 

６）例えば、Kritz M.M, Lin, L.L., & Zlotni, H. (eds.) (1992). International Migraion Systems: A Global Approach. Clarendon Press. 

７）グローバリゼーションという過程を「近代世界を特徴づけてきた均質化と差異化の過程が、これまでの国民国家とい

う一元的な境界を越えて浸透し、国民国家という領域性が崩壊あるいは変形しつつある状況」（伊豫谷 2002）とすると、
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従来の国民国家という枠組みだけでは不十分である。 

８）トランスナショナル・コミュニティの も古い表現はディアスポラである。トランス移住とは、移住にもとづくトラ

ンスナショナル・コミュニティへ参加する人々を指し、彼らには「社会文化的、政治的、経済的という 3 つの分野に少

なくとも認識される変形が見られる（Vertovec 2004, p.971）」。 

９）Sassen, S. (1991). The Global City: New York, London, Tokyo. Princeton University Press. 

10）この意味においてわが国の高校教諭として社会科の実践と調査を行う松本（松本高明, 2006, 日本の高校生が抱くイス

ラーム像とその是正に向けた取り組み－東京・神奈川の高校でのアンケート調査を糸口として『日本中東学会年報』第

21-2 号, pp.193-214）の試みは注目されるべきである。 

11）例えば、イスラーム教育を提供する側からは早期就学前教育に対する不安も報告されている。 

12）http://www.kmk.org/presse-und-aktuelles/meldung/pisa-2009-deutschland-holt-auf.html (2010/12/13 閲覧) 

    http://pisa.dipf.de/de/de/pisa-2009/ergebnisberichte/ergebnisberichte (2010/12/25 閲覧) 

13）例えば、少数派の子どもに対する言語教育は言語の運用能力のみを開発するのではなく、子どもをエンパワーするこ

とになる。詳細は次を参照：Cummins, J. (1986). Empowering Minority Students: A Framework for Intervention, Harvard 

Educational Review, 51(1), pp.18-36.学校内で使用される言語をすべて教育行為の中に取り込もうとする動きについては、

次を参照：Council of Europe Language Policy Division (2009). A platform of resources and reference for plurilingual and  

intercultural education. European Commission (http://ec.europa.eu/education/languages/eu-language- policy/doc126_en.htm) 

14）クルアーンとハディースについては、牧野信也（1996）『イスラームの原点』中央公論社を参照。 

15）これはムスリムに限らず、米国におけるアジア系・ラテン系移民でも同様。 

16）ドイツにおいて、メルケル首相が「多文化主義は失敗」と発言したことは物議を呼んだが支持もあること（http://www. 

newsweekjapan.jp/stories/world/2010/10/post-1754.php 2010/11/3 閲覧）、欧州の中でイスラームに対してドイツ人が も非寛

容であるという研究成果が示されたこと（http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetay&ArticleID=1031276& 

Date=03.12.2010&CategoryID=81, 2010/12/7 閲覧）、これらはドイツ社会における一側面を示すものである。 

17）Migrant Integration Policy Index（MIPEX）(http://www.integrationindex.eu/) は、British Council による報告書で、主に欧州

諸国の移民に関する政策を指標化したものである。詳細は、丸山（2009）欧州における移民の社会統合と教育政策『国

立教育政策研究所紀要』138, pp.223-238.を参照。 

18）欧州へ移民を送り出してきたトルコは 1983 年以来、欧州連合（EU）加盟申請を続け、加盟交渉の際に必要とされた

様々な社会改革を実施してきたものの（加盟交渉は 2005 年に文化や教育などの一部について開始された）、達成後に基

準・条件が一部変更されたり、トルコより後に申請をした東欧諸国やキプロスに加盟実現の先を越されるといった状況

にあって、国民一般に EU 離れの傾向が見られる。 
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開発途上国の高等教育と国際的援助―世界銀行政策文書の分析 

 

An Analysis of the World Bank documents on Higher Education in Developing Countries

斉藤 泰雄＊ 

SAITO Yasuo 

 

Abstract 
This paper aims to review and analyze the problems which higher education in developing countries 

is facing and to discuss the challenges to the international donors in supporting higher education 

reform in those countries. Here, in particular, we study the World Bank documents on higher 

education due to its strong influence in developing countries. In fact, the Bank’s policy recom-

mendation and lending strategy in the field of education have a major impact on development of 

education in the developing world. Since the World Conference on Education for All held in 1990, 

both many national governments and also the World Bank have assigned higher education a rela-

tively low priority. In a higher education report published in 1994, the World Bank declared that 

higher education in developing countries was in crisis because of widespread fiscal constraints. It 

insisted that quality improvement and enrollment expansion in higher education could be achieved 

with little or no increase in public expenditures. They suggested strategies for reform, such as 

encouraging greater differentiation of institutions, including the development of private institutions 

and diversifying sources of funding for public institutions. 

 In a new higher education report published in 2002, however, the World Bank clearly changed 

their perception and attitude toward higher education in developing countries. In the 2002 report, 

the World Bank emphasizes the role of higher education in building up a country’s capacity for 

participation in an increasingly knowledge-based world economy, and investigates policy options 

for higher education. It also discusses the justification for continuing public support of higher ed-

ucation and the appropriate role of the state in support of knowledge-driven economic growth. The 

final report (2000) of the Task Force on Higher Education in Developing Countries that was 

convened by the World Bank and UNESCO contributed to the re-examination of the Bank’s 

policies in higher education. 

 

はじめに  

 本論は、開発途上国における高等教育をめぐる状況をマクロな視点から概観するとともに、その

拡充と改革を支援する国際的援助の動向を検討することを目的とする。ここでは、援助の国際的動

向ということで、特に世界銀行に焦点をあてる。世界銀行（The World Bank 以下では世銀と略）は、

                                            
＊ 国際研究・協力部総括研究官 
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主として開発途上国の発展を支援するために途上国に対して長期低利資金の貸付・保証を行ってい

る国際開発金融機関である。この世銀は、教育開発の分野でも、途上国の教育に関する調査研究、

改革に向けての政策提言、およびプロジェクト向けの資金貸付という三つの側面から、開発途上国

の教育に対してきわめて大きな影響力を持つ巨大な存在となっている(斉藤 2001 年)。本論では、世

銀が刊行した開発途上国の高等教育に関する二つの政策報告書 (1994 年および 2002 年)、さらに、

世銀が UNESCO と共同で発表した途上国の高等教育に関する専門家グループの調査報告書 (2000

年) の三点を基礎資料として、この間において、かなり明確な変化を遂げてきた世銀自体の高等教

育をめぐる問題認識の変化、改革への政策提言の転換をさぐる。 

Ⅰ．1994 年『高等教育』政策報告書 

1994 年に、世銀としては 初のものとなる高等教育に関する政策報告書『高等教育――経験から

の教訓』が発表された。この時期は、世銀が、1990 年の Education for All 世界会議(ジョムティエン

会議)の共同開催者となることによって教育援助、とりわけ基礎教育援助に本格的に取り組むことを

宣言した直後にあたる。『初等教育』(1990 年)、『職業技術教育』(1991 年)に続く分野別報告書の第

三弾であり、教育分野全体の包括的な報告書『教育のための優先課題と戦略』(1995 年)の前年にあ

たる。内容構成は、「挑戦と制約」という現状認識(第一章)から出発し、高等教育改革戦略として四

つの基本的な方向性を提示する。すなわち、(1)私立高等教育機関の拡張をふくめて高等教育機関の

より一層の多様化の推進(第二章)、(2)公立高等教育機関に対して資金調達源の多元化を促進するイ

ンセンティブの提供(第三章)、(3)高等教育における国家の役割の見直し(第四章)、(4)質の改善と公正

の確保の目的を優先させる政策の形成(第五章)。そして、 後に、こうした基本的方向性にそって、

世銀の高等教育分野向けの融資方針と優先順位の提示する(第六章)。その要点を紹介しよう。 

［高等教育の危機的状況］ 

報告書はまず、高等教育の役割と重要性について次のように述べる。「高等教育は、さまざまな方

法で人的資源開発に貢献する。高等教育への投資は、一つの国の経済成長にとって重要な貢献要因

である。高等教育機関は、経営者、科学者、エンジニア、技術者を含めて、一つの国の専門的人員

を養成することに中心的な責任を負っている。彼らは、国の経済においてイノベーションの開発、

応用、普及に参画することになる。高等教育機関は、研究と高度の訓練を通じて新しい知識を創造

し、その移転、応用、普及のための導管の役目を果たす。また多くの国において、高等教育機関は、

その国の国家的アィデンティティを形成し、多元的な議論のためのフォーラムを提供することによ

って重要な役割も果たしている」(World Bank 1994 p.15 以下同一文献のため頁数のみ記載)。 

しかし、高等教育の意義にふれるのは、わずかに冒頭のこの部分のみである。記述はすぐに、「危

機に立つ高等教育」(higher education in crisis)へと移り、途上国の高等教育の直面する問題を列挙す

る。すなわち、＜高等教育予算削減＞ 世界的な景気後退による緊縮財政の下での高等教育予算の削

減。この間も高等教育の量的拡張への圧力は続き、学生一人当たりのコストが大きく低下。公立高

等教育機関での教育と研究の質の著しい低下。学生の過密、インフラの劣化。教授陣の流出や兼業

化。貧弱な図書館、科学装置や教材の不備の状況。＜内部非効率＞教員／学生比率の低さ。遊休施

設の存在。コース提供での重複。留年・中退率の高さ。非教育的費目(学生宿舎、食費、福利厚生)

への資金充当の多さ。＜外部非効率＞高学歴失業者の輩出。研究成果の低下。さらに＜公正の問題

＞もある。量的拡張にもかかわらず、女性、貧困者、マイノリティへの高等教育アクセスの格差は



開発途上国の高等教育と国際的援助―世界銀行政策文書の分析 

 285

存続。公立大学学生に対する多くの補助金支出は、非効率的な教育投資であるだけでなく、恵まれ

た者を優遇する逆進的社会支出。大学に在籍する学生の大多数は高所得層の出身だからであるとい

う(pp.16-24)。 

［公共予算の制約の中での改革の必要］ 

「現在の暗い経済的見通しから、1990 年代に高等教育向けの公共資金が著しく増加するという見

込みはありえない」(p.24)と予測する。さらには、教育予算の中での配分という点でも、高等教育は

かつてのような優遇措置を期待してはならないと明言する。ここでは基礎教育の重視の姿勢を打ち

出す。「多くの開発途上国、とりわけ初等・中等教育段階においてまだ充分なアクセス、公正、質を

達成していない国々においては、教育向けの公共資金を拡大する際に、高等教育が 優先の順位を

主張すべきではないという議論はおそらく正しい。各国は識字能力の普遍化を達成することを優先

すべきであり、また、通常、初等・中等教育への投資の社会的収益率は高等教育のそれよりも高い、

さらに、基礎教育への投資は所得格差を縮小する傾向があるので公正を向上させる」(p.25)。 

「高等教育の業績を改善するための改革が実行されないかぎり、多くの国は、グローバル経済の

競争に備える充分な準備を欠いたまま 21 世紀に突入してゆくことになる。そこでは、成長はかって

ないほど大きく技術・科学的知識に依存することになる」として高等教育改革の必要性を唱える一

方で、「高等教育の質の改善と在籍者数の拡大は、公的支出をまったく、あるいは、ほとんど増加さ

せないで達成されなければならない」(p.25)という制約の中で、高等教育改革の基本戦略を立てる必

要があることを強調する。 

［四つの基本方針の提起］ 

 開発途上国の高等教育改革の目標は、高等教育における効率性、質、そして公正を高めることで

あり、こうした目標を、途上国が公共資金支出増加を伴うことなく達成するためには、下記のよう

な四つの方向性が重要であるとして提示し、それぞれの方針にそって方策を提起する。 

 

⑴ 高等教育機関の多様化と私学による供給の拡大 

 「伝統的大学モデルは、経済的社会的発展のさまざまな需要および多様な学生集団の学習ニーズを

充足するためには、あまりにも費用がかかりすぎて不適当なものであることが明らかとなってきた。

高等教育の多様化の拡大、すなわち、非大学型高等教育機関の発展と私立機関の増加は、高等教育

への社会的需要の増大に対応し、変化しつつある雇用市場の要求に対する高等教育システムの感度

を高めるのを可能にする」（p.28）。 

［非大学型高等教育機関］  

 「近年、公立私立をとわず、非大学型高等教育が大学を上回るスピードで成長してきた。非大学型

機関には、ポリテクニクス、短期専門技術学校、コミュニティ・カレッジ、遠隔教育および開放型

学習プログラムがある。こうした機関の主要な利点には、短期課程であることによるプログラム・

コストの安さ、中退率の低さ、学生一人当たりの年間支出の安さが含まれる。・・・多くの非大学型

高等教育機関は、供給側の都合よりもむしろ労働市場の需要に対して柔軟に対応して訓練の機会を

提供している」(p.31)。非大学型機関は、マイノリティ集団や社会的不遇層出身の学生たちの高等教

育へのアクセス改善の要求を充足するのにも役立つ」(p.32) 。 

［私学による高等教育提供の奨励］ 

 「今日、開発途上国で見いだすことができる も強力な高等教育システムのいくつかにおいては、

私立高等教育機関が一つの重要な要素となっている。それらは、学生の需要の変化と労働市場の条
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件の変化に対して効率的かつ柔軟に対応することができる。私学による高等教育の提供は、公立機

関での競争率がきわめて高い国において、直接的公費コストをまったく、あるいはほとんど無しに、

教育機会を拡大できる」(p.34)。 

［適切な法的・政策的枠組の制定］ 

 「適切な法的・政策的枠組の欠如は、私立高等教育の成長を阻害する可能性を持つ。そうした枠組

は、民間イニシアチブを押しつぶすような制限的規則を回避するものとなる。私立高等教育機関を

奨励する策には次のようなものが含まれる。適切な認定とプログラム評価の確立、カリキュラム開

発と機関運営に関する技術援助の提供、授業料価格統制のような抑制策の回避、時には、私立高等

教育機関の発展と質的向上を支援するための財政的インセンティブの提供など」(p.36)。 

⊐ 要するに、ここでは、伝統的な総合大学よりも設置コストが安く、市場や学生のニーズに対して

も対応がしやすい非大学型の高等教育機関の増加、大学・非大学型を問わずに私学による高等教育

供給の拡大、進出を促進するための法的・制度的枠組の整備がその要点とされている。 

 

⑵ 公立機関での資金調達源の多元化と効率的な資金配分と活用の奨励 

 「私立セクターの役割が強化され、新規入学者のほとんどが私立機関に振り向けられたとしても、

多くの国で、公立機関が、学生の大多数とはいわないにせよ主要な部分を受け入れることに変わり

はない。公立機関が質の向上とより高い効率性を達成しようとするなら、政府は、以下のようなこ

とを目的に徹底的な財務改革を行う必要がある」(p.40)と指摘する。 

［より多くの民間資金の動員］ 

 「学生寄宿舎や食事のような厚生事業への補助金の廃止、授業料の導入(引き上げ)、卒業生や民間

企業からの寄付や基金贈与の奨励、大学自身による収益事業の実施を通じて、高等教育に対する民

間からの資金支援を増大させることによって、公立高等教育機関により多元的でより安定した資金

調達基盤を提供できる。一つの指標とする目標は、公立高等教育機関がその経常経費の 30％をカバ

ーする収入をこうした非公的財源から調達することである」(p.44)。「民間セクターからの資金を積

極的に活用することは、公的資金への依存度や予算増減による動揺を減少させることに加えて、公

立高等教育機関を市場のシグナルにより敏感にさせる。学生とのコスト・シェアリングもまた、学

生に自分の専攻プログラム選択をより慎重にさせ、課程修了までの在学期間を 小限のものにさせ

る大きなインセンティブともなる」(p.45)。 

［必要とする学生への財政支援］ 

 「学費を借り入れたいと望むすべての学生が利用できる機能的な学生ローン・プログラムや、優秀

であるが高等教育を受けるための直接コストおよび間接コスト(放棄所得)を負担できない貧しい学

生に必要な資金援助を保障する奨学金なしにコスト・シェアリングを公正に実施することはできな

い」(pp.45-46)。「給付金(グラント)、ワーク・スタディ、ローン・プログラム(固定返済型、所得連

動返済型)を含んだ総合的な財政支援パッケージの用意が必要とされよう。しかし、どの途上国にお

いても、高等教育に在籍する学生は、同年輩の者たちよりもかなり高い収入を得る可能性をもつエ

リート層を代表していることを考慮するなら、資金支援の主たる形態は、給付金よりもむしろ政府

が保証人となる学生ローンであるべきである」(p.50)。 

［効率的な資金配分と利用］ 

 「ほとんどの国において、高等教育機関への公的資金の配分は、対政府交渉方式によって決定され

る予算を基礎としている。この方式は、効率的な運用と質の改善にインセンティブを与えることを
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欠落しており、変化する環境に応じて財政資金の配分を調整することを難しくしている」(p.51)。「こ

れに代わって資金提供を業績基準に連動させるメカニズムが OECD 諸国によって用いられるよう

になっているが、途上国でも同様に検討されることが必要である」(p.52)。 

  ここでは、公立機関の財務改革が主張されているが、そこでのキー・ワードは、民間資金の動員、

学生とのコスト・シェアリングであり、自己資金調達を機関の経常経費の 30％をカバーするところ

まで拡大するようにという数値目標を提示していることが注目される。また、同時に、こうした措

置が貧困学生の高等教育進学を阻害することのないように、必要とする学生・家庭への各種の財政

支援策、とりわけ学生ローンの拡充を推奨している。 

改革は、民間からの資金調達の増加を求めるが、それにもかかわらず、政府が高等教育を財政支

援することには二つの重要な経済的理由が存在するとして、次のような論理を展開していることは

興味深い。すなわち、「①高等教育への投資は、基礎研究や技術開発・移転からの長期的収益のよう

な経済発展にとって重要な外部利益を生み出す。そうした利益は個々人に帰属するものとはなりえ

ないので、高等教育への私的投資だけでは社会的にみて充分なものとは成り得ない。②資本市場の

不備（教育投資に対する担保物件の欠如という点で）は、個々人が高等教育の費用にあてるための

充分な融資を受ける力を制約する。このことは、とりわけ、優秀ではあるが経済的に不遇なグルー

プが高等教育に参入するのを阻んでいる」(p.55) という論理である。 

 私的な高等教育投資による私的収益の増大という世銀の想定する基本的枠組からはみ出す高等教

育の外部利益、社会的収益の存在が、かろうじて政府による高等教育財政支援を正当化するもので

あると言う。また、個々人が高等教育に投資するための資金調達を金融市場に求めることが基本で

あるが、現状ではこの金融市場が不完全であるために、政府によるなんらかの財政支援が必要であ

るという論理である。いずれにしても、政府による財政的支援の役割をきわめて消極的、限定的に

とらえていることが大きな特色といえるであろう。 

 

⑶ 政府の役割の再検討 

上記のような改革の導入は、政府と高等教育との関係を変化させ、従来、高等教育の分野におい

て国家が果たしてきた役割の見直しを迫るものとなるという。  

［直接的介入の制限と政策的環境の整備］ 

 「高等教育の危機、とりわけ、公立セクターの危機は、公的資金をより効果的に利用するのを確か

なものにするために、高等教育への政府の介入の範囲、目的、様式の変化を促している。直接的に

コントロールをするというよりは、政府の責任は、公立・私立双方の高等教育機関に対して良好な

政策環境を提供し、また、これらの機関が国家的な訓練や研究のニーズを満たすことができるよう

に公的資金をテコとして活用することである」(p.56)。高等教育改革を成功裏に遂行するためには次

のことがらを重視する統治方式が重要である。①一つの一貫した政策枠組の確立、②政策遂行のた

めのインセンティブと市場志向的方策の重視、③公立機関に対する運営上の自治権の拡大。 

［一つの一貫した政策枠組の確立］ 

 「多様化された高等教育システムの発展を導くには、明確な法的枠組と一貫した政策が必要とされ

る。これは、政策形成者たちに対して、高等教育セクター全体およびその中における公立・私立の

各種の機関の役割に関する長期的なビジョンを求めることになる」(p.57)。「高等教育発展のための

計画化は、中央レベルから量的目標を設定するような機械的に操作できるような作業ではない。そ

れは、長期的発展を展望し、リスクと制約を評価し、長期的効力を確保しするための代替案を求め、
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そして質を改善するための体系的な運営活動である。このような事業は、経済成長と技術開発戦略、

こうした戦略を支える高等教育側の貢献、卒業生に対する全体的な需要、さまざまな形の訓練のコ

ストと便益、そして、教育セクター内における資金配分に焦点をあてるものである」(p.58)。 

［政策遂行のためのインセンティブと市場志向的方策の重視］ 

 「労働市場と学生在籍分布のズレの是正が求められているところでは、政府は、学生定員や専攻分

野別定員をコントロールする命令を出すよりは、むしろ奨学金、学生ローンのような学生への直接

的インセンティブや資金配分プロセスに頼るのが 善である」(p.60)。「学生が合理的な選択をする

ためには、各機関のコースのコストと質、さまざまな課程の卒業生の雇用機会に関する良好な情報

を必要とする。政府は、そうした情報が広範に入手できにように保障することによって、また認定

制度によって質を保証することによって、教育の質の向上を支援できる」(p.62)。「政府は、高等教

育機関を認定したり、それらの機関の学位・証書・資格を公認する手続きを定めたり、あるいは民

間の認定機関や専門職団体がそうした権限を行使するのを認可することも可能である」(p.62 )。 

 [公立機関に対する運営上の自治権の拡大] 

 「すべての重要な運営機能 (入学要件を設定し、授業料を査定し、教職員の雇用・解雇を行ない、

費目間での流用を認めるなど柔軟な資金配分を行う権限を含めて)を高等教育機関それ自体に分権

化することが、改革の成功、とりわけ財源の多元化、そしてそのより効率的利用にとって必須条件

である。高等教育機関は、自校のコストに影響する主要な要因に対して意味のある統制力を行使す

る立場になければならない」(p.64)。「自治が拡大されるにしたがって、高等教育機関は、自らの業

績に対して責任をとる必要が出てくる。これは、自らの訓練・研究の成果の質、そのプログラムの

社会的適合性、公的補助金の使用法についてのモニター活動を含むものである」(p.65)。 

  要するに、国家は、高等教育の直接的プロバイダー、あるいは、公立高等教育機関の資金をほぼ

全面的に支出する役割を縮小させるとともに、高等教育を直接に統制する director というよりは、

包括的な高等教育政策を樹立するとともに、さまざまなインセンティブ策によってそこに向けて高

等教育を誘導する promoter、あるいは、許容的な政策環境や大学自治体制の中での効率的、公正な

高等教育の運営を監視・指導する supervisor の役割に転換すべきという主張である。 

 

⑷ 質の改善と公正の確保の目的を優先させる政策の形成 

 高等教育の業績を改善するための戦略の主要な要素は次の三点にあるという。①教育と研究の質

の改善、②雇用市場の需要に対する高等教育側の対応力の向上、③より大きな公正の確保。 

［教育と研究の質の改善］ 

 「良く訓練された卒業生と重要な研究成果を生み出すためには、高等教育機関は、良好な業績をあ

げるために必要とされる次のようなインプットを寄せ集めることができなければならない。すなわ

ち、良く準備教育を受けた中等学校卒業生、有能で意欲ある教授スタッフ、教育と研究のための適

切な施設設備。また効率的な教育機関は、国際交流を推進するものであり、さらに、教育と研究の

質を評価し改善するための健全な評価機構の存在も重要である」 (p.66)。「おそらく学問的業績を決

定するものとして も重要なものは、訓練の質と研究成果を評価し、監視する能力である」 (p.69) 。

「西欧諸国の 近の経験が示しているように、 も有効な評価機構は、教育機関の使命と業績につ

いての自己評価と外部評価手続き(専門的団体によるものか政府の監視機関によるもものかを問わ

ず)とを結び付けることを重視するものである」(p.70)。 
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 [雇用市場の需要に対する高等教育側の対応力の向上] 

 「技術革新を基盤とした経済成長戦略の中では、訓練と研究プログラムを経済界の変化しつつある

需要に対応させることがきわめて重要になる。高度の訓練と研究プログラムに責任を負う高等教育

機関は、生産セクターの代表者によって方向づけられることが決定的に重要である。公立・私立の

高等教育機関の管理機構に、民間セクターの代表が参加することは、教育プログラムの社会的適合

性を確保するのに役立つ。産業と大学による共同研究、企業をスポンサーとするインターンシップ

制、生産セクターからのパートタイム教授の任命に対する財政的支援は、高等教育システムと経済

界との連携と交流を強化するのに役立つ」(p.71)。 

 [より大きな公正の確保] 

 「高等教育への参加のための公正な機会を提供することは、国民統合を強固にし、伝統的に不遇で

あったグループが経済・政治的指導層にその代表者を送るのを拡大させる政策にとって不可欠のも

のである。女性、民族的少数派、低所得層出身学生、その他の経済的・教育的不遇グループの高等

教育への参加率を拡大させるためには、戦略は多面的なものでなければならない。戦略には、これ

らのグループのための初等・中等教育の改善、彼らの高等教育進学需要の増大、さまざまなグルー

プのニーズに対応する高等教育機関の多様化、就学補助、不平等を是正する入学基準の採用などが

含まれる」(p.76)。 

 

⑸ 世界銀行の役割  

 後に、報告書は、過去の高等教育プロジェクト支援の在り方への反省を踏まえながら、今後の

世銀の融資方針を次のように表明する。 

［包括的、システム・ワイドな高等教育支援の必要］ 

 「外部の援助機関や融資機関からのローンや助成金は、国の高等教育の予算全体からみればマージ

ナルなものかもしれないが、その対象国にすれば、時にはきわめて重要なものともなる。そうした

支援は、途上国や移行経済圏諸国が、先進国の教育・科学・知的センターの持つ資源や専門知識に

アクセスためのチャンネルとなるのである」（p.79）。 

 「(過去の)高等教育プロジェクトでの質改善のための支援は、しばしば、特定の教育活動や研究活

動に狭く焦点をしぼった個々バラバラなものとして提供されてきた。これは、こうした投資のイン

パクトを制約するものであった。図書館や実験施設、ならびに、訓練、スタッフの研究活動、その

他の目的への支援は、しばしば、資金が潤沢ないくつかのアカデミック・オアシスを生み出したが、

それは長期的にみれば持続不可能になった」(p.82)。 

 「高等教育を構成する各機関や各プログラムの間での相互依存関係が考慮されることはめったに

なかった。高度の科学的訓練や研究は強固な学部教育を必要とする。工学、医学、農学、応用社会

科学分野での高度の教育は、自然科学、数学、さらには人文学の分野での健全な訓練の上に樹立さ

れるものである。経済成長に対する人文学の重要性はあまり明瞭ではないために、外部機関からの

援助の対象となりにくい。要するに、持続的な改善を生み出すためには、高等教育を構成する全教

育機関とシステムが強化さねばならない」(p.82)。 

［初等・中等教育向け資金を捻出するために高等教育の効率性の改善］ 

 「世界中の途上国が基礎教育、特に初等教育に重点をおいて投資をしている。世銀の貸付もそれを

支援してきたし、いまだ識字能力の完全普及を達成しておらず、初等・中等教育レベルで適切なア

クセス、公正、質を確保していない国々向けの世銀教育貸付の中では、今後とも初等・中等教育が



 290

優先の順位となろう。これらの国での高等教育に対する世銀の関与は、主にその財務をより公正

でコスト効率の良いものにするためのものとなろう。そうすることによって生み出された剰余をよ

り多く初等・中等教育に振り向けるためである」(p.85) 。 

［政策転換を促進するための資金貸付］ 

 「世銀の貸付は、しだいに、より公正で、効率的で、質の高い高等教育システムを樹立するために

必要とされる財務と運営政策の転換を支援することを目指すものとなっている。政策転換のための

パッケージは、各国の社会経済的条件や政治的環境を反映して、地域や所得水準で異なるものとな

ろうが、多くの場合、次の方策をいくつか組み合わせたものとなろう。①効率的で公正な選抜基準

に基づいて公立高等教育へのアクセスをコントロールする、②教育機関の多様化を促進する、③私

立機関に対して前向きな環境を確立する、④コスト・シェアリングその他の財源多元化政策を導入

する、⑤能力を持つすべての学生が高等教育を履修する機会を持てるようにローン、給付金、ワー

ク・スタディのプランを提供する、⑥高等教育機関に対して、透明度の高い、また質を高め、効率

性をますような方式で公共資金を配分する、⑦資金調達と活用、学生入学定員の決定する事項に関

して公立機関に自治権を与える」(p.86)。 

 

以上が 1994 年の世銀『高等教育』報告書の概要である。今日の目からみれば、たしかに社会的弱

者や貧困学生に対する一定の配慮を打ち出してはいるものの、その全体的な特色は、「高等教育分野

における構造調整の推進」、「典型的な新自由主義路線に立脚する高等教育改革策」の色彩が濃厚な

ものであることは否定できないであろう。高等教育の役割と意義についてふれた記述が、冒頭の一

パラグラフのみであったこと、また、初等・中等教育の拡充に振り向ける資金をひねり出すために

も高等教育の改革が必要であるという議論があからさまに展開されていることに象徴されるように、

世銀の開発途上国の高等教育にたいする眼差しは、冷やかである。ともすれば、過去の特権的な地

位に安住しがちであり危機意識の乏しい途上国の高等教育関係者に対して、意識改革と徹底したリ

ストラへの覚悟を迫るものとなっている。 

ちなみに、「経験からの教訓」と副題を付けたこの報告書の中では、世銀の提起する改革の方向性

に沿ってすでに経験を重ねている国の事例が紹介されている。この中でも特に、頻繁に引用されて

いる国がある。南米のチリである。チリは、すでに 1980 年代から、独自に教育の市場化・民営化を

先取りしたような先駆的な高等教育の改革を断行した経験を有していた(斉藤 2008)。「多くの途上

国が直面している厳しい財政的圧力にもかかわらず、高等教育改革の分野で大きな進展をとげてき

た国はほとんどない。だが、チリのようないくつかの国の経験は、学生一人当たりの公的支出削減

の中でも、多様化し、健全に機能し、成長を続ける高等教育システムを実現することが可能である

ことを示している」(p.26)という記述も見られる。事実、100 頁たらずの報告書の中で、チリの名前

は 20 回ちかく登場する。あたかも、チリが開発途上国の高等教育改革のモデルであるという印象す

ら感じさせるほどである。 

Ⅱ．世銀=UNESCO『開発途上国の高等教育』研究報告 

  後述する世銀の第二の高等教育政策報告書にみられる問題認識と援助方針の変化に大きな影響力

を与えた一つの報告書の存在が注目される。それは、1990 年代末に、世銀と UNESCO が共同で世

界 13 カ国から高等教育の専門家 13 人を招請して独立のタスク・フォースを設置し、２年間にわた
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って開発途上国の高等教育の現状と将来像を検討したものである。『開発途上国の高等教育: 危機と

将来展望』と題する 終報告書は 2000 年に世銀から刊行されている。これは、事実上、世銀に対す

る政策提言の役割を果たしていた。本報告書の、 大の特色は、知識基盤経済社会の到来を明確に

宣言するとともに、第二章に「高等教育と公益（the public interest）」という主題を設定し、開発途

上国の社会経済的発展に対して高等教育の持つ潜在的可能性を高く評価し、各国政府や国際的援助

機関に対して高等教育支援の必要性を明瞭に打ち出したことである。要点を紹介しよう。 

 調査報告書は、まず、高等教育の戦略的重要性を次のように指摘する。「世界経済は、現在および

将来の富の源泉として、知識が物的資本に取って代わるにつれて変化しつつある。 知識がより重要

なものになるにつれて、高等教育の重要性も大きくなっている。各国は、より多くの若者をより高

い水準で教育することが必要である――学位はいまや技能に支えられた仕事のための基礎資格とな

っている。高等教育機関において生み出される知識の質と、その経済界での利用可能性が、国の競

争力にとって決定的なものになりつつある」（Task Force 2000 p.9 以下、頁数のみを記載）。 

  さらに本論は、世銀の方針、そして、世銀の政策立案のための基本的ツールとされている経済分

析＝収益率算出の手法そのものにも批判の目を向ける。「こうした技術は、・・・高等教育における

公共的利益は初等教育のそれよりも実質的に小さいと結論づけてきた。全体として、こうした結果

は、公的教育投資を初等教育レベルに集中することを――特に、国際的ドナーや融資機関に――強

力に正当化する根拠を提供した。世銀は、その貸付戦略で初等教育を重視すべきであるという結論

を引きだした。高等教育を開発アジェンダの中で比較的マイナーな地位に追いやった。世銀のスタ

ンスは影響力が大きいものであり、他の多くのドナーもまた初等教育を重視した。本委員会は、初

等・中等教育への大規模な投資の継続を全面的に支持するが、伝統的な経済論議は、高等教育機関

の貢献に対する理解不足をベースにするものであると信ずるのである」(p.39)。 

 そして、報告書では、高等教育の開発への貢献を次のように幅広く列挙する。 

▶ 高等教育の活力は、世界経済におけるある国の地位を基本的に決定するものである。それは、労働

生産性、起業家的熱意、生活の質に貢献し、社会移動を拡大し、政治的参加を奨励し、市民社会を

強化し、民主的統治を促進する。それは、新しい知識のような公共財を創出することで、また、国

の発展の性格を方向づける価値観についての自由かつオープンな議論の場を提供することによって

上記のようなことをなし遂げる。経済成長は、貧困緩和や人々の生活改善における強力な要因であ

る。高等教育の成長への貢献は、それゆえに、社会のすべての階層の人々の生活水準の向上を意味

する。 
▶ 高等教育は、国の指導者に対して、21 世紀の経済的社会的現実に効果的に対処するために必要

とされる自信、柔軟性、幅広い知識、専門的技能を与えることができる。それはまた、すべて

の教育段階に向けて良く訓練された教員を養成する。 

▶ 開発とは、本質的に、人々がなしうる選択の幅を拡大することである。そのようなものとして、

アクセス可能な高等教育システムは、幅広い良質の学問的な選択肢を提供するという意味で一

つの偉業であり、社会移動を支援し、才能ある人材が潜在能力を発揮するのを支援する。 

▶ 高等教育は、すべてのセクターにおいて近代的な技術を生み出し、選びだし、運用するのを助

ける科学者、エンジニア、その他の人々を養成するために絶対に必要なものである。途上国の

科学者たちが、地域の問題を明確にとらえ取り組むよう奨励される時、彼らは、環境保護、疾

病の予防と処置、産業の拡張、インフラの準備のような重要な分野で、適切な解決に貢献する

ことになろう(p.92)。   
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 「我々は、高等教育は、人々が推測するよりもはるかに大きく開発に貢献するものであると絶対的

に信ずるものである。高等教育の便益は、今やより幅広く認識されねばならず、それゆえに国際開

発アジェンダの主流に位置づけることができる。新しい経済を駆動している情報革命は、教育を受

け啓発された労働者に依存している。この拡張を推進しつつある新しい思考は、これまで以上に、

高等教育を受けた人材からもたらされることになる」(p.93)。 

本報告ではこれ以外にも、「高等教育システム論」(高等教育を一つの総合的なシステムとして認

識し、システム・ワイド的な包括的視点から高等教育にアプローチする必要性を強調、第三章)、「ガ

バナンス論」(大学と外部の監督機関との関係および高等教育内部での運営規範の改善を提案、第四

章)、「科学技術論」(途上国における科学技術研究の重要性を強調、第五章)、そして、途上国の高等

教育論としては異例とも言える「一般教育の重要性」(途上国でも指導者層を対象とする高等教育で

はスペシャリストだけでなく幅広い教養をそなえたジェネラリストを育成する一般教育の重要性を

強調する、第六章)と、注目すべきユニークな論点を数多く提示している。  

世銀にとっても関心の深い「国家の役割」については、次のような見解を表明している。 

 「高等教育における政府の正しい役割は広範な議論の主題とされてきた。それは国家による極端な

統制から、完全な自由放任まで幅がある。国家統制の下では、政府が、高等教育機関を所有し、財

政負担し、運営する。しばしば、政治家が、学長を任命し、教育相が学位要件やカリキュラムを制

定する。多くの途上国は、政府は自ら財政支援するシステムを統制する権限を持っているという根

拠を基に、独立後このモデルに引き寄せられてきた。しかし、国家による高等教育の統制は、良い

ガバナンスの原則の多くを損なう傾向がある。政治家の直接的関与は、全体的に、高等教育を政治

化させ、汚職、縁故主義、政治的日和見主義の可能性を広げてきた。国家統制問題の認識の拡大は、

多くの国で別のモデルを採用することに導いた。国家による監督(supervision)は、公益を保護し促進

するための国の責任と学問的自由と自治を求める個々の機関のニーズとの均衡を図ることを目指す。

このバランスを保つために、いわゆる緩衝的機構が重要である。緩衝機関は、一般的に法定の組織

であり、政府、高等教育機関、民間セクター、その他の重要な利害関係者の代表を含むものである」

(p.53)。「政府は、高等教育の統制者というよりは、監督者としての新しい役割を発展させる必要が

ある。政府は、ものごとが成功裏に遂行されるためのパラメーターを樹立することに集中すべきで

あり、個別の解決法は、高等教育の専門家たちの創造性に委ねるべきである」(p.11)。 

また、途上国の大学における研究機能の低迷に対して次のような警告を発している。 

「近年の高等教育拡張への圧力は、途上国の数少ない研究大学から研究機能を後退させ、その財

政状況は研究能力をさらに縮小させている。･･･こうした大学から研究というアジェンダの喪失は、

深刻な結果をもたらしている。研究活動の不振は、国のエリートの学者や科学者を自分の専門分野

で世界の発展に追いついていけなくさせている。研究大学が、教育システムの残りの部分に対して

高権威として存在するその能力を失うにつれて、各国はそれぞれの国に影響を及ぼす国際的な問

題に関して重大な決定をすることがますます困難になっている」(p.25)。 

当時の世界銀行のウォルフェンソン総裁は、途上国における高等教育の役割と重要性を見直すこ

とを強く主張するこの独立委員会の報告書を高く評価したという。  

Ⅲ．2002 年『高等教育』政策報告書 

  世銀は、2002 年に、新たな高等教育政策報告書『知識社会の建設: 高等教育への新しい挑戦』を
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公表する。2000 年のダカールでの「世界教育フォーラム」開催の直後ということになる。高等教育

に関するものとしては、前報告(以下 94 年報告とする)から 8 年ぶりのことである。おそらく、前報

告書で提起された基本方針が途上国側に理解され浸透し、実際の教育政策に影響を与えることにな

るまでの時間的な経過ということを考慮するなら、このタイミングでの新政策文書の公表はやや性

急という印象がある。事実、報告書では、「世界銀行の高等教育分野における政策と経験を再検討す

ることが緊急の課題である」(World Bank  2002 p.ⅹⅷ 以下、頁数のみ記載)として、その緊急性

を強調している。実際に、二つの高等教育政策文書の間には、大きな変化を読み取ることができる。 

  報告書の構成は、「概括と主要論点」を冒頭に掲げ、続いて、変化するグローバル環境(第一章)、

経済社会発展への高等教育の貢献(第二章)、古い課題への取り組み: 途上国における高等教育の危機

の継続(第三章)、結びつきの変化: 高等教育機関・市場・国家(第四章)、世界銀行の高等教育支援(第

五章) とされている。冒頭の報告書の要約部分には、世銀自体のイメージを自ら分析してみせた、

次のような文書が見られる。 

  「世銀は一般的に次のように見られている。すなわち、基礎教育のみを支援している。公的資金

を高等教育から基礎教育へと再配分することを一貫して主張している。コスト回収(受益者負担)と

私学セクターの拡張を推進している。低所得国が高度な人的資本に投資することを抑制している」

(p.ⅹⅷ) (ちなみに、要約部分に掲げられたこの記述は、報告書本体には書かれていない)。途上国側

が 94 年報告からのメッセージを忠実かつシンプルに理解したとするなら、これはまさに世銀のイメ

ージそのものであった。02 年報告の目的は、端的に言うなら、8 年前に、自らが発して途上国側に

もある程度定着しつつあったこのイメージを払拭させ、あらためて、高等教育に対する世銀の認識

と評価の変化、そして、高等教育援助方針の転換を明確に提示することにあったと言えよう。 

 

⑴ 高等教育をとりまく環境の変化 

  世銀が、高等教育政策の転換を緊急の課題として見なすにはどのような事情があるのか。02 年報

告では、(1)グローバルな環境で生じている急速な変化とそれが高等教育に与えているインパクト、

(2)従来から指摘されてきた途上国の高等教育の伝統的な問題 (高等教育の量的拡張、アクセスと結

果の不平等、教育の質と社会的適合性の問題、硬直した統治機構と運営実践)が未解決のまま存続し

ている、の二つの理由にあげる。 環境の変化の代表的なものとして、①グローバリゼーションの収

斂的なインパクト、②成長の原動力として知識の重要性の増大、③情報・通信革命の進展を指摘す

る。そして、こうした変化は、前報告書が公表された 1994 年以降、高等教育を取り巻く環境を次の

ように大きく転換させてきたという。 

▶ 経済発展の主要な原動力として知識の役割の増大。 

▶「ボーダーレス教育」環境の中で、新たな高等教育プロバイダーの出現。 

▶ 情報通信革命の結果として、高等教育の配給方式と組織パターンの変貌。 

▶ 高等教育における市場力学の浸透と高級人的資本に対するグローバル市場の出現。 

▶ 世銀の融資対象国家からの高等教育の改革と発展のための財政的支援要請の増大。 

▶ 教育を一つのホリスティックかつグローバルなシステムとして見なす、均衡のとれた包括的

な教育観を持つ必要性の認識の拡大 (pp.3-4)。 

［新しい中心的メッセージ］ 

  本報告書で発する中心的なメッセージは次のようなものであると述べる(p.6)。 

▶ 社会経済的発展は、主として、知識の増進と応用を通じて達成される。 
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▶ 知識の効率的な創造、普及、応用のために、また、技術的・専門的能力の形成のために高等

教育が必要である。 

▶ 開発途上国と移行経済圏諸国は、高度の競争的世界経済において、より一層周辺化される危

険の瀬戸際にある。なぜなら、これらの国の高等教育システムには、知識の創造と活用を利

用するための充分な準備がなされていないからである。 

▶ 国家は、高等教育のために許容的な枠組を設定する責任がある。高等教育がより革新的なも

のとなり、グローバルな競争的知識経済のニーズと高度の人的資本に対する労働市場の要求

の変化により敏感になるよう奨励するためである。 

 

⑵ 高等教育の役割と重要性 

報告書の章構成、さらにこの要点整理に示されるように、02 年報告書に見られる特色は、なによ

りも、高等教育をとりまく世界や環境の急激な変化を指摘するとともに、開発途上国の社会経済的

な発展において高等教育が果たす役割について、前報告書とは比較にならないほど詳細にその意義

を述べ、強調していることである。たとえば、経済成長と貧困削減という世銀の全体的な戦略目標

と関連させて、高等教育の役割を次のように明確に宣言する。 

［社会・経済的的貢献］ 

 「高等教育の貢献は決定的なのものであると認識されている。なぜなら、それは国家の生産力に直

接的な影響を与えるからである。そしてそれは、生活水準およびグローバリゼーションの過程に全

面的に参加し競争する国の能力をほとんど決定するからである。とりわけ、高等教育機関は、以下

のような手段で知識主導の経済成長戦略と貧困削減を支援する。①高水準の科学者、専門家、技術

者、初等・中等教育の教員、政府・公務員・ビジネス指導者を含めた良質かつ適応力に富んだ労働

力の訓練、②新しい知識の創造、③既存のグローバルな知識集積にアクセスし、この知識を地域で

の活用のために適応させる力量の形成。高等教育機関は、こうした三つの側面を統合し、その間で

の相乗効果を生み出すその能力において独特なものである」（pp.4-5）。 

 「知識の創造と応用にますます依存を深める経済においては、生産性の拡大は、技術的革新の開発

と普及を通じて達成される。その多くは、大学において行われる基礎研究および応用研究の産物で

ある。農業、保健、環境セクターでの前進は、そうした革新の応用に大きく依拠している。応用を

促進する一般的技能の獲得から生まれる労働力の柔軟性の向上は、知識経済の中における経済成長

において一つの不可欠の要因とみなされている。経済全体の持続的な転換と成長は、革新的な高等

教育システムの貢献なしには不可能である(pp.76-77)。 

経済以外の社会的便益についても、言葉を惜しまない。「高等教育は、より大きな社会統合、社会

的制度への信頼、民主的参加と開かれた議論、ジェンダー・人種・宗教・社会階層における多様性

の認識を推進することを通じて国民形成を促進する。多元的かつ民主的な社会は、社会科学や人文

学プログラムを通じて育成される研究や分析に依存している。高等教育はまた、犯罪率や汚職を減

少させ、地域社会へのサービス志向(善意の寄付、NGO 支援、慈善事業)を高める。健康の増進に関

連する高等教育もまた、大きな社会的利益を生み出す」(p.77)。 

［高等教育と基礎教育の相互補完性］ 

さらにまた、今報告書においてはじめて高等教育の効果として追加された一つの論点は、初等・

中等教育の発展に対して高等教育の果たす役割というものである。「高等教育は、基礎教育や中等教

育を支援することで重要な役割を果たしており、三段階の教育の間により効果的な連携を生み出す
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必要がある。事実、強力な高等教育システムなしに、開発途上国が、国連ミレニアム開発目標――

初等教育の普遍化と初等・中等教育におけるジェンダー格差の解消――に向けて大きな前進を達成

できるかどうかは疑わしい。教員と学校管理職の養成と研修は高等教育機関の責任である。大学の

教育専門家や教授陣は、カリキュラム改革、教育政策研究や評価、中等教育修了試験に関与してい

る」（p.79）。「高等教育と初等・中等教育との間での相互補完性に関連して共同生産効果(joint-product 

effects)の存在に注目することが重要である」(p.76)。ここには、94 年報告書では、相互に予算獲得

を競い合う対立的な関係としてとらえられていた基礎教育と高等教育を、相互補完性の関係として

とらえるという視点への転換が見られている。 

 

⑶ 四つの基本方針の継続と見直し  

前報告書で提起された、四つの基本方針、すわなち、(1)私立高等教育機関の積極的活用を柱とし

た高等教育システムの多様化、(2)資金調達源の多元化、(3)国家の役割の見直し、(4)質と公正に焦点

をあてる、に関してはその基本方針は維持されているように思われる。ただし、(1)(2)(3)に関する記

述は、第四章に一本化され、いくつかの国において、これら点で進展がみられることが報告されて

いるが、これらについて紙数を割いて論ずることはしていない。むしろ、「高等教育における市場力

学の浸透」についてふれたセクションの 後に「市場力学に関する警告」と題するパラグラフを挿

入して、自らが提案してきた大胆な市場原理の導入に対して、警告を発していることは注目される。 

「世界の多くの地域で、私立機関からの競争の拡大は、学生に対して多様性と選択の幅の拡大を

もたらし、公立機関に対しては、革新し近代化することをうながす強力なインセンティブの役割を

果たしてきた。市場力学の影響は、しばしば有益であったが、適切な規制と補償的なメカニズムを

欠いた制御のきかない競争が生ずるとするなら、それは逆の結果をもたらしかねないものである。

公正の観点から、学生にとっての選択肢の拡大は、私立機関での授業料を支払いうる、あるいは、

資金援助にアクセスしうる者にしか意味を持たない」(p.73)。 

［高等教育の外部効果の重視］ 

  02 年報告書でも、＜国家が高等教育に介入、支援をすることの理論的根拠＞について言及してい

る。ここでは、①高等教育からの外部効果の存在、②公正の確保（資金調達市場の不備の補完）③

教育システム全体における高等教育の支援的役割の三点が挙げられている。①②については、94 年

報告と同じ理由である。③はあらたに追加されたものであり、その趣旨は上記に示したものである。

①に関しては、前報告では、わずかに冒頭の一節で簡潔にふれたに過ぎなかったが、ここでは、事

実上、第二章の記述全体をこの説明に充てているといってもよいほどである。報告書は、高等教育

に由来する私的便益(収益)と公的便益(外部効果)とを経済的側面と社会的側面に分けて整理した次

の表 1 を引用している。94 年報告書では、高等教育のもたらす外部効果として、わずかに、基礎研

究や技術開発・移転という研究機能がもたらす長期的な経済効果にのみ言及していたのに対し、こ

こでは、教育、研究両側面にわたって、高等教育の外部効果を幅広くとらえていることが注目され

る。そのため、「こうした重要な公的の社会経済的便益の存在は、高等教育への投資不足がもたらす

損失がきわめて高価なものとなることを示している。こうしたコストには、グローバルおよび地域

経済の中で効果的に競争する国の能力の削減、経済的社会的格差の拡大、生活の質・健康状態・平

均寿命の低下、社会福祉プログラムへの公的支出の増加、社会的結束の後退などが含まれる」(p.82)

と言う。 
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表 1 高等教育から生ずる潜在的な便益 

便益       私的便益       公的便益(外部効果) 

 経済的 

 

 

 

 

 

 社会的 

・昇給 

・雇用確保 

・貯蓄の増大 

・労働条件の向上 

・昇進 

  

・自身と子弟の生活の質向上  

・より良い意思決定 

・個人的地位の向上 

・教育機会の拡大 

・より健康なライフスタイル

と長寿  

・生産性の向上 

・国家および地域の発展 

・政府財政支援への依存体質の軽減 

・消費の拡大 

・低技能産業から知識基盤経済への移

行能力の増大 

・国家形成と指導力の発展 

・民主的参加、合意の拡大、社会は公

正とすべての市民への機会をベー

スにするという認識 

・社会移動 

・社会統合強化と犯罪率低下 

・健康状態の改善 

・基礎・中等教育の改善   

                                       ＜出典＞ World Bank, 2002  p.81  

 

文書においては、政府の高等教育向けの予算を拡大すべきであると直接的に言及することはない。

しかし、ここまで高等教育の外部効果を強調し、政府による高等教育への投資を正当化する論理を

展開することは、政府による介入を、きわめて限定的、消極的に容認した前報告書でのスタンスか

ら方向転換することを示唆するものであろう。すくなくとも「公的支出をほとんど、あるいはまっ

たく増加させることなく」という前報告書での強調された制約は、ここでは言及されてはいない。 

 [国家の役割についての見直しは不変] 

  しかしながら、これに続く「国家の役割の見直し」のセクション(pp.83-96)では、国家の果たすべ

き役割について次のように述べている。すなわち、 

① 一貫した高等教育政策枠組(国の高等教育の全体像に関する長期的ビジョン)の樹立。 

② 許容的な規制枠組の樹立。私学やバーチャル大学への参入規制は 低限の質の要求のみにす

る。必要と考えられに規制は、質保証のメカニズム(評価、認定、国家試験、ランキング、情報

公開)、公立機関への財務監査、知的所有権関係の立法。 

③ 適切な財政的インセンティブ策(公立機関への市場力学の導入、私学による民間活力の活用)。 

  高等教育をめぐる環境の急速な変化、高等教育の社会経済的貢献の大きさ、政府の財政支援の拡

大を示唆してきたここまでの記述からするなら、94 年報告書で指摘された国家の役割の見直しにつ

いても、なんらかの再検討があるのではないかとも予測されたが、ここでの指摘は、94 年報告書の

記述とほとんど変わっていない。国家の直接的な統制方式の復活を否定し、あくまで国家は、高等

教育の将来像について全体構想を提示し、制度的な環境整備を行ない、望ましい方向へと誘導する

奨励策を通じて、高等教育を拡充する役割に徹するべきであるという主張で貫かれている。世銀と

して、この部分は譲れないということであろう。 
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⑷ 世銀の高等教育分野での融資の基本方針と優先項目 

  過去のプロジェクトについての内部評価から、次のような重要な教訓が引き出されたという。 

① システム・ワイドな包括的介入と長期の持続的アプローチの必要 

「全体的な変革戦略をベースにした広範な改革プログラムに統合された介入策は、個別バラバラ

な努力よりも成果を生み出しやすい。財務改革、とわりけ、授業料の導入と私立高等教育の拡張は、

不遇な学生が高等教育にアクセスし、教育を受けることを支援するような公正確保の方策無しには、

成功裏に遂行することは困難である。財務改革は、各機関への政府コントロールのかなりの委譲を

要求する」。「このことは、改革のすべての側面が一つのオペレーションにパッケージされるという

ことを意味しない。システム・ワイドなアプローチにおいては、順序づけが重要な役割をはたす。

実行可能かつ持続的な方式で構造的変革を行うためには、充分な時間が必要とされる」(p.102)。 

  ② 改革の政治経済的側面への留意が重要 

「1990 年代の初頭まで、改革を成功に導くのに必要とされるものは、技術的に健全な改革プログ

ラムと政府トップとの合意があれば十分であるという想定の下に、高等教育改革の政治経済的側面

についてほとんど留意がなされなかった。しかし、実際の遂行の段階になった時、政治的現実は、

しばしば、テクノクラティックなビジョンよりもより強力であることを示した。多くの国では、さ

まざまな利益集団が、提案された改革プログラムに抵抗してきた。高等教育に着手し遂行すること

は、政策決定者が、高等教育世界のさまざまな関係者の間で合意を形成することをなし遂げた時に、

より成功をおさめるものであった」。(p.103) 

 ③ 変化を促進するために積極的なインセンティブ策への依存が重要 

「プロジェクトが、変化を促進するために命令的な布告よりも積極的なインセンティブ策を採用

する程度は、各機関やアクターが建設的な刺激により速やかに対応する傾向があるので、成果に大

きな影響をおよぼす。世銀は、競争的資金、認定機構、運営情報システムのような政策手段で積極

的な経験を持ってきた。よく練り上げられた競争的資金とインセンティブは、高等教育機関による

より良い業績を促進するし、変革や改革のための強力な手段となりうる」(p.104)。 

途上国側にとっては、融資申請をする上できわめて重要な点であるが、世銀は、次のような分野

での積極的な発展や革新を追求するプログラムやプロジェクトに優先順位を与えると宣言する。 

▶ 財務的に多様なベースにおいて普及を拡張するために、また、多くの入り口と複数の進路を備

えた生涯学習体系を確立するために制度的多様化を拡大する。 

▶ 科学技術の研究開発能力の強化。場合によっては、比較優位の発展のために国の優先課題と結

びついた特定の分野における開発能力を強化する。 

▶ 高等教育の社会的適合性と質を改善する。 

▶ 不遇な学生たちのためのアクセスと機会を創造し、拡大することをめざしたより大規模な公正

メカニズム(奨学金や学生ローン)を促進する 

▶ 対応力と柔軟性を奨励するために持続的な財務システムを確立する。 

▶ アカウンタビリティの向上、管理、ガバナンス、既存の資源のより効率的な活用を促進するた

めに、運営情報システムの導入のようなメカニズムを通じて運営能力を強化する。 

▶ デジタル・デバイドを縮小するために、情報技術と通信能力を拡大強化する(pp.109-110)。 

 

制度的多様化、財務改革、ローン・システムの拡充、国全体の高等教育関係審議会や高等教育運

営能力向上のための運営情報システムの向上など、94 年報告とも重なる部分も多いが、ここでは、
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特に、科学技術の研究開発能力の強化が強調されていること、また、情報通信技術の拡大強化があ

らたに追加されていることが注目される。いずれも、多額の投資資金が必要とされる部分であるこ

とを考慮するなら、従来のもっぱら高等教育の構造改革の推進をうながすことを重視した融資方針

から一歩踏み出したものと言えよう。さらに、02 年報告では、融資対象を、中進国、移行経済圏諸

国、低所得国、小国と四つの類型別に区分し、それぞれに、相応しいとみなされる融資の優先分野

と融資種別を例示するなど細かい配慮をしていることも注目される。これは、これまでの高等教育

関係の融資が、もっばら、メキシコ、中国、インドネシア、韓国、ブラジル等の有力な新興国での

プロジェクトに集中的に行われてきており、低所得国からの高等教育プロジェクトへの融資要求に

冷淡であったことへの批判を踏まえての記述であると思われる。  

むすび 

1980 年代の経済危機による政府財政支援の縮小、90 年代における EFA 事業推進による基礎教育

の重視、市場化・民営化を中心とした新自由主義的教育政策の席巻により、途上国の高等教育は、

国家による保護と優遇の喪失、教育の質と社会的威信の低下など停滞と混乱の時期を経験してきた。

しかしながら、21 世紀をむかえ、経済のグローバリゼーションの進展、知識基盤経済体制の浸透、

情報通信技術の革新と普及、さらには、高学歴人材の国際的移動や獲得競争の活発化などから開発

途上国の高等教育に対する関心が再び高まっている。世界銀行の高等教育政策文書は、こうした変

化を主導し、また途上国政府や国際的援助関係者に大きな影響を与えるものであった。1994 年と

2002 年の二つの高等教育政策報告書に見られる現状認識と政策提言の変化は、こうした動向を明瞭

に反映するものであった。高等教育の量的拡張という面においても、まだ大きな課題を残している

開発途上国が、これと同時に、高等教育の質の向上を図り、さらに、各国の特色やニーズに応じた

社会的適合性をそなえた高等教育を探求することは容易な仕事ではない。しかし、開発における高

等教育の戦略的重要性について認識が深まり、国際世論やドナーの支援を得やすい環境が出現しつ

つある今、途上国にとっては高等教育の拡充や構造的改革を図るための好機が到来しているとも言

えよう。 

 

［参考・引用文献］ 

・The Task Force on Higher Education and Society (2000), Higher Education in Developing  Countries: Peril and Promise     

World Bank 

・World Bank (1990), Primary Education  A World Bank policy Paper   World Bank 

・World Bank (1991), Vocational and Technical Education and Training    World Bank 

・World Bank (1994), Higher Education: The Lessons of Experience   World Bank 

・World Bank (1995), Priorities and Strategies for Education: A world Bank Review  World Bank 

・World Bank (2002), Constructing Knowledge Societies: New Challenges for Tertiary Education  World Bank 

・斉藤泰雄（2001）「世界銀行と発展途上国への教育協力―― 強の資金融資・政策提言の機関として」 

                江原裕美編『開発と教育』新評論 121-135 頁 

・斉藤泰雄（2008）「新自由主義による高等教育改革――チリの先駆的経験」 

塚原修一編『高等教育市場の国際化』玉川大学出版部 45-68 頁 

 

 

（受理日：平成 23 年３月 15 日） 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

特   集 資   料 



�

������������������������������������



 
【資 料】  

 301

国立教育政策研究所紀要 第140集  平成23年３月 

 
小学校からの生徒指導 

〜『生徒指導提要』を読み進めるために〜 

Seito Sidou (guidance and counseling) starting from Primary School 
－an aid to reading and understanding "Seito Sidou Teiyou"－ 

滝 充＊ 

TAKI Mitsuru 

 

Abstract 
“Seito Sidou Teiyou” was published in 2010 by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science 

and Technology. The book aims to activate Seito Sidou in every school from primary through to 

high school. However, it is not easy for those not familiar with Seito Sidou to read and understand 

the content. 

This article is a short guide for reading “Seito Sidou Teiyou”. The material included here will help 

those who have difficulty reading “Seito Sidou Teiyou”. by showing what Seito Shido is in plain 

language (Japanese). 

 

第１部 本稿の目的 

１ 『生徒指導提要』の意義と課題 

 平成 22 年 3 月、文部科学省は「小学校段階から高等学校段階までの生徒指導の理論・考え方や実

際の指導方法等について、時代の変化に即して網羅的にまとめた基本書」（『生徒指導提要』「まえが

き」より）として『生徒指導提要』（以下、『提要』と略す）を刊行した。これに相当する基本書と

しては、昭和 40 年 3 月に刊行された『生徒指導の手びき』と、昭和 56 年 10 月に刊行された『生徒

指導の手引（改訂版）』がある。そのため、約 30 年ぶりに改訂された『生徒指導の手引』と評され

ることも多い。実際、この『提要』は、それらをベースにしながら、改訂版以降の 29 年分の生徒指

導に関する情報を網羅的に盛り込み、最新の話題（発達障害やインターネット）にまで言及したも

のと考えられる。それゆえ、「三訂版」と表現することも、あながち見当はずれではない。 

 しかしながら、それが『提要』と名称を変更して登場したのには、それなりの訳がある。先の引

用文にもあるとおり、従来のものがもっぱら中学校・高等学校を前提にして書かれていた点を大き

く改め、今回の『提要』では「生徒指導」は小学校から始まることが明確に打ち出されている。ま

た、この数十年の間、様々な場面で繰り返し指摘され続けてきた「生徒指導は、学校の教育目標を

達成するための重要な機能の一つ」「問題行動への対応という消極的な面だけにとどまるものではな

い」（いずれも『中学校学習指導要領解説 総則編』57 頁）との主旨を、強く印象づけるように配

慮されており、それに伴って学校全体で進める生徒指導の在り方も強調されている。 

 だが、そうした刷新の意図が『提要』を一読することですんなり理解されていくかについては、

課題として残ったと言わざるを得まい。確かに、Ａ４版の装丁となり、文体も「です・ます調」へ

                                            
＊ 生徒指導研究センター総括研究官 
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と変更され、親しみやすい印象を与えるように生まれ変わった『提要』ではあるが、240 頁近い大

部である。生徒指導に精通している者でも、目を通すのにはかなりの時間を要する。ましてや、今

回の『提要』の主たるターゲット、これまで生徒指導に馴染みのなかった（と表現せざるを得ない

こと自体、これまでの生徒指導の在り方の問題点に他ならないのだが）教職員や保護者にとっては、

かなり取り付きにくいものと言えよう。何しろ、自らの経験やこれまで抱いてきたイメージと「業

界用語」とも言える用語による説明を突き合わせつつ、理解を進めていく必要があるからである。 

 つまり、生徒指導の仕事に長く携わってきた者、学習指導要領等の記述を頻繁に目にしたことの

ある者には、なじみのある表現が散りばめられた違和感のないもの、従来の手引と大きくは変わっ

ていないと安心感を与えるものに仕上がったものの、そうでない者には、なじみのない表現や言葉

にあふれたもの、自分たちにはあまり関係ないのではとの印象を与えかねないものに仕上がったと

言えそうである。つまり、『提要』は、生徒指導を理解している人が読むと良さが分かるが、そうで

ない人には理解しづらいもの、「基本書」ではあるが「入門書」とは呼びづらいもの、といったとこ

ろであろうか。 

 

２ 本稿の構成・体裁 

 しかし、理由や評価はともかく、先に触れたような刷新の意図が伝わりにくいとすれば大きな損

失である。そこで、『提要』が目指している、全ての教職員や保護者が生徒指導を正しく理解し、協

力し合いながら生徒指導を進めていけるようにするために、『提要』の理解を図り読了を促すための

「一種の解説」として本稿を執筆することにした。ただし、一般的な解説のように、内容を一つ一

つ読み砕くというのではなく、『提要』が伝えようとしている「生徒指導のイメージ」や「生徒指導

の理論・考え方」を身近な表現で提示することにより、これまで生徒指導になじみのなかった人々

と『提要』との橋渡しを行うことを目指すこととした。 

 たとえば、従来の生徒指導では自明視されてきた「生徒指導は機能である」「生徒指導の目的は自

己指導能力を身につけさせること」等の表現からいきなり入るのではなく、生徒指導は日々の学校

生活のどのような部分を担っているのか、その目的はどこにあるのか等から順に説明することで、

『提要』を読む際の戸惑いを減らすことがねらいである。別な言い方をするなら、「導入書」と表現

しても構わない。ただし、初心者のみに役立つというものではなく、生徒指導のベテランを自認す

るような人々に対しても、改めて「問題行動対応ではない生徒指導」を再認識してもらえるものと

なるように配慮した。 

 なお、上記の目的を達成するため、以下の解説部分を第２部とし、そこでの記述については「で

す・ます調」とした。『生徒指導提要』と同じ書きぶりにするほうが、本稿の目的がより達成されや

すく、学校現場等でも活用されやすいと考えたからである。 

第２部 生徒指導を理解する ～『生徒指導提要』入門～ 

１ 生徒指導とは 

 生徒指導とは、社会の中で自分らしく生きることができる大人へと児童生徒が育つように、その

成長・発達を促したり支えたりする意図でなされる働きかけの総称のことです。すなわち、学校生

活の中で児童生徒自らが、その社会的資質を伸ばすとともに、さらなる社会的能力を獲得していく

こと、そしてそれらの資質・能力を社会の中で適切に行使して自己実現を図りながら自己の幸福と
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社会の発展を追求していく大人になること——そうしたことを願って児童生徒の自発的かつ主体的

な成長・発達の過程を支援していく働きかけのことを、生徒指導と呼んでいるのです。 

 

⑴ 学校教育と生徒指導 

 生徒指導は、小学校から高等学校に至る学校教育において、学習指導とともに重要な役割を担っ

ています。最初に、「生徒指導が学校教育の中で果たす役割」から説明しましょう。 

 

① 学校教育とは 

 学校教育とは、「個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と

創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推

進する」（「教育基本法」［以下、「基本法」］前文）ことを目指して組織的に行われる体系的な教育の

ことです。もちろん、教育は学校だけで行われるものでも、学校だけで完結するものでもなく、家

庭や社会においても幅広く行われるものです。しかし、学校における教育は、組織的・体系的、ま

た意図的・計画的に行われる点に、その特徴があります。 

 たとえば、学校教育の大きな部分を占める義務教育では、「各個人の有する能力を伸ばしつつ社会

において自立的に生きる基礎を培い、また、国家および社会の形成者として必要とされる基本的な

資質を養う」（「基本法」第五条２）ことが目的とされています。こうした目的を組織的・体系的に

達成していくために、各学校はそれぞれに「事業計画」に相当するものを作成します。それを、教

育課程と呼びます。 

 各学校は、国が示した「学習指導要領」を基準にしながら、地域や学校の実態と児童の心身の発

達段階や特性を考慮し、独自の教育課程を編成します。そして、これに基づいて１年間の教育活動

を進めていきます。個々の教師の児童生徒に対する日々の働きかけも、この教育課程を踏まえてな

されるべきものであることは言うまでもありません。児童生徒や学級、学年の状況に応じて働きか

け方を変えることがあるにしても、基本は教育課程に沿ってなされていくものなのです。 

 

② 生徒指導の役割と具体例 

 このようにしてなされる教師の働きかけは、すべて生徒指導とかかわりを持っていると言えます。

なぜなら、生徒指導の主たる役割は、冒頭にも示したとおり、社会参加をしながら適切に自己実現

を図り、自己と社会の幸福や発展を求めて生きていこうとする、そんな人間像へと児童生徒を導く

ことであり、それは学校教育の目的を実現しようとすることに他ならないからです。 

 要するに、そのように児童生徒を導く意図でなされる教師の言動は、学習指導の中心となる教科

の指導場面においてなされるものも含め、すべて生徒指導であると考えられます。実際にどのよう

な生徒指導が行われているのか、以下に具体的な例を示してみましょう。それらは、どのような学

校においても必ずなされているはずのものです。 

 まず、登校時の朝の挨拶にはじまり、始業開始とともに着席したら、正しい姿勢で机に向かい、

教師や他の児童生徒の話に耳を傾け、自らも積極的に授業に参加するよう促すのも、生徒指導です。

教科の授業を通して獲得した知識や技能をどう活用したら自分や周りの人々が幸せになるのかを想

像させるのも、生徒指導です。将来のために、今、何をすべきか諭すのも、自分の生き方や将来の

職業等について思いをめぐらすよう示唆するのも、生徒指導です。 

 また、友人関係について考えてみたり、異なる学年や異なる世代の人と積極的に交流したりする
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機会や場を与えて進んで活動させることも、生徒指導です。自己の言動や生活態度をより好ましい

ものに高めるよう問いかけて見つめ直させるのも、生徒指導です。さらには、校訓や建学の精神等

によって目指すべき人間像を示すのも、生徒指導と言えるでしょう。 

 もちろん、他の児童生徒の学習を妨げたり、学級や学校の約束を守らなかったり、さらには法に

触れるような行為を行った際に行う注意や説諭も、生徒指導です。自他に対して危害をもたらすよ

うな行為について知らせ、問題を未然に回避するよう促すのも生徒指導です。また、そうした行為

を心ならずも行ってしまう児童生徒に向き合い、学校や社会にうまく適応が図れるよう配慮するの

も生徒指導です。自分自身について悩んだり、人間関係に傷ついたりした児童生徒を受けとめ、次

の一歩を踏み出せるよう支えていくのも、生徒指導です。 

 

③ 意図的・計画的な生徒指導の必要性 

 上で見たように、生徒指導には幅広い働きかけが含まれます。もちろん、これ以外にも様々な生

徒指導が行われていますが、そのほとんどはとりたてて目新しさのないもの、従来から当たり前の

ように行われてきたもの、との印象を与えるかも知れません。特に日本の学校教育においては、教

師がそうした働きかけを行うことはごく普通のことと考えられてきただけに、なおさらでしょう。 

 しかし、重要なことは、そうした当たり前のことを、生徒指導の働きかけという自覚のもと、す

べての児童生徒を対象に、計画的かつ確実に行っていると自信を持って答えられるかどうか、なの

です。同じような働きかけを行ってはいても、個々の教師が時々の必要性から判断して行っている、

気がついたときに行うようにしている、気になる児童生徒には行ってきた、一部の教師が責任を持

って行っていると思う、可能な限り行っているが十分かどうか自信はない、正直言うと生徒指導を

行っているという自覚は持っていなかった…などの状況であるとすれば、意図的に生徒指導を行っ

ているとは言えません。 

 児童生徒に熱心に接していれば自然に生徒指導の目的が達成されていく、というわけではないの

です。生徒指導を行っているという明確な自覚のもとに、適切に働きかけを行っていくことが求め

られます。そして、すべての児童生徒に対して、必要な働きかけが十分に行われているかどうか、

その成果が現れているかどうかを確認しながら日々の取組を行っていくことが必要です。 

 そのためにも、各学校が教育課程を作成する際には、児童生徒の実態を踏まえた明確な生徒指導

の視点が求められます。自校の児童生徒をどのような児童生徒へとはぐくんでいくのか、どのよう

な働きかけであれば望ましい大人へと成長・発達していってくれると考えられるのかを明確にし、

それが実現するような働きかけを計画的に行うと同時に、臨機応変に行われる時々の働きかけも同

じ一つの方向性の中でなされていくようにしておくことが必要なのです。 

 

⑵ 学習指導と生徒指導 

 学校教育の大半の時間を占めているのは、言うまでもなく学習指導です。一方、先にも述べたと

おり、生徒指導の意図を持って行われる教師の働きかけは、すべて生徒指導と考えることができま

す。学校教育における「学習指導と生徒指導の関係」について、次に説明しましょう。 

 

① 学習指導との共通点・相違点・相互の関係 

 学習指導と生徒指導は、各学校が編成した教育課程を着実に進め、学校教育の目標を達成すると

いう共通の目的からなされます。言い換えれば、学習指導と生徒指導は、その共通の目的を達成す
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るため、学校の中で一体となって教育活動を進めていくという共通の役割を担っているのです。 

 しかし、共通の目的を持ち、共通の役割を担っているとは言っても、その役割の果たし方、表に

現れた働きかけ方は大きく異なっています。 

 学習指導の場合には、学校教育の目的を達成するために必要と考えられる内容が「学習指導要領」

に示され、「学習指導要領解説」には教科別の具体的な内容までもが示されています。この内容が、

学校生活の中心とも言える授業の中でとりあげられる中身になります。それに対して、生徒指導の

場合には、冒頭で示したような大まかな方向性について「学習指導要領」などに触れられてはきま

したが、具体的な内容までが事細かに示されてきたわけではありませんでした。 

 学習指導の中心は、教科の枠組みの中で基礎的・基本的な知識や技能を習得させたり、それらを

活用して問題を解決できる能力をはぐくんだりする活動です。それに対して、生徒指導の中心とな

るのは、学習指導を行う際の前提のさらに前提となるような資質や能力、社会生活の基礎のさらに

基礎となるような資質や能力をはぐくんでいく活動と言えます。そうした違いが、「学習指導要領」

の記述に見られる差につながっていると言えるでしょう。 

 しかし、両者は別々のもの，互いに独立したものというわけではありません。学習指導のねらい

がうまく実を結ぶには、教師からの働きかけを受け止める素地や構えなどが児童生徒に備わってい

なければなりません。また、学んだ内容を好ましい形で発揮するには、自己を見つめたり自他を客

観的に捉えたりする力なども必要になります。学習指導は教育課程の中心ですが、それが確実に児

童生徒の社会的な成長・発達へとつながるよう、全体を見通して指針を示したり、それらの働きか

けを直接的・間接的に補ったりするという基盤づくりや補強のための働きかけは、実は生徒指導が

担っています。さらに、日々の学校生活が順調に進むようにすることから、家庭や地域と連携した

取組を行うこと、緊急時には問題や危機に適切に対処することに至るまで、学校生活のあらゆる部

分に生徒指導はかかわりを持ち、学習指導を支えているのです。 

 たとえば、授業に集中できない児童に声をかけつつ九九を指導している場面を思い浮かべて下さ

い。この時、純粋に九九の指導に関わってなされている以外の教師の言動は、すべて生徒指導にか

かわる言動と考えられます。生徒指導と学習指導は、このように不可分の関係、表裏一体の関係に

あって、教育課程をともに進めていく役割を担っているのです。 

 

② 生徒指導の特徴 

 ちなみに、従来の生徒指導においては、自己指導能力の育成が大切であると繰り返されてきまし

た。児童生徒には、各学校が編成した教育課程を自発的・主体的に受け止め、自己と社会の幸福や

発展を追求する大人を目指して活動を進め、成長・発達していくことが望まれていますが、そうし

た点を重要視してきたことの現れと言えるでしょう。 

 また、その過程を支援するにあたっては、児童生徒一人一人の状況をふまえつつ、時には児童生

徒の個性や生き方にまで深くかかわりながら、また教科等の枠組みや指導内容に縛られることなく、

時には学習指導の領域にまで踏み込んで、多面的・包括的に働きかけを行なう必要があります。生

徒指導という概念が内容や領域を示すものではなく機能を表すものであると言われてきたのは、そ

うした点を表現したものと言えるでしょう。 

 

⑶ 生徒指導の在り方 

 上に述べてきた生徒指導の捉え方は、我が国において生徒指導という語が広く用いられるように
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なった昭和 40 年以降、基本的には変わっていません。それどころか、時代や社会が移り変わり、児

童生徒の成長・発達に様々な問題が指摘される中で、今まで以上にそうした生徒指導の考え方が重

要になっていると言えるでしょう。問題が起きてからの対応によって目の前の問題を解消していけ

ばよいという姿勢では、手遅れになったり、児童生徒の成長・発達が不十分なものになったりする

可能性が高くなってきているからです。 

 しかし、その一方では、生徒指導と言えば児童生徒が起こした問題に対処するための働きかけの

みを指すかのような狭い受け止め方も、相変わらず根強いと言わざるを得ません。つまり、上に見

てきたような生徒指導の基本的な考え方は、本当の意味で定着し、実践されてきたとは言いがたい

状況が存在してきたと言えます。 

 たとえば、生徒指導は特別な事態が起きたときに行われるもの、専門的な知識や力量を持った一

部の教師によって行われるもの、生徒という言葉に象徴されるように主に中学校や高等学校で行わ

れるもの、学習指導とはまったく別なもの、などのイメージで語られ、そのためのノウハウだけが

生徒指導の実践であるかのように受け止められるという状況が少なくありませんでした。 

 しかし、そのようなイメージは、生徒指導の全体像を正しく理解したものとは言えません。社会

参加をしながら適切に自己実現を図り、自己と社会の幸福や発展を求めて生きていこうとする、生

徒指導の目指すそんな人間像は、「人格の完成」を前提とした「平和で民主的な国家及び社会の形成

者として必要な資質を備えた心身共に健康な国民」（「基本法」第一条）に他なりません。 

 そうした人間像へと児童生徒を導くには、目の前にある問題事象にのみ目を奪われ、問題を示す

児童生徒への対応だけで終わっていてはなりません。生徒指導として何よりも先に取り組むべきこ

とは、児童生徒の日々の学校生活を豊かで充実したものにすることにより、学習指導とともに各学

校が編成した教育課程を推し進めていくことなのです。 

 

※なお、学校教育における学習指導と生徒指導の関係を図解したものを本稿末に付けてありますの

で、参考にしてください。 

 

２ 生徒指導を進める際の教職員の在り方 

 各学校の教育課程に基づいて生徒指導を進めるということは、全教職員が生徒指導の目標を共有

して取り組むことに他なりません。ある時には個々の教職員が個別に、ある時には協働し、しかし

常に共通理解に基づいて生徒指導を進めていくことを意味しています。以下では、全体で進める生

徒指導の必要性と在り方について説明しましょう。 

 

⑴ 教育課程から始まる「問題が起きない学校づくり」 

 生徒指導の場合には、学習指導とは異なり、学年別・学校段階別に編纂された教科書に類するも

のが存在しているわけではありません。そのため、同じ学年を受け持っていたとしても、教職員間

の意識や行動に差が生じやすいことは確かです。また、学年や学校段階で児童生徒の成長・発達に

は差があるため、同じ対応を行うだけではすまない場合もあります。共通理解に基づいた生徒指導

を行っているつもりでも、児童生徒を導く働きかけが徹底せず、不十分な指導の結果が大きな問題

に発展したり、新たな問題を引き起こしたりすることがあります。 

 先に見てきたとおり、生徒指導の働きかけは多岐にわたります。しかも、あらかじめ予想されて

いる働きかけばかりでなく、時々に生じた問題に応じて臨機応変になされる働きかけも必要です。
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それだけに、少なくとも予想可能な事柄に関しては事前にしっかりと共通理解を図り、児童生徒が

着実に育つよう計画的に取り組むことが重要になります。各学校で教育課程を編成する際には必ず

生徒指導上の課題を含める必要があることは、先にも触れたとおりです。 

 教育課程に含める生徒指導上の課題については、自校の実態に即したものであることはもちろん

ですが、小学校の場合には中学校や高等学校の課題を見据え、中学校の場合には小学校時に課題と

なった事柄を踏まえつつ高等学校の課題を見据え、高等学校の場合には小中学校時に課題となった

事柄を踏まえていくことが重要です。また、隣接する小学校同士、中学校同士といった具合に、地

域の広がりを視野に入れることも重要です。すなわち、小中高という学校段階を見通した教育課程、

学校間や地域の広がりを踏まえた教育課程であることが大切なのです。 

 同じ学年でありながら、同じ学校でありながら、同じ中学校区でありながら、児童生徒に必要な

働きかけが十分になされないまま見過ごされ、そのことがその後の学年や学校段階で大きな問題を

生じる結果となったという失敗例が、いじめや不登校、暴力行為やいわゆる「学級崩壊」等の生徒

指導上の諸問題を分析すると、いくつも散見されます。 

 せっかくの教育課程が計画倒れに終わることなく、着実に実行に移され、目標が達成されていく

ためには、教職員が正しく共通理解ができる場を設定するとともに、互いに共通理解を図ろうとす

る姿勢が不可欠です。そうした場や姿勢が、学級の垣根はもちろんのこと、学年や学校段階を、ま

た学校と家庭や地域の垣根をも越えて存在するようにしていくことが大切なのです。 

 

⑵ 体制づくりと連携 

 学校全体で協力して生徒指導を行ううえで、組織や体制づくりが重要との指摘があります。主張

自体は間違いではありませんが、目的を確実に遂行するために組織をつくるのですから、実際にそ

の組織が動かなければ意味はありません。委員会を立ち上げたり組織図を作ったりすることは、教

職員間で役割を分担し、各自の仕事を明確にするうえで大切です。しかし、組織や体制ができれば、

後は各自がそれぞれの範囲内で行動すれば目的が達成される、と考えてはなりません。個々の教職

員の動きが共通の目的に向かって繋がる「連携」が重要なのです。 

 最初は、「情報連携」です。全ての関係者に目的や課題が共有されていなければなりませんし、そ

の遂行に当たって必要となる情報が適宜、共有されていく必要があります。いわゆる「ほうれんそ

う（報告・連絡・相談）」がスムーズに行われていくことが大切なのです。 

 次に、そうした情報連携の上に立って、行動レベルで連携ができる「行動連携」が求められます。

あくまでも目的や課題の達成のための体制や組織ですから、具体的な行動レベルにおいて共同歩調

を取ったり、役割分担に応じた行動を取っていくことが必要になるのです。 

 しかし、同じことを常に一緒に行うということは、双方にとって負担が大きすぎます。連携した

数の分だけ時間も手間もかかると言うことになれば、「連携する＝負担増」となってしまうからです。

また、分担した役割を各自が責任を持って果たせばよいという姿勢では、機械的・形式的な連携に

陥りかねず、予期していなかった事態に対応し損ねたりする危険性も否めません。 

 大切なことは、互いに分担した役割を個々が自覚するとともに、相手の役割を認識したうえで自

分の役割を果たすこと、すなわちチーム・プレー(連携プレー)ができることです。相手の目線や動

きを確認してボールを送ることができる、送られたボールを確実に受けとることができる、といっ

た形の連携のことを、「役割連携」と呼びます。子どもの成長・発達の状態を見極め、そこに関わっ

ている人々が果たそうとしている役割を相互に理解した上で、それぞれの動きに応じる形で各自の
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役割を果たせるかどうかが、大切なのです。 

 この「役割連携」を、学校内だけにとどまらず、学校間や家庭や地域との連携にまで広げていく

ことが、小中連携や地域連携の目的です。「年に１回、協議会を開いている」「中学校の教師が小学

校に出前授業を行っている」等では、情報連携の段階にとどまっていると言わざるを得ません。そ

れを行動連携、役割連携にまで発展させていくことこそが、生徒指導では必要なのです。 

 

３ 社会の変化と生徒指導の重要性 

 時代や社会の変化の中で、生徒指導は今まで以上にその重要性を増しています。児童生徒の自発

的・主体的な成長・発達を促すために、そうした変化を前提とした対応の在り方について説明しま

しょう。 

 

⑴ 近年の子どもの育ちの変化と学校の対応 

 近年の日本の子どもや若者に対し、規範意識が希薄である、責任感が乏しい、思いやりに欠ける、

対人関係が苦手である等を指摘する声は少なくありません。こうした状況に陥ることなく、児童生

徒が自発的・主体的に活動を進め、それぞれの人格を完成していけるために、何が必要かを説明し

ます。 

 

① 社会性が育つうえで必要な環境や体験 

 規則を守らない子どもが増えたか否かといったことよりも、そうしたものを自ら進んで守ろうと

する意欲や態度が育っているか否かを問題視しようというのが、規範意識に着目する理由です。叱

られるのが怖いから・誰かが見ているから等の外圧や強制によってではなく、自発的・主体的に規

則等を守ろうとしているか否か、そのような人格が育っているか否かを重視しているのです。 

 人格が大きく形成されていく時期に、生命の危機に脅えることなく、安心かつ安全な日々を過ご

し、その中で他から愛される体験はもとより、他を愛することにも目覚める。そして、自分が属す

る集団や社会に対して愛着を感じ、それらに貢献したい、そこで認められたいと感じるようになる 

— もし、そのように育つことができたなら、人は他から強制されずとも規範に従うことでしょう。

そうすることは他者のためだけでなく、自分自身の幸福にもつながることであると分かるからです。

責任感や思いやりについても同じことが言えます。 

 そうした他者や集団に対する好意的な感情をもたらすのが、他者との好ましいかかわりや充実し

た集団活動の体験です。人と直接に触れ合うことを心地よいと感じたなら、子どもは進んで対人関

係を持とうとします。実際に集団で活動することが楽しいと感じたなら、子どもは進んで集団に参

加しようとします。 

 もちろん、現実の他者との関係や集団での活動は、常に心地よく楽しいものばかりとは限りませ

ん。いくら好意的な感情を抱いていても、期待を裏切られることはあります。しかし、他者や集団

とのかかわりを維持することは総体として自分にプラスであるとの信頼感が獲得されていれば、他

者を全面的に拒否したり、社会に対して攻撃的になったりすることはないはずです。 

 

② 家庭・地域の教育力低下をふまえた学校の対応 

 他者との好ましいかかわりや充実した集団活動を提供するのは、学校教育の大きな目的の一つと

言えます。しかし、学校以前に、児童生徒は地域や家庭に属しています。ですから、児童生徒が、
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最近の子どもや若者に対して指摘されるような問題状況を回避し、生徒指導がめざすような人間像

に向かっていくためには、学校だけの取組では限界があります。 

 そもそも経済的理由や虐待などで食事や睡眠も満足にとることができなかったり、家庭内や地域、

あるいは学校で暴力や犯罪などに脅えて生活していたりするようでは、自己実現どころではありま

せん。しかしながら、そうした問題の中には学校外で起きていたり、就学前の乳幼児が被害を受け

ていたりするため、学校が解決したり関与したりすることが困難な場合もあります。生徒指導を進

めていく際に、専門家や専門機関との連携や協力が必要になる所以です。 

 また、家族からの愛情が不十分、地域で排斥されている、学校や学級などに居場所がない等も問

題です。児童虐待の一種であるネグレクト（養育拒否）と呼ばれる保護者の否定的な態度や、地域

における差別、学校におけるいじめなどによって、集団や社会から自己の存在を拒否されていると

感じている児童生徒に、規範意識や思いやりを期待するのは無理があります。他の専門機関等に協

力するとともに、学校自らもそうした状況を生み出さないよう努力する必要があります。 

 その一方、集団や社会から保護された存在であることに安住し、他者から奉仕されたり他者に依

存したりするばかりで、いつまでも自立しようとしないなら、それも問題です。成長・発達に応じ

た役割や責務を果たすことが期待されていることを感じとり、努力できるよう育つ必要があります。

強制や義務感からでなく、役割や責務を果たすことを喜びと感じ、自発的・主体的に取り組むよう

に育つことが求められます。 

 

⑵ 学校が提供すべき機会や場 

 かつては家庭の様々な仕事を分担する中で、あるいは近隣の仲間集団の遊びを通して、子どもな

りに役割や責務を果たす機会や場が存在していました。しかし、きょうだい数の減少や地域におけ

る交流の減少などで、そうした体験も減少しています。学校は、児童生徒に所属感を与えるだけで

なく、集団や社会に貢献したいとの思いに目覚め、努力を重ねて身近な役割や責務を果たしたとき

の有用性を感じとれるよう、さらにそこで得た自信や誇りが社会の中で自分らしく生きたいという

思いに結びつくよう、様々な体験を提供することが求められています。 

 

① 小学校の低学年 

 日々の授業の時間の中で、学級や学校が安心かつ安全な居場所であると感じられることが大切で

す。学級担任や学級経営が重要視されるのはそのためです。自分が歓迎される存在であると感じつ

つ、集団の活動に慣れ、集団生活のきまりなどについて学びます。また、学級内にとどまることな

く、他学年の教師や高学年の児童との交流の機会をつくることも望まれます。より広い人間関係に

気づき、学校への所属感が生まれます。上級生に手伝ってもらうことで安心して活動ができ、上級

生をお手本にすることで集団活動や人間関係になじみやすくなります。 

 

② 小学校の中学年 

 やはり、学級や学校を居場所と感じることが大切です。しかし、中学年では、保護されるだけの

存在にとどまることなく、自分のことは自分でする、学級や学年の仕事は自分たちだけでできる等、

年齢に応じて達成可能となった役割を分担させ、取り組ませていく配慮も必要です。集団を心地よ

くするのは自分たち自身でもあることに気づくことで、責任感や行動力が高まります。また、トラ

ブルの起きやすい同年齢の関係に慣れることも必要です。学級担任の介入で児童の人間関係が保た



 310

れた状態に満足することなく、児童の育ちを促していきます。 

 

③ 小学校の高学年 

 学級や学年にとどまらず、学校内の様々な仕事を任せ、彼らが達成できそうな役割を増やすこと

が望まれます。中でも低学年の児童のお世話は、高学年の児童の誰もが自己の有用性を感じられる

絶好の機会と言えます。高学年の児童には容易でも低学年の児童には困難な事柄を手伝わせれば、

高学年の児童全員が、能力の高低を問わず、他者の役に立てたという有用性を感じ取る機会となる

からです。思いやりや気遣いについても、同様です。 

 

④ 中学校や高等学校 

 中学校における職場体験活動や奉仕体験活動、高等学校におけるインターンシップなども、自己

の有用性を感じ取る貴重な機会や場です。校内だけでなく地域や社会にも貢献できるという、より

大きな自信や誇りの獲得が期待できます。学校段階の進行につれ、将来の自分や職業に対する意識

も芽生えてきます。将来のために、今、何をすべきかを考えさせることで、自己実現を目指して生

きる大人へと、生徒自らが近づこうとすることを促すよい機会になります。 

 

⑶ 近年の子どもの変化と生徒指導 

 生徒指導と聞くと、不登校や中途退学、いじめや暴力、非行や逸脱行動、少年事件などを思い浮

かべる方は少なくないことでしょう。上に見てきたような働きかけが生徒指導の中心であるとの考

え方が、今ひとつ納得できない方もいるでしょう。最後に、その点を説明しましょう。 

 

① 特別な子どもだけが問題なのではない 

 かつてなら、生徒指導上の問題を起こす児童生徒は、家庭環境などに困難な状況が窺えたり、ふ

だんの言動からそのような兆候が見られたり、学習指導上にも困難を抱えていることが多かったり、

ということが一般的でした。そのような児童生徒は一部に限られ、生徒指導と言えばもっぱら「気

になる児童生徒」への対応、問題が起きてからの対応が中心でした。 

 しかし、近年、そうした特段の問題を抱えているとは思われない不特定多数の児童生徒が、生徒

指導に関わる問題状況を示す事例が増えています。とりわけ、小学校低学年の時には良い子だった

のに高学年になったら問題を起こすようになった、小学校では問題がないように見えたが中学校で

問題が顕在化した、中学校までは目立たなかったが高校で問題が発覚した、といった児童生徒が現

れるようになってきました。 

 いじめはどんな子どもにも起こりうるといった指摘や、特別な子どもだけが不登校になるわけで

はないという指摘。近年の少年事件等の報道で繰り返される、学校では「普通の子」に見えたとの

説明や、問題を起こすはずがないと思われてきた優秀な大学生による事件。そこから窺えるのは、

問題が顕在化していたり、明らかな予兆が見られたり、問題を起こしそうと予想される児童生徒の

他にも、潜在的に問題を抱える児童生徒が少なくない実態です。 

 ところが、依然として「気になる児童生徒への対応」に終始している学校が少なくありません。

潜在的な問題を抱えている児童生徒であっても、特段「気にはならない」ため、普通に育っている

ものとして見過ごしがちになり、「気になる」児童生徒への対応ばかりを繰り返すためです。表に現

れた問題事象にのみ目が奪われ、その表の問題が解消すれば対応を終えることを、医学用語を借り
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て「対症療法」的な対応と表現できます。しかし、そうした対応では、問題の原因までは解決して

いかないことが多く、後の段階で再び問題が顕在化することになります。 

 「対症療法」自体は、表に現れた症状を無くすことで次のステップに移りやすくする、それを無

くすことで二次的な問題を避ける等の緊急避難の措置として、それなりの意味があります。生徒指

導においても、児童や生徒の暴力行為が横行しているような場合など、何はともあれ問題の沈静化

を図る対応には意味があります。しかし、それで終わったのでは、「一時しのぎ」や「問題の先送り」

でしかないことを理解する必要があります。 

 

② 日々の教育こそが予防的な生徒指導 

 特定の子どもだけの問題ではなくなってきたということは、それだけ対応が大変になってきたと

いう印象を受けるかも知れません。しかし、実は、全員を対象にした対応を見直していけばよいの

ですから、話は単純になったとも言えます。潜在的に問題を抱えている児童生徒を苦労して特定す

る必要はないのですから、全教職員がかかわっていけます。むしろ困難なのは、昔ながらの思いこ

みを捨てられず、特定の児童生徒や特定の行動にばかり目が向かうことや、そうした児童生徒を特

定して効率的に指導をすませたいと考えてしまうことをやめられない点にあると言えます。 

 生徒指導は、すべての児童生徒の自発的・主体的な成長・発達の促進や支援が生徒指導の目的で

す。そのことを正しく認識することから始めていく必要があるでしょう。 

 

注 

 文中では、広く社会一般の中における子どもを対象とする記述には「子ども」、学校の文脈の中に

おける子ども（教師が働きかける対象としての子ども）については「児童生徒」の語を用いていま

す。 

 

参考文献 

文部科学省『中学校学習指導要領解説 総則編』平成 20 年 9 月 

文部科学省『生徒指導提要』平成 22 年 3 月 

 

（受理日：平成 23 年３月 15 日） 
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「みんなでつくる被災地学校運営支援サイト」について 

 

Website for Supporting School Management in the Disaster Area by All 

神代 浩＊ 

KAMIYO Hiroshi 

 

 ３月 11 日に東日本を襲ったマグニチュード９．０の大地震とこれに伴う火災、津波、そして福島

第一原発の事故は、学校にも深刻な被害を与えた。文部科学省によると５月 20 日７時現在、国公私

立学校の教職員、児童生徒のうち 579 名が死亡した他、物的損害を受けた学校施設は国公私併せて

7,906 施設に及ぶ。また、被害を受けなかった学校施設の中でも多くが避難先となった（５月 20 日

７時現在でも依然 143 校が避難先となっている）他、入試や卒業、入学に係る業務にも大きな影響

が出た（注１）。 

 現在被災地の学校はほぼ全て再開しているが、学校施設が被災したために近隣の別の学校に移転

したり、原発事故の影響で集団避難した先の学校が受け入れたりしている例が少なくない。しかも、

ほとんどの学校では被災した教職員の再配置、教材や学用品の確保、始業時期が遅れたことによる

授業時間の確保、児童生徒の通学手段、教職員や児童生徒の心のケア、原発事故の影響による屋外

活動の見直し、給食の再開、学校図書館の復旧など、様々な課題を抱えながらの再開である。また、

夏場の電力不足に伴う節電は、被災地を含む広範な地域の学校に影響を及ぼすことが予想される。 

 その一方、未曾有の災害であったにもかかわらず児童生徒の死者、行方不明者が少なかったこと

も指摘されており、その理由として東北地方太平洋岸でこれまで行われてきた防災教育の効果が挙

げられている。また原発事故をきっかけに環境教育、エネルギー教育に対する関心も高まっている。 

 

 そこで、国立教育政策研究所（以下「国研」）は被災地の学校の復旧・復興に向けた支援策として、

教育課程などの学校運営・学習指導・教育相談等の工夫などについて、教育関係者の知識と経験を

共有する場として、４月８日「みんなでつくる被災地学校運営支援サイト」（以下「本サイト」）を

立ち上げた。 

１ 本サイトの役割分担 

 本サイトは、国立情報学研究所が次世代情報共有基盤システムとして開発した Net Commons とい

うシステム（注２）によって製作されている。特に本サイトのデザインやページの構成、後に触れる

会員登録や投稿の機能構築などにあたっては、同研究所の新井紀子教授他職員の方々から多大なご

指導、ご支援をいただいた。この場を借りて御礼を申し上げたい。 

 国研は内容の更新やメンテナンスなど本サイトの運営全般を担っている。 

                                            
＊ 教育課程研究センター長・教育情報研究センター長 



 314

２ 本サイトの名称 

 このたびの震災対応においては、様々な人々が地域や組織の枠を超えて被災地支援に取り組む例が目

立つ。例えば、地方自治体職員の有志が運営する「みんなでつくる震災被災者支援情報サイト」（注３）、

図書館等の関係者有志がウィキとグーグルマップの手法を活用して運営する「saveMLAK」（博物

館・美術館、図書館、文書館、公民館の被災・救援情報）（注４）といったものである。 

 本サイトも上記サイトの精神と手法を参考にしながら運営することとし、「みんなでつくる被災地

学校運営支援サイト」という名称を掲げることとした。 

３ 本サイトの構成 

⑴ 事例集 

 本サイトではまず、事例集として阪神淡路大震災や中越地震など過去の災害の被災地における教

育課程の編成などの学校運営・学習指導・教育相談等の工夫事例や、小規模校や離島、へき地など

様々な教育条件の下での取組事例を集約し、提供している。 

 本原稿作成時点の構成と主な提供資料は以下のとおりである。 

 

 ① 学校運営全般 

  阪神淡路大震災時の学校と避難所の管理運営や学級編成基準の変更等に関する資料、有珠山

噴火時の学校教育活動の復興事例に関する資料 

 ② 教育課程の実施 

  １）学習指導の工夫 

    ２部制授業、土曜日の授業時間増加、体育館や運動場を用いない体育指導等に関する資料 

  ２）複式学級（３学年複式等） 

    北海道、鹿児島県、長崎県等の事例に関する資料 

  ３）授業形態の工夫 

    土曜日やゴールデンウィークの授業実施に関する資料 

  ４）小中学校一体運営 

    北海道稚内市の事例に関する資料 

 ③ 教室等の確保 

   他校の借用、公的施設や民間施設の利用、仮設校舎に関する資料 

 ④ 教員等の確保 

  「復興担当教員」に関する資料 

 ⑤ 教育相談・心のケア 

  心のケア担当教員に関する資料、教師のための電子メール相談に関する資料、転入生の受け

入れハンドブック 

 ⑥ 給食の実施 

  簡易給食に関する資料 

 ⑦ 学校図書館の再建・運営 

  学校図書館の復旧支援、読み聞かせなど読書活動支援に関する資料 
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 ⑧ 防災教育 

  津波防災教育の手引き 

 ⑨ 原発関連 

  原発と放射線に関する保護者向け資料、鈴木文部科学副大臣の記者会見録 

 ⑩ その他 

  １）寄宿舎 

    三重県、宮崎県における取組に関する資料 

  ２）スクールバス 

    北海道、長野県、奈良県、鹿児島県などにおける取組に関する資料 

 ⑪ 文部科学省通知等 

 ⑫ 国研・その他報告書等 

 ⑬ 教育委員会等の取組 

 

⑵ 掲示板 

 学校の復興支援にあたっては国研からの一方的な情報提供だけでなく、被災地等で日々苦労して

おられる教職員や教育委員会職員などの方々と国研との情報の交換・共有も重要である。 

 このため、本サイトでは以下の２種類の掲示板を併せて開設した。当初これらは事前登録したメ

ンバーのみが閲覧・投稿できることとしていたが、その後閲覧のみは誰でもできるように設定を変

更した。 

 

 ① 情報共有掲示板 

  被災地の学校運営に関し、教育関係者（学校の教職員だけでなく、教育委員会関係者、退職

教職員などを含む）から幅広く質問を受け付け、これに対する回答などを書き込める 

 ② みんなでつくる復興ブログ 

  被災地の学校の状況、例えば遅れた卒業式や始業式、給食の再開、学校行事などの話題を現

場からブログ風にアップできる 

４ 利用状況と今後の課題 

 本サイトの利用状況は以下のとおりである。 

 

 ４月８日～30 日 訪問者数 ７，１４７件 ページビュー数 １４７，６４９件 

 ５月１日～31 日 訪問者数 ６，７１９件 ページビュー数 １１３，９５５件 

 

 事例集に関しては、国研の研究者が被災地の教育委員会や学校を訪問した際に御礼の言葉が寄せ

られるなど、一定程度復興支援の役割を果たしているものと考えられる。 

 他方、掲示板に投稿できる登録者は５月 20 日現在で 150 名を超えているが投稿数は伸び悩んでお

り、特に「みんなでつくる復興ブログ」については、ほとんどの投稿は私がまとめる被災地の学校

に関する新聞報道ぶりだけである。機会あるごとに本サイトの周知を図り、投稿を呼びかけている

が、特に学校の一般教職員にとっては校長の許可なしに投稿することに対する抵抗が強いなどの事
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情があるものと思われる。 

 しかし、本サイトを見て直接悩み事の相談メールを送る方も少数ながら出てきており、このよう

な情報提供サイトのニーズがあることは確認できる。今後被災地の教育関係者が必要とする情報を

より詳細に把握し、情報提供の充実を図るとともに、より参加しやすいネット上の場作りに向けた

工夫を重ねる必要がある。 

 

【みんなでつくる被災地学校運営支援サイトのイメージ】 

 

 

 

注 

１．文部科学省報道発表「東日本大震災による被害情報について」（第９７報） 

２．http://www.netcommons.org/ 

３．http://sites.google.com/site/minnadewiki/home/pctop 

４．http://savemlak.jp/wiki/saveMLAK 
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所 員 業 績 一 覧 

 

１．平成 22 年 1 月 1 日から平成 22 年 12 月 31 日までに発表されたものを対象とする。 

２．所属と氏名は平成 23 年 1 月現在とする。 

３．掲載対象  

（著書）・・・・・・・編著のときは、編纂書の後に（編著）と記する。 

（論文）・・・・・・・査読有のときは、末尾に（査読有）と記する。 

（学会報告）・・・・・共同発表または共著のときは、末尾に（共同発表）または（共著）と記する。 

（雑誌寄稿）・・・・・学術雑誌への寄稿 

（新聞寄稿）・・・・・新聞へのコメント程度のものは除く 

（翻訳）・・・・・・・翻訳 

（その他）・・・・・・上記のカテゴリーに該当しない業績 

 

○書式 

【例】（編著）「生活科と学校の経営」 第一法規出版 平成○年○月 

   （論文）校長のリーダーシップに関する理論的・実証的研究 

      「日本教育経営学会紀要 第○号」平成○年○月（査読有） 

注：（著書、編著について） 

   ・「著書名」（共著） 出版社名 出版年月 の順で表記する。 

  （編纂書掲載論文について） 

   ・論文名＜改行＞ 

    編者名 「書名」 出版社 出版年月 の順で表記する。 

   ・論文名においては、章・節等の記載は含めず表題のみとする。 

  （論文について） 

   ・論文名＜改行＞  

    「掲載誌名」 掲載紙の編者 掲載誌の出版社 出版年月 査読の有無 の順で表記する。 

   ・頁数は記載しない。 

   ・雑誌名の巻、号は「○○○紀要 第○巻 第○号」のように「」内に記述する。 

   ・誌名から編者、発行所が明らかな学会誌等については編者、発行所名は記載しない。 

    例 「国立教育研究所研究集録 第○号」 「教育学研究 第○巻 第○号」 

      「日本教育経営学会紀要 第○号」 「日本教育行政学会年報 第○号」 

   ・査読の有無は、査読有のときに（査読有）と記述する。 
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研究企画開発部 

坂谷内 勝 

（学会報告） 

・学校における ICT の活用に関する国際比較調査結果(2) －20 年前と現在の日本の状況について－ 

「日本科学教育学会 年会論文集 34」 平成 22 年 9 月 

・統計教育の復活と課題 －統計に関するテスト問題分析－ 

「統計教育研究 第 43 巻」 全国統計教育研究協議会 平成 22 年 3 月 

 

千々布 敏弥 

（著書） 

・教員研修制度 

アメリカ教育学会編「現代アメリカ教育ハンドブック」（編著） 東信堂 平成 22 年 10 月 

（学会報告） 

・校内研究の実施状況に関する調査研究 

日本教育経営学会 平成 22 年 6 月 

・校内研究の現状と課題に関する分析－全国の小中高等学校に対する調査の結果を踏まえて 

日本教師教育学会 平成 22 年 9月（共同発表） 

（雑誌寄稿） 

・連載 教員の資質向上をめざす教育センターの動き 

「週刊教育資料 №1112～№1145」 日本教育新聞社 平成 22 年 4～12 月 

・スクールリーダーのコーチ力 

「教育展望」 平成 22 年 5 月 

・学校にコーチングを導入する意義と視点 

「児童心理」 臨時増刊号 平成 22 年 6 月  

・校内研究の取り組みと学校の質の高さの関連 

「教職研修」 平成 22 年 12 月 

 

 

教育政策・評価研究部 

葉養 正明 

（著書） 

･ 「必携 学校小六法 平成 22 年版」（共編著） 協同出版 平成 22 年 2 月 

･ 「少子高齢化社会における小中学校の配置と規模に関する資料集 第 2 集（平成 21 年度重点配分経費報告書）」（編） 

国立教育政策研究所 平成 22 年 3 月 

･ 「少子高齢化社会における小中学校の配置と規模に関する資料集 第 2 集 附属資料（平成 21 年度重点配分経費報告

書）」（編） 国立教育政策研究所 平成 22 年 3 月 

･ 平成 21 年度プロジェクト研究報告書「教育条件整備に関する総合的研究」（学校配置研究分野）＜二年次報告書＞（研

究代表者） 国立教育政策研究所 平成 22 年 3 月 

･ 平成 21 年度プロジェクト研究報告書「教育・研究組織における評価に関する総合的研究」（ 終報告）（研究代表者） 

国立教育政策研究所 平成 22 年 3 月 

･ 平成 22 年度調査研究等特別推進経費による研究調査報告書「学校統合前の中学生を取り巻く学習と生活の環境に関す

る意識調査―学校の統合効果に関する研究（その 2）」（研究代表者） 国立教育政策研究所 平成 22 年度 5 月 

･ 平成 21 年度調査研究等特別推進経費による研究調査報告書「教育・研究組織における評価に関する総合的研究 学校

関係者評価の実施状況に関するアンケート（ 終報告・別冊）」（研究代表者） 国立教育政策研究所 平成 22 年 3 月 
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（論文） 

･ 近年における小中学校の統合と学区改編－基本的・総論的観点から 

「日本教育経営学会紀要 第 52 号」 平成 22 年 5 月（査読有） 

・大学における教員養成、現職教育プログラムの改善課題―「教員養成期間の長期化」問題を焦点にした一考察 

「文教大学教育研究所紀要 第 19 号」 平成 22 年 12 月（査読有） 

・連携・一貫教育の背景と課題 

「季刊 文教施設 37」 社団法人文教施設協会 平成 22 年 2 月 

・新しい学校づくりと授業づくり 

「教育展望」 教育調査研究所 平成 22 年 4 月 

・近年における小中学校の統合と学区改編－基本的・総論的観点から 

「日本教育経営学会紀要第 52 号」 第一法規 平成 22 年 5 月 

・書評 浜田博文著「「学校の自律性」と校長の新たな役割－アメリカの学校経営改革に学ぶ－」 

「日本教育経営学会紀要第 52 号」 第一法規 平成 22 年 5 月 

・自己評価の確立 

「中学校 No.681」 全日本中学校長会 平成 22 年 6 月 

・学校関係者評価を生かす「質の高い学校づくり」と校内研修・研究の活性化 

「教育展望臨時増刊 No.42」 教育調査研究所 平成 22 年 7 月 

・地域教育政策と学校の役割 

「新学校経営相談 12 ヶ月 第 6 巻 教職員の服務と資質・能力向上」（高階怜治編） 教育開発研究所 平成 22 年 8 月 

・教職員の協働体制を築く 

「兵庫教育 No.716」 兵庫県立教育研修所 平成 22 年 10 月 

・児童生徒の学びの深化や連続性に拘泥しない二学期制は失敗する 

「月刊はるか・プラス 11 月号」 ぎょうせい 平成 22 年 11 月 

（学会報告） 

・学校関係者評価の実施状況と課題－全国市町村教育委員会調査の分析－ 

日本教育経営学会第 50 回大会自由研究発表 平成 22 年 6 月（共同発表） 

（雑誌寄稿） 

・連載 統合新校の教育デザインを見つめる（その 8～12） 

「週刊教育資料 No.1101～1105」 日本教育新聞社 平成 22 年 1～2 月 

・連載 学校統合の条件（その 1～11） 

「週刊教育資料 No.1106～1116」 日本教育新聞社 平成 22 年 2～5 月 

・連載 地域社会計画と学校統合（その 1～11） 

「週刊教育資料 No.1117～1120」 日本教育新聞社 平成 22 年 5～6 月 

・連載 学校統合の失敗（その 1～10） 

「週刊教育資料 No.1121～1130」 日本教育新聞社 平成 22 年 6～9 月 

・連載 小規模校マネジメントの技法（その 1～11） 

「週刊教育資料 No.1131～1141」 日本教育新聞社 平成 22 年 9～11 月 

・連載 地域の学びコンプレックスとしての学校づくりへ（その 1～4） 

「週刊教育資料 No.1142～1145」 日本教育新聞社 平成 22 年 12 月 

・大学、研究所と学校をネットワークで直結－校内研修の活性化策を提唱 

「週刊教育資料 No.1127」 日本教育新聞社 平成 22 年 8 月 

（新聞寄稿） 

・時評クオータリー・春（3～5 月） 教育政策の軌道修正と持続と 

 内外教育 第 6004 号 時事通信社 平成 22 年 6 月 
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・書評 小川正人著「教育改革のゆくえ―国から地方へ」 

 日本教育新聞 平成 22 年 7 月 

・現下の教育課題 ずばり私の主張 43 教室から発想する視点で 

 教育新聞 平成 22 年 7 月 

・ひとこと 教育へのまなざし 

内外教育 時事通信社 平成 22 年 9 月 

・多世代が利用できる施設を 

日本教育新聞 昭和 22 年 10 月 

 

屋敷 和佳 

（著書） 

・学校運営協議会の組織と会議 

佐藤晴雄編「コミュニティ・スクールの研究－学校運営協議会の成果と課題－」 風間書房 平成 22 年 3 月 

（論文） 

・都道府県における児童生徒数の減少と小中学校統廃合 

プロジェクト研究「教育条件整備に関する総合的研究（学校配置研究分野）＜二年次報告書＞」(研究代表：葉養正明） 

国立教育政策研究所 平成 22 年 3 月 

・秋田県における小中学校の統廃合と県教育委員会の施策 

プロジェクト研究「教育条件整備に関する総合的研究（学校配置研究分野）＜二年次報告書＞」(研究代表：葉養正明） 

国立教育政策研究所 平成 22 年 3 月 

・長崎県における小中学校の統廃合と県教育委員会の施策 

プロジェクト研究「教育条件整備に関する総合的研究（学校配置研究分野）＜二年次報告書＞」(研究代表：葉養正明） 

国立教育政策研究所 平成 22 年 3 月 

・コミュニティ・スクールにおける学校関係者評価の実施と課題 

プロジェクト研究「教育・研究組織における評価に関する総合的研究（ 終報告）」(研究代表：葉養正明） 国立教

育政策研究所 平成 22 年 3 月 

（学会報告） 

・秋田県における公立小学校の統廃合の実態と課題 

「平成 22 年度大会学術講演校梗概集 E-1」 日本建築学会 平成 22 年 9 月（共著） 

・都道府県における児童生徒数の減少と小中学校統廃合 

「第 45 回大会発表要旨集録」 日本教育行政学会 平成 22 年 10 月 

・Changes in Departmentalized Classroom System in Japan 日本における教科教室制の変遷（韓国語） 

「教育施設 第 77 号」 Journal of the Korean Institute of Educational Facilities 韓国教育施設学会 平成 22 年 7 月 

（雑誌寄稿） 

・小中一貫教育校の特質と計画課題 

「季刊 文教施設 37 号」 文教施設協会 平成 22 年 2 月 

・中学校教科教室制の変遷 3 教科指導の充実や新教育の開発による教科教室制の取組 

「季刊 文教施設 38 号」 文教施設協会 平成 22 年 5 月 

・中学校教科教室制の変遷 4 学習の個別化をめざす教科教室制の取組 

「季刊 文教施設 39 号」 文教施設協会 平成 22 年 8 月 

・高校教育改革の成果と課題 

「ニューサポート高校 教育情報第 6 号」 東京書籍 平成 22 年 3 月 
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橋本 昭彦 

（著書） 

・「近世日本における「学び」の時間と空間」（編著） 渓水社 平成 22 年 2 月  

・「民間委託で学童保育はどうなるの？」（編著） 公人社 平成 22 年 3 月  

・学校関係者評価の試行  

葉養正明編「教育・研究組織における評価に関する総合的研究（ 終報告）」 国立教育政策研究所 平成 22 年 3 月 

・民間人校長ヒアリング調査 その 1（小学校の事例）  

 葉養正明編「教育・研究組織における評価に関する総合的研究（ 終報告）」 国立教育政策研究所 平成 22 年 3 月 

（論文） 

・アメリカ・北西部学校基準協会のアクレディテーションにおける学校評価基準（稿）  

 小松郁夫編「戦略的学校評価システムの開発に関する比較研究」 玉川大学 平成 22 年 3 月 

・市川市立塩焼小学校における学校関係者評価の試行－国立教育政策研究所との協働による事例報告－ 

「研究紀要」市川市教育委員会 平成 22 年 3 月 

・教育研究機関の行う評価活動に関する一考察 〜アメリカのRegional Educational Laboratory政策評価部門視察から〜 

「研究年報第９巻」 東京学芸大学教員養成カリキュラム開発研究センター 平成 22 年 3 月 

（学会報告） 

・保護者団体による「学童保育の質」の評価に関する研究活動 

日本学童保育学会創立大会 平成 22 年６月 

・学校評価この 10 年 

日本評価学会第７回春季大会 平成 22 年６月 

・学童保育施策の「質」に関する評価手法の開発 

日本評価学会第７回春季大会 平成 22 年６月 

・オレゴン州ポートランド州立大学におけるシニア・インクアイアリーの消長～都市型公立大学の高大連携の実践と葛

藤～ 

アメリカ教育学会第 22 回大会 平成 22 年９月 

 

本多 正人 

（学会報告） 

・学校財務会計の現状と課題―政令市における教育予算を中心に― 

日本教育行政学会 第 45 回大会 平成 22 年 10 月（共同発表） 

（雑誌寄稿） 

・学校事務職員の専門性を発揮させる領域が生まれる：学校財務を核とする学校事務のイノベーション 

 「学校事務」 学事出版 平成 22 年 2 月 

（新聞寄稿） 

・書評 小川正人著「教育改革のゆくえ」 

北海道新聞 朝刊 平成 22 年 4 月 

 

植田 みどり 

（著書） 

・イギリスにおける移民とマイノリティの教育 

「新訂版 移民・教育・社会変動 －ヨーロッパとオーストラリアの移民問題と教育政策－」 山内乾史監訳 明石

書店 平成 22 年 9 月 

（論文) 

・学校の自律性と地方教育財政の予算配分機能－イギリスの Schools Forum の機能を通して－ 
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「教育委員会制度を支える公会計制度の開発とその適用可能性の検証」 科研報告書 平成 22 年 3 月 

（学会報告) 

・質の高い地方教育行政経営の在り方－Best Value の理念を手がかりに－ 

日本教育経営学会第 50 回大会 平成 22 年 6 月 

・学校関係者評価の実施状況と課題－全国市町村教育委員会調査の分析－ 

日本教育経営学会第 50 回大会 平成 22 年 6 月（共同発表） 

（雑誌寄稿） 

・学校の評価システムの問題点と見直し 

「教育展望（平成 22 年 12 月合併号、通巻 606 号）」 教育調査研究所 平成 22 年 2 月 

・質の高い学校づくりと学校理事会－サポートとプレッシャーのバランス－ 

「時報市町村教委（No.225）」 全国市町村教育委員会連合会編集 ぎょうせい 平成 22 年 3 月 

・学校評価ガイドラインの生かし方 

「新教育課程下で進める学校評価の取り組み（実践 ガイドブックシリーズ No.1）」 工藤文三編 教育開発研究所 

平成 22 年 4 月 

・知識基盤社会における”学力”の向上施策と質保証を目指す教育改革 

「週刊教育資料 No.1118」 日本教育新聞社 平成 22 年 5 月 

・多様な教員養成の場と質保証の仕組み 

「週刊教育資料 No.1124」 日本教育新聞社、平成 22 年 7 月 

・教職員の多様性と専門性の追究による学校組織改革 

「週刊教育資料 No.1126」 日本教育新聞社、平成 22 年 7 月 

・学校評価と学校改善 

「指導と評価 10 月号 670 巻」 図書文化 平成 22 年 10 月 

 

妹尾 渉 

（著書） 

・全国の「教員評価」実施動向から 

苅谷剛彦・金子真理子編「教員評価の社会学」 岩波書店 平成 22 年 6 月 

・「新しい評価制度」は教員のやる気を向上させたのか 

 苅谷剛彦・金子真理子編「教員評価の社会学」 岩波書店 平成 22 年 6 月 

（論文） 

・教育の経済学理論の再考－大学進学は「投資」か「消費」か－ 

「平成国際大学研究所論集 No.10」 平成 22 年 3 月（共著） 

（学会報告） 

・学力の生産関数の推定 

日本教育社会学会第 62 回大会 平成 22 年 9 月（共著） 

・教育財政はどのように削減されたのか －地方分権改革における自治体教育予算の再編過程－ 

日本教育社会学会第 62 回大会 平成 22 年 9 月（共著） 

・教員の異動・研修と能力開発の関係－質問紙調査の分析から 

日本教育行政学会第 45 回大会 平成 22 年 10 月（共著） 

   ・Searching for Good Schools: School Evaluation through the Analysis of the National Scholastic Achievement Exam Scores (by 

Kim, Jin-Yeong) 

日本財政学会第 67 回大会コメンテーター 平成 22 年 10 月 

・都道府県立美術館の運営における効率性—確率的フロンティア分析による実証（須原三樹） 

日本財政学会第 67 回大会コメンテーター 平成 22 年 10 月 
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生涯学習政策研究部 

岩崎 久美子 

（著書） 

・社会的・経済的環境の変化に応じたキャリア教育の視点 

立田慶裕・今西幸蔵「学校教員の現代的課題－教師力・学校力・実践力」 法律文化社 平成 22 年 6 月（共著） 

・中学生とマンガ―何をどのように読んでいるか 

国立教育政策研究所編「読書教育への招待」 東洋館出版 平成 22 年 8 月（共著） 

・成人学習への財政的支援 

 OECD「世界の生涯学習」 明石書店 平成 22 年９月（共訳） 

・意識変容の学習理論（第 1 章）、脳を用いて心に働きかけること（第 5 章） 

「成人学習理論の新しい動向－脳や身体による学習からグローバリゼーションまで」シャラン・B・メリアム編 福

村出版 平成 22 年 10 月（共訳） 

（論文） 

・教育におけるエビデンスに基づく政策－新たな展開と課題 

「日本評価研究 Vol.10, no.1」 平成 22 年 3 月（査読有） 

・教育分野でのエビデンスの産出 

「薬理と治療 第 38 巻 第 1 号」 ライフサイエンス出版株式会社 平成 22 年 1 月 

（学会報告） 

・教育におけるエビデンスに基づく政策 -新たな展開と課題（「エビデンスに基づく実践の世界的動向と日本における

取り組み」） 

日本評価学会 春季第 7 回大会 平成 22 年 6 月（招待発表） 

・教育のナレッジ・マネジメント 

日本教育社会学会第 62 回大会 平成 22 年年 9 月（共同発表） 

（雑誌寄稿） 

・グローバル時代の公教育を展望する 

「教育と文化 60 号」 平成 22 年 7 月 

・教育研究におけるエビデンスとは 

「文部科学時報 11 月号」 平成 22 年 11 月 

（その他) 

・家庭で求められる取組 

「子どもの体験活動の実態に関する調査研究」 独立行政法人国立青少年教育振興機構 平成 22 年 10 月 

・書評：学習する組織とは何か－ピーター・センゲの学習論（中村香、鳳書房） 

「日本社会教育学会紀要 No.46」 平成 22 年 6 月 

・書評：日仏比較―変容する社会と教育（園山大祐、ジャン＝フランソワ・サブレ編著、明石書店） 

「フランス教育学会紀要 第 22 号」 平成 22 年 9 月 

・書評：生涯学習社会の可能性―市民参加による現代的課題の講座づくり―（赤尾勝巳、東洋館出版社） 

「日本教育社会研究 第 87 集」 平成 22 年 11 月 

 

立田 慶裕 

（著書） 

・「学校教員の現代的課題」（編著） 法律文化社 平成 22 年 6 月 

・「読書教育への招待」（共著） 東洋館出版社 平成 22 年 8 月 

・Ｂ・キーリー「よくわかるヒューマン・キャピタル」監訳 明石書店 平成 22 年 3 月 

・OECD「世界の生涯学習」監訳 明石書店 平成 22 年 9 月 
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・Ｓ・Ｂ・メリアム編「成人学習理論の新しい動向」共訳 福村出版 平成 22 年 10 月 

（論文） 

・知識基盤社会の生涯学習－教育と学習のナレッジ・マネジメントの課題－ 

「日本生涯教育学会年報 第 31 号」 平成 22 年 11 月 

・キー・コンピテンシーとしてのリテラシー 

「日本社会教育学会紀要 No.46」 平成 22 年 6 月 

（学会報告） 

・「教育のナレッジ・マネジメント」 

日本教育社会学会 平成 22 年 9 月（共同発表） 

・Civic Learning Communities : Japanese Case Study on Key competencies for Active Citizenship 

Learning Forum London 2010, Savoy Place, July, 2010  

・Japanese Case Study on Key-Competencies for Active Citizenship by Internet Learning Community 

International Conference on Education and Development of Civic Competencies in the Future, Seoul, Republic of Korea ,KEDI, 

October , 2010 

（雑誌寄稿） 

・科学的根拠に基づく思考力（教師の人間力-キー・コンピテンシーを考える） 

「学校マネージメント」 平成 22 年 1 月 

・教育技術の向上をめざして（教師の人間力-キー・コンピテンシーを考える） 

「学校マネージメント」 平成 22 年 2 月 

・熟練教師の人間力（教師の人間力-キー・コンピテンシーを考える） 

「学校マネージメント」 平成 22 年 3 月 

・知識基盤社会 

「月刊 指導と評価 Vol.56」 平成 22 年 9 月 

・生涯にわたる読書活動－読書への関わり 

「文部科学教育通信 No.256」 平成 22 年 11 月 

・諸外国における学習活動支援の制度的工夫 

「社会教育 No.773」 平成 22 年 11 月 

（その他） 

・キー・コンピテンシーとリテラシー 

「改訂実践教育評価事典」 梶田叡一他編 文溪堂 平成 22 年 8 月 

 

笹井 宏益 

（著書） 

・「読書教育への招待」（共著） 東洋館出版社 平成 22 年 8 月 

（学会報告） 

・高等教育フォーラム「ヨーロッパにおける高等教育の動向」 

神奈川県立短期大学 平成 22 年 1 月 

・国立教育政策研究所 国際フォーラム“Role of CLC in LLL promotion” 

 霞ヶ関ナレッジスクエア 平成 22 年 2 月 

・CONFINTEAⅥにおける公民館の位置 

日本社会教育学会 平成 22 年 6 月 

・学校・家庭・地域の連携の理論的枠組みの検討 

日本社会教育学会 平成 22 年 9 月 

（雑誌寄稿） 
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・KOMINKAN IN ASIA「人々の暮らしを支える地域住民のたまり場-タイの CLC」 

「文部科学時報 2 月号」 平成 22 年 2 月 

・KOMINKAN IN ASIA「世界に広がるコミュニティ学習センター」 

「文部科学時報 4 月号」 平成 22 年 4 月 

・KOMINKAN IN ASIA「アジアの人々の生活を支える公民館」 

「文部科学時報 6 月号」 平成 22 年 6 月 

・KOMINKAN IN ASIA「山あいの村に文化を創出する公民館-ネパールの CLC」 

「文部科学時報 8 月号」 平成 22 年 8 月 

・KOMINKAN IN ASIA「貧困撲滅をめざすバングラデシュの公民館」 

「文部科学時報 10 月号」 平成 22 年 10 月 

 

籾井 圭子 

（著書） 

・「読書教育への招待」（共著） 東洋館出版社 平成 22 年 8 月 

（学会報告） 

・教育のナレッジ・マネジメント 

日本教育社会学会 平成 22 年 9 月（共同発表） 

 

 

初等中等教育研究部 

工藤 文三 

（著書） 

・「新教育課程下で進める学校評価の取り組み」（編著） 教育開発研究所 平成 22 年 4 月 

・新教育課程における言語活動の位置づけ 

「新しい教育課程における言語活動の充実」（共著） 学校教育研究所編 学校図書 平成 22 年 2 月 

・学校における評価の工夫改善の現状と課題 

梶田叡一・人間教育研究協議会「教育フォーラム 45－確かな学力の育成と評価の在り方」（共著） 金子書房 平成 22

年 2 月 

・法令改正と政策の動向 

立田 慶裕、今西 幸蔵「学校教員の現代的課題」（共著） 法律文化社 平成 22 年 6 月  

・新しい評価と新学習指導要領 

無藤隆「速解新しい指導要録とこれからの評価」（共著） ぎょうせい 平成 22 年 6 月 

・「生きる力」と新しい学習評価 

小島 宏 ・岩谷 俊行「新しい学習評価のポイントと実践 第 1 巻 生きる力と新しい学習評価」（共著） ぎょうせ

い 平成 22 年 9 月 

・授業観察・面談の基本は何か 

髙階玲治「「人事考課」で教師・学校のパワーアップ戦略」（共著） 教育開発研究所 平成 22 年 10 月 

（雑誌寄稿） 

・教育の質の一層の向上を目指して 

全国工業高等学校長協会「工業教育」 平成 22 年 3 月号 

・小中連携教育の推進を目指して  

全日本中学校長会「中学校」第 678 号 平成 22 年 3 月 

・高等学校改訂学習指導要領の特色と教育指導改善の課題 

「大学入試フォーラム 32 号」 大学入試センター 平成 22 年 3 月 
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・観点別学習状況評価の改善のポイント 

「月刊教職研修 6 月号」 教育開発研究所 平成 22 年 5 月 

・学校における消費者教育の効果的な進め方 

「消費者教育研究ＮＩＣＥニュースレター」 140 号 (財)消費者教育支援センター 平成 22 年 6 月 

・指導要録の改善を受けた学習評価のあり方 

  「月刊 高校教育 8 月号」 学事出版 平成 22 年 7 月 

・指導要録の改善と今後の取り組みについて 

「教育展望 8 月号」 教育調査研究所 平成 22 年 7 月 

 

松尾 知明 

（著書） 

・「アメリカの現代教育改革－スタンダードとアカウンタビリティの光と影」（単著） 

東信堂 平成 22 年 1 月 

・カリキュラムと子ども 

 武内清編「子どもと学校」 学文社 平成 22 年 3 月 

・問い直される日本人性－白人性研究を手がかりに 

 渡戸一郎・井沢泰樹編「多民族化社会・日本」 明石書店 平成 22 年 9 月 

・多文化教育(Multicultural Education) 

アメリカ教育学会編「現代アメリカ教育ハンドブック」 東信堂 平成 22 年 10 月 

（学会報告） 

・多文化教育と外国人児童生徒教育 

異文化間教育学会 平成 22 年 6 月 

・教育政策指針の検討 1：スタンダード教育改革とテスト体制問題を中心に 

アメリカ教育学会公開シンポジウム 平成 22 年 9 月 

（雑誌寄稿） 

・子ども理解－児童生徒の実態把握のポイント 

「悠［はるか・プラス］」 ぎょうせい 平成 22 年 5 月 

 

藤原 文雄 

（著書） 

・「学校組織調査法－デザイン・方法・技法－」（編著） 

学事出版 平成 20 年 9 月 

（雑誌寄稿） 

・学校事務のビジョンを考察するために－論理の順序性－ 

「学校事務 第 61 巻第 1 号」 学事出版 平成 22 年 1 月 

・高校の校長による学校事務変革 

「週刊教育資料 1103 号」 日本教育新聞社 平成 22 年 1 月 

・教育を創造する 「教育としての校舎改築」 

 「週刊教育資料 1113 号」 日本教育新聞社 平成 22 年 4 月 

・副校長・教頭・教員の事務負担の軽減の在り方 

「週刊教育資料 1115 号」 日本教育新聞社 平成 22 年 4 月 

・イギリスにおける学校ビジョンと事務長の育成・採用 

「学校事務 第 61 巻 第 5 号」 学事出版 平成 22 年 5 月 

・多様な研究の在り方と多様な知の交流 
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「学校事務 第 61 巻 第 6 号」 学事出版 平成 22 年 6 月 

・授業研究のマネジメント 

「学校運営 第 52 巻 第 4 号」 学校運営研究会平成 22 年 6 月 

・教員とともに教育課程を創る学校事務職員 

「学校事務 第 61 巻 第 9 号」 学事出版 平成 22 年 9 月 

・学校事務職員のビジョンや「基準(スタンダード)づくりを」 

「学校事務 第 61 巻 第 10 号」 学事出版 平成 22 年 10 月 

・教員研修の課題と展望 

「教育展望 第 56 巻 第 8 号」 教育調査研究所 平成 22 年 10 月 

・第三者評価はどう行われるか 

「教職研修 第 39 巻 第 2 号」 平成 22 年 10 月 

・「学校事務」研究の推進 

「学校事務 第 61 巻 第 11 号」 学事出版 平成 22 年 11 月 

・教員と共に教育を創造する学校事務職員 

「学校事務 第 61 巻 第 12 号」 学事出版 平成 22 年 12 月 

 

山森 光陽 

（論文） 

・教育評価と授業 

高垣マユミ（編）「授業デザインの 前線Ⅱ：理論と実践を創造する知のプロセス」 北大路書房 平成 22 年 4 月 

（学会報告） 

・学年の学級数および学級規模に関する研究：（1）クラス替えによる生徒指導上・人間関係的問題の解決に着目して 

日本教育心理学会第 52 回総会 平成 22 年 8 月 

・学年の学級数および学級規模に関する研究：（2）クラス替えによる生徒指導上・人間関係的問題の解決のされやすさ

の分析 

日本教育心理学会第 52 回総会 平成 22 年 8 月 

・自己調整学習の支援：家庭学習に着目した研究と実践（シンポジウム） 

日本教育心理学会第 52 回総会 平成 22 年 8 月 

・学習環境の教育心理学的アプローチ（シンポジウム） 

日本教育心理学会第 52 回総会 平成 22 年 8 月 

 

 

高等教育研究部 

塚原 修一 

（論文） 

・大学の質保証システムをめぐる日本の状況 

 深堀聰子編著「学習成果アセスメントのインパクトに関する総合的研究（中間報告書）」（平成 21-23 年度国立教育政

策研究所プロジェクト研究事業・平成 21 年度調査研究報告書） 国立教育政策研究所 平成 22 年 3 月 

（学会報告） 

・Non-University Higher Education in Japan: A Comment, The International Workshop on Non-University Higher Education and 

Qualifications Framework (Nishijin Plaza, Kyushu University), March 2010 

・大学経営論の体系をめぐって 

日本高等教育学会第 13 回大会 平成 22 年 5 月 
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・The Internationalization of Research in Japan's Universities, Comprehensive Studies on Internationalization of Higher Education 

under Rapidly Changing Global Context (Sophia University), December 2010 

（その他） 

・書評 橋本鉱市著「専門職養成の政策過程──戦後日本の医師数をめぐって」 

科学技術史 10 号 

 

川島 啓二 

（論文） 

・大学教育の革新とＦＤの新展開 

「国立教育政策研究所紀要 第 139 集」 平成 22 年 3 月（査読有） 

・初年次教育から見た｢学び｣の転換 

「大学における｢学びの転換｣と学士課程教育の将来｣ 平成 22 年 3 月 

・学生支援のための学内組織 

 日本学生支援機構｢学生支援の現状と課題－学生を支援する取り組みの充実に向けて｣ 平成 22 年 5 月 

・総括：学生支援の現状と課題－学生を支援する取り組みの充実に向けて－ 

 日本学生支援機構｢学生支援の現状と課題－学生を支援する取り組みの充実に向けて－｣ 平成 22 年 5 月 

（学会報告） 

・学生支援が直面する新たな問題 
日本高等教育学会第 13 回大会 平成 22 年 5 月（共同発表） 

・学生支援の現状と課題 
大学教育学会第 32 回大会 平成 22 年 6 月 5 日（共同発表） 

・高等教育政策の動向と学生支援の今後について 

日本学生支援機構平成 22 年度全国学生指導担当教職員研修会「大学等における学生支援の役割・機能を考える」 平

成 22 年 11 月 25 日 

・「大学教育改善の新たな相貌～「学び」と向き合ってゆくために～」  

九州地区大学教育改善ＦＤ・ＳＤネットワーク・キックオフシンポジウム 平成 22 年 2 月 20 日  

・「日本のFDの現状と将来」、大学教育のグローバル化に対応したFD支援事業（大阪大学）シンポジウム 

「グローバル化する日本の大学におけるFD：その課題と展望」 平成 22 年 8 月 20 日  

・「大学教育改革の展開と学生支援」、日本学生支援機構・学生支援シンポジウム 

「ピア・サポートのダイナミズムとインパクト～学生が創造するキャンパス空間～」 平成 22 年 12 月 13 日   

（新聞寄稿） 

・自己点検ツール“ＦＤマップ”の使い方 

教育学術新聞 第 2391 号 平成 22 年 2 月 

・「ＦＤ」観の見直し－大学教育改善の新しい位相 

教育学術新聞 第 2391 号 平成 22 年 2 月 

（その他） 

・高等教育開発の課題と組織化（共著） 

「大学教育学会誌 第 32 巻 第 2 号」 平成 22 年 11 月 

  

深堀 聰子 

（論文） 

・「学習成果アセスメントのインパクトに関する総合的研究（中間報告書）」平成 21-23 年度国立教育政策研究所プロジ

ェクト研究事業（平成 21 年度調査研究報告書） 国立教育政策研究所 平成 22 年 3 月 

・大学の質保証システムの類型-「大学のマス化」と「大学の自律性」による分類 
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 深堀聰子編著「学習成果アセスメントのインパクトに関する総合的研究（中間報告書）」（平成 21-23 年度国立教育政

策研究所プロジェクト研究事業・平成 21 年度調査研究報告書） 国立教育政策研究所 平成 22 年 3 月 

・学部教育の現状と今後「機械の研究 第 62 巻第 1 号」（共著） 

養賢堂 平成 22 年 1 月 

（学会報告） 

・アメリカ保育市場における質保証と補償教育──自助の活力と限界 

第 4 回白梅子ども学講座「世界の子ども政策から学ぶ」 平成 22 年 12 月 

・学習成果の評価──工学分野における取り組みを例に考える 

日本高等教育学会平成 22 年度研究交流集会 平成 22 年 12 月 

・大学の質保証システムの類型（マス化×自律性）──学習成果アセスメントの位置づけにむけて 

日本高等教育学会第 13 回大会 平成 22 年 5 月（共同発表） 

・学習成果にもとづく質保証──工学分野における取り組み 

IDE大学協会中国・四国支部第 42 回IDE大学セミナー「大学教育の成果をどう捉えるか」 平成 22 年 8 月 24 日 

・学習成果にもとづく大学の質保証の課題と展望 

金沢工業大学・教育フォーラム 平成 22 年 3 月 

・学習成果に基づく学士課程教育──日本にとっての意義と展望 

熊本大学─文部科学省大学教育推進プログラム平成 21～23 年度採択学士課程GPキックオフ国際セミナー「学習成果に

基づく学士課程教育の体系的構築に向けて―学生が身に付ける能力を重視する世界的潮流の中で」 平成 22 年 3 月 

・第 2 部会「労働市場と教育」 

東京大学社会科学研究所二次分析研究会（近未来の課題解決を目指した実証的社会科学推進事業─生涯成長型雇用シ

ステムプロジェクト） 平成 22 年 2 月 

（雑誌寄稿） 

・大学における学習成果の評価 

「文部科学時報 12 月号」 平成 22 年 12 月 

（その他） 

・ヘッドスタート 

 アメリカ教育学会「現代アメリカ教育ハンドブック」 東信堂 平成 22 年 

 

 

国際研究・協力部 

渡辺 良 

（著書） 

・「ＡＰＥＣ等国際的なネットワークにおける教育協力に関する調査研究」(研究代表：共著) 平成 21 年度文部科学省

委託研究報告書 平成 22 年 3 月  

・“Seeing Japanese Schools through the International Benchmarking”, Special Seminar, Office of the Education Council, 8 

February, Bangkok 

・“Keynote address: Towards a new set of skills and competencies beyond knowledge”, KEDI-UNESCO Bangkok Joint Seminar 

2010 (Monitoring student learning outcomes and school performance: Towards improving quality of learning and reducing 

disparities ), Seoul, Republic of Korea, 12-15, July, 2010 

・「ＰＩＳＡの問題できるかな？」（分担翻訳） 明石書店 平成 22 年 9 月 

・「ＰＩＳＡ2009 年調査 評価の枠組み」（執筆及び分担翻訳） 明石書店 平成 22 年 10 月 

・「生きるための知識と技能④－ＯＥＣＤ生徒の学習到達度調査（ＰＩＳＡ）2009 年調査国際結果報告書」（共著）明石

書店 平成 22 年 12 月 
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鐙屋（一見）真理子 

（著書） 

・Policy and Practice of Early Childhood Education and Care across Countries: Report of NIER Study Visit Programme, De-

partment for International Research and Co-operation, National Institute for Educational Policy Research, March, 2010 

・中国における早期の子育て事情 

「教育と医学 第 58 巻 6 号」 慶應義塾大学出版会 平成 22 年 6 月 

・教育学キーワード［第 3 版］（共著）  

小澤周三編 有斐閣 平成 22 年 6 月 

（論文） 

・中国教育のなかの家族・家庭 

日本の教育史学 教育史学会紀要第 53 集 平成 22 年 10 月 

（雑誌寄稿） 

・ECEC の一層の進展目指し努力―韓国・台湾の乳幼児期教育と保育の現況をみる 

内外教育 時事通信社 平成 22 年 3 月 

・学力を「資質」幅広くとらえ、総合的な政策に練り上げる（学力向上施策の各国事情・中国編・上） 

「週刊教育資料 No.1113」 日本教育新聞社 平成 22 年 4 月 

・受験教育から「総合資質評価」への転換（学力向上施策の各国事情・中国編・下） 

「週刊教育資料 No.1115」 日本教育新聞社 平成 22 年 4 月 

（その他） 

・書評 李紅衛著「清水安蔵と北京崇貞学園―近代における日中教育文化交流史の一断面」 

日本の教育史学 教育史学会紀要第 53 集 平成 22 年 10 月 

・国際シンポジウム 東アジアにおける教育の近代化とは何か（共編訳） 

 教育史学会第 54 回大会 平成 22 年 10 月 

・東アジア（中国・韓国・台湾）の子ども政策の展開と「早期からの教育」熱 

第 4 回白梅子ども学講座 世界の子ども政策から学ぶ 平成 22 年年 10 月 

 

大塚 尚子 

（著書） 

・「韓国における教育情報開示及び科学技術政策に関する資料集」（監訳） 平成 22 年 6 月  

・「PISA の問題できるかな?－OECD 生徒の学習到達度調査」（分担翻訳） 明石書店 平成 22 年 9 月  

・「PISA2009 年調査 評価の枠組み」（分担翻訳） 明石書店 平成 22 年 10 月  

･ ｢生きるための知識と技能④ －OECD 生徒の学習到達度調査(PISA)2009 年調査国際結果報告書」（共著） 明石書店 

平成 22 年 12 月  

・「PISA2009 年調査国際結果の分析・資料集－OECD 生徒の学習到達度調査(PISA)」（共著） 平成 22 年 12 月  

 

斉藤 泰雄  

（論文） 

・ラテンアメリカ：学力国際比較調査への関心と焦燥 

「日本比較教育学会紀要 第 40 号」 平成 22 年 1 月   

・新興経済圏諸国の国際競争力と教育の課題 

「国立教育政策研究所紀要 第 139 集」 平成 22 年 3 月（査読有)  

・初等義務教育制度の確立と女子の就学奨励――日本の経験 

「国際教育協力論集 第 13 巻 第 1 号」 広島大学教育開発国際協力研究センター 平成 22 年 4 月  

・青年海外協力隊「現職教員特別参加制度」の成立経緯と制度的特色 
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  佐藤真久編 「青年海外協力隊「現職教員特別参加制度」による派遣教員の社会貢献と組織的支援・活用の可能性」 文

部科学省 平成 22 年 3 月 

（学会報告） 

・初等義務教育制度の確立と女子の就学奨励――日本の経験 

 日本比較教育学会第 46 回大会 平成 22 年 6 月 

・開発途上国への現職教員派遣事業の実績と評価  

  日本教育制度学会第 18 回大会 平成 22 年 11 月  

（雑誌寄稿） 

・再び注目されるキューバ教育  

「内外教育」時事通信社 平成 22 年年 7 月 

 

篠原 真子 

（著書） 

・「APEC 等国際的なネットワークにおける教育協力に関する調査研究」（共著） 平成 21 年度文部科学省委託研究報告

書 平成 22 年 3 月  

・“Reviewing national learning assessments-sharing practices, research findings and policy implications – Japan”, KEDI-UNESCO 

Bangkok Joint Seminar 2010 (Monitoring student learning outcomes and school performance: Towards improving quality of 

learning and reducing disparities), Seoul, Republic of Korea, July, 2010 

・「PISA の問題できるかな？」（分担翻訳） 明石書店 平成 22 年 9 月  

・「PISA2009 年調査 評価の枠組み」（分担翻訳） 明石書店 平成 22 年 10 月  

・「生きるための知識と技能④ －OECD 生徒の学習到達度調査(PISA)2009 年調査国際結果報告書」（共著） 明石書店 平

成 22 年 12 月  

 

丸山 英樹 

（著書） 

・「欧州におけるムスリム移民の教育と統合に関する研究」 科学研究費補助金若手研究(B)報告書 平成 22 年 2 月 

（論文） 

・国際的に認知される言語の多様性と欧州の言語教育政策の背景 

日本国際理解教育学会「国際理解教育第 16 号」 明石書店 平成 22 年 7 月（査読有） 

・Non-Formal Education for Sustainable Integration: District Mother project for the Turkish immigrants in Berlin 

World Council of Comparative Education Societies, XIV WCCES Proceedings 平成 22 年 6 月 

・ドイツのユネスコスクール：時間をかけた認定制度、教員の長期的責務、行政からの支援 

教育研究報告会「教育研究報告」2010(1) 平成 22 年 3 月 

（学会報告） 

・持続可能な開発のためのノンフォーマル教育 

第 4 回ノンフォーマル教育研究会 平成 22 年 12 月 

・ドイツにおけるユネスコスクール制度と教師のイニシアチブ 

日本国際理解教育学会第 20 回研究大会 平成 22 年 7 月 

・ユネスコスクール・ネットワーク再考：バルト海プロジェクト調査からの示唆 

日本比較教育学会第 46 回大会 平成 22 年 6 月（共同発表） 

・Comparative Analysis of the Effect of Non-formal & Informal Learning for the Well-being of Lifelong Learners 

XIV World Congress of Comparative Education Societies 平成 22 年 6 月（共同発表） 

・Non-Formal Education for Sustainable Integration: "District Mother" Project for the Turkish Immigrants in Berlin 

XIV World Congress of Comparative Education Societies 平成 22 年 6 月 
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・欧州の社会統合政策に見る言語と文化－トルコ系移民を中心に－ 

日本言語政策学会 平成 22 年 4 月 

（翻訳） 

・「国連持続可能な開発のための教育の 10 年中間年レビュー：ESD の文脈と構造（UNESCO, 2009, Review of Contexts and 

Structures for Education for Sustainable Development）」 国立教育政策研究所 平成 22 年 7 月 

・「先進国における子どもの幸せ（UNICEF Innocenti Research Centre, 2007, Child Poverty in Perspective: An overview of child 

well-being in rich countries）」 国立教育政策研究所 平成 22 年 3 月 

・「リテラシーとシティズンシップの促進：言説と効果的な実践（UNESCO Institute for Lifelong Learning, 2008, Literacy and 

the Promotion of Citizenship: Discourses and Effective Practice）」 国立教育政策研究所 平成 22 年 2 月 

 

袰岩 晶 

（著書） 

・「生きるための知識と技能④ －OECD 生徒の学習到達度調査(PISA)2009 年調査国際結果報告書」（共著） 明石書店 平

成 22 年 12 月  

・「PISA2009 年調査国際結果の分析・資料集－OECD 生徒の学習到達度調査(PISA)」（共著） 平成 22 年 12 月 

 

 

教育研究情報センター 

小松 幸廣 

（学会報告） 

・教材イラストの利用形態と期待される効果 

「日本科学教育学会 平成 21 年度 第 3 回研究会報告」 平成 22 年 2 月 

・イラスト教材の使われ方と提供のあり方  

「日本科学教育学会 平成 22 年度年会論文集」 平成 22 年 9 月  

・デジタル教材の整備と電子化教科書への可能性  

「日本教材学会 第 22 回研究発表大会論文集」 平成 22 年 10 月 

 

吉岡 亮衛  

（論文）  

・中学生の読解力と読書活動の関係  

立田慶裕「言語力の向上をめざす生涯にわたる読書教育の総合的研究」 

 平成 19～21 年度プロジェクト研究調査報告書 平成 22 年 3 月  

・中学生の読解力と読書活動の関係  

国立教育政策研究所編「読書教育への招待－確かな学力と豊かな心を育てるために－」 

東洋館出版社 平成 22 年 8 月  

（学会報告）  

・高校 1 年生の「生命」概念の理解について  

 「日本理科教育学会全国大会発表論文集 第 8 号」 平成 22 年 8 月  

・卓越性の科学教育とは  

 「日本科学教育学会年会論文集 34」 平成 22 年 9 月  

・高校生の持つ「人生の意味」についての考え方  

 「日本科学教育学会年会論文集 34」 平成 22 年 9 月 

 

福本 徹 
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（著書） 

・福本徹ほか「シリーズ学校図書館学」編集委員会編 シリーズ学校図書館学第 2 巻 

「学校図書館メディアの構成」 全国学校図書館協議会 平成 22 年 3 月 

（学会報告） 

・大学生の情報源探索能力向上に関する実践 

「日本教育工学会研究報告集」 JSET10-1 平成 22 年 3 月 

・教員および高専学生を対象とした知的財産教育の実践（共著） 

「日本教育工学会研究報告集」 JSET10-3 平成 22 年 7 月 

・病院訪問教育における理科実験に関する実践～有意味受容学習に着目して～（共著） 

「電子情報通信学会技術研究報告」 ET2010-24～ET2010-40 平成 22 年 9 月 

 

榎本 聡 

（論文）  

・Development of the Portable Hands-on Learning Support Tool using PDA 

「Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2010」Satoshi Enomoto, 

Tomohiro Yamamoto, July, 2010（査読有） 

（学会報告） 

・教科書等に連動したコンテツを提示する発展的学習支援システムの試行開発（共著） 

「電子情報通信学会技術報告 Vol.110, No. 312, ET2010-63」 平成 22 年 11 月 

・携帯型体験学習支援システムを活用した理科観察の実践と評価（共著） 

 「日本教育工学会第 26 回全国大会講演論文集」 平成 22 年 9 月 

 

江草 由佳 

（論文） 

・タスク種別とユーザ特性の違いが Web 情報探索行動に与える影響: 眼球運動データおよび閲覧行動ログを用いた分析

「情報知識学会誌 20(3)」 平成 22 年 10 月（共著）（査読有）  

・Using a Concept Map to Evaluate Exploratory Search 

「Proceedings of the Third Symposium on Information Interaction in Context (IIiX 2010)」 平成 22 年 8 月（共著）（査読有） 

・Link Depth: Measuring How Far Searchers Explore Web 

「Proceedings of the 43rd Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS 2010)」 平成 22 年 1 月（共著）（査

読有） 

（学会報告） 

・Toward Understanding User Behaviors through Analysis of Search Sessions, Search Units, and Click Ranks 

「Proceedings of Conference on Multilingual and Multimodal Information Access Evaluation (CLEF 2011)」 平成 22 年 9 月

（共著） 

・簡易類似文書検索手法「ふわっと関連検索」の予備的評価と分析 

「情報処理学会情報基礎とアクセス技術研究報告会 2010-IFAT-99(14)」 平成 22 年 7 月（共著） 

・セレンディピティを促す論文検索ツール「ふわっと関連検索」 

「ディジタル図書館 (38)」 平成 22 年 3 月（共著） 

 

 

教育課程研究センター基礎研究部 

角屋 重樹 

（著書） 
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・「ことば」で伸ばす子どもの学力－小学校・言語活動の評価と指導のポイント－ 

小森茂・角屋重樹編著 ぎょうせい 平成 22 年 8 月 

・「現代理科教育改革の特色とその具体化」 

橋本健夫・鶴岡義彦・川上昭吾編 東洋館出版社 平成 22 年 8 月 

・「実践教育評価事典」 

梶田叡一・加藤明編著 文溪堂 平成 22 年 8 月 

（論文） 

・科学的思考力の評価問題の開発に関する研究－PISA2006 科学的リテラシーの「科学的能力」に着目して－（共著） 

「日本教科教育学会誌 第 32 巻 第 4 号」 平成 22 年 3 月（査読有） 

・メタ認知を活性化する観察・実験活動が高校生に科学的知識の理解に及ぼす効果―高等学校化学「混合物の分離・同

定」を事例として―（共著） 

「理科教育学研究 第 51 巻 第 1 号」 平成 22 年 3 月（査読有） 

・酪農体験活動を通して子どもに育成される力に関する基礎的研究―教師および農家に対する質問紙調査をもとに― 

（共著） 

「広島大学大学院教育学研究科紀要 第二部（文化教育開発関連領域）第 59 号」 平成 22 年 12 月 

 

有元 秀文 

（著書） 

・OECD キー・コンピタンシーを育てるためにどのような言語力をどのように育てたらよいか 

学校教育研究所編「新しい教育課程における言語活動の充実」 学校教育研究所 平成 22 年 3 月 

・「言語力検定 5・6 級公式テキスト」 

日本能率協会マネジメントセンター  平成 22 年 3 月 

・PISA 読解力調査から見た「国語Ｂ問題」の課題 

全国大学国語教育学会編「国語学力調査の意義と問題」 明治図書出版 平成 22 年 4 月 

・「ブッククラブで楽しく学ぶクリティカル・リーディング入門 －国際化社会を生き抜く読書力がだれでも身につく－」 

ナカニシヤ出版 平成 22 年 6 月 

・「読解力が飛躍的に向上するブッククラブの実践入門 －だれでも明日からできる七つのストラテジー－」 

明治図書出版 平成 22 年 8 月 

・第 12 章 国際的（PISA 型）読解力と「活用型の言語力」の指導と評価 

小島宏・岩谷俊行編「新しい学習評価のポイントと実践」 ぎょうせい 平成 22 年 9 月 

（論文） 

・これからの国語教育をどうしたらいいか  ―早稲田大学で学んだことをどう生かすか？― 

「早稲田大学国語教育研究 第 30 集」 平成 22 年 3 月 

（雑誌寄稿） 

・ブッククラブは難しくない－教科書教材でできる易しく楽しいブッククラブ 

「国語教育 1 月号」 明治図書出版 平成 22 年 1 月 

・リーディング・リテラシー育成の課題 

「新学校経営相談 12 ヵ月第 3 巻学力向上を目指す授業と評価」教育開発研究所 平成 22 年 2 月 

・ブッククラブは新学習指導要領が求める力を も効率的に育てる 

「国語教育 2 月号」 明治図書出版 平成 22 年 2 月 

・僻地校のブッククラブへの挑戦－どんな子供でも、正確に読み、論理的に書き、生き生きと話し合う力が付く 

「国語教育 3 月号」 明治図書出版 平成 22 年 3 月 

・選挙権－年齢引き下げ論 ～選挙年齢の引き下げに対応するための課題解決のディスカッションの学習～ 

「社会科教育 3 月号」 明治図書出版 平成 22 年 3 月 
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・ブッククラブでやる気の出る言語活動を創造しよう 

「実践国語研究 平成 22 年 4／5 月号」 明治図書出版 平成 22 年 5 月 

・新しい学習指導要領の実施に向けてⅠ－言語活動の充実と専門高校－ 

「産業と教育 平成 22 年 5 月号」 実教出版 平成 22 年 5 月 

・ブッククラブで思考が活性化する発問をしよう ―どんな子どもでも本が好きになり国語力が飛躍的に向上する魔法

の指導法― 

「教育研究 22 年 7 月号」社団法人初等教育研究会 平成 22 年 6 月 

・PISA は日本人の基礎学力観を根底から変えた ―しかし日本人がＰＩＳＡを習得するのは遠い先ではない― 

「現代教育科学 平成 22 年 8 月号」 明治図書出版 平成 22 年 7 月 

・楽しくて力がつくブッククラブをやってみよう 

「平塚教育 第 218 号」 平塚市教育研究所 平成 22 年 7 月 

・ブッククラブが面白い ―文学を土台にし、多読を通して国語カリキュラムのすべてを包含した画期的なメソッド― 

「授業づくりネットワーク 平成 22 年 8 月号」 学事出版 平成 22 年 7 月 

・原点 PISA に立ち返れ ―新評価の観点「表現力」とは PISA が求める読解表現力である 

「国語教育 12 月号」 明治図書出版 平成 22 年 12 月 

 

小倉 康 

（著書） 

・「実践教育評価事典」 

梶田叡一・加藤明編（共著）文溪堂 平成 22 年 8 月 

・「生きるための知識と技能 4－OECD 生徒の学習到達度調査(PISA)2009 年調査国際結果報告書」 

国立教育政策研究所編（共著）明石書店 平成 22 年 12 月 

（論文） 

・高等学校理科教員実態調査報告―理科の授業に関する教員の意識と取り組みについて－ 

「日本理科教育学会全国大会要項 第 8 集」（共著） 平成 22 年 8 月 

・各地域における理科教育支援 

「日本理科教育学会全国大会要項 第 8 集」（共著） 平成 22 年 8 月 

・理科を教える小学校教員の養成に関する調査 

「日本理科教育学会全国大会要項 第 8 集」（共著） 平成 22 年 8 月 

・高等学校理科教員実態調査報告－特色ある理科の取組及び様々な状況の違いと理科教育との関係について－ 

「日本科学教育学会年会論文集 34」（共著） 平成 22 年 9 月 

（学会報告） 

・理科教育推進の現状と課題 

「大阪教育大学科学教育シンポジウム『実践的理科力と教員養成』報告書」 平成 22 年 3 月 

・理科における技術的問題解決能力の育成 

「レゴ エデュケーション カンファレンス 2010」 平成 22 年 6 月 

・PISA から見える日本の科学リテラシー 

「日本化学会化学教育協議会 第 17 回化学教育フォーラム」 平成 22 年 3 月 

・科学技術と教育を考える 科学技術はなぜ「理科」から消えたのか 

「東京大学グローバル COE 科学技術と社会安全の関係を考える市民講座 2009」 平成 22 年 1 月 

・科学的リテラシーを向上させる優れた理科授業に関する教師用ビデオ教材の開発 

「国立教育政策研究所 平成 19～21 年度文部科学省科学研究費補助金研究成果報告書」 平成 22 年 3 月 

（雑誌寄稿） 

・日本の子どもたちのキャリア意識と理科教育 
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「理科の教育 第 59 巻通巻 695 号」日本理科教育学会編 東洋館出版社 平成 22 年 6 月 

・国際的動向をふまえたカリキュラム 

「科学 第 80 巻第 5 号」岩波書店 平成 22 年 5 月 

・これからの社会で生きる力を育む理科を実現する学校とは 

「理科の教育 第 59 巻通巻 701 号」日本理科教育学会編 東洋館出版社 平成 22 年 12 月 

 

後藤 顕一 

（学会報告） 

・フィリピン教員養成大学における持続可能な発展に関する教材・指導法の開発 

「国際開発学会第 11 回年会春季大会論文集」平成 22 年 6 月（共著） 

・｢相互評価表｣を用いる学習法の開発 

「日本理科教育学会全国大会要項 第 8 集」 平成 22 年 8 月（共著） 

・｢相互評価表｣を用いた生徒間の考察課題の評価 

「日本理科教育学会全国大会要項 第 8 集」 平成 22 年 8 月（共著） 

・定型文学習法の実践 

「日本理科教育学会全国大会要項 第 8 集」 平成 22 年 8 月（共著） 

・SD 理科教材開発の国際協働研究 

「日本理科教育学会全国大会要項 第 8 集」 平成 22 年 8 月（共著） 

・SD 理科教材開発の国際協働研究－韓国における成果と展望－ 

「日本理科教育学会全国大会要項 第 8 集」 平成 22 年 8 月（共著） 

・プラスチックを考える SD 理科教材の開発 

「日本理科教育学会全国大会要項 第 8 集」 平成 22 年 8 月（共著） 

・「相互評価表」を用いた高等学校化学実験の取り組み 

「日本科学教育学会年会論文集 34」 平成 22 年 9 月（共著） 

・年間を通した高等学校化学実験レポート作成の取り組み 

「日本科学教育学会年会論文集 34」 平成 22 年 9 月（共著） 

・「相互評価表」を用いた高等学校化学実験授業の事例研究 

「日本科学教育学会年会論文集 34」 平成 22 年 9 月（共著） 

・「高校化学実験の意義を考える一事例①」 

「日本科学教育学会年会論文集 34」 平成 22 年 9 月（共著） 

・Development of O2 and CO2 measurement system for science education 

“The International Chemical Congress of Pacific Basin Societies (Pacifichem 2010)”, December, 2010（共著） 

（雑誌寄稿） 

・年間を通したレポート作成で思考力・判断力・表現力を高める指導 

「理科の教育 第 59 巻 通巻 694 号」 日本理科教育学会 平成 22 年 5 月（共著） 

 

五島 政一 

（論文） 

・英国のサステイナブル・スクールの展開と日本における教育実践への示唆－サステイナブル・スクール実践校におけ

る学力追跡調査と政策研究に基づいて－（共著） 

「環境教育 第 20 巻第 1 号」日本環境教育学会 平成 22 年 8 月 （査読有) 

・教員養成課程学生の自然観察的な自然事象への気づきに影響を及ぼす要因の検討（共著） 

「理科教育学研究 第 51 巻第 2 号」日本理科教育学会 平成 22 年 11 月（査読有） 

（学会報告） 



所員業績一覧 

 339

・ESD の観点に立った環境教育の実践的研究（共著） 

「日本環境教育学会第 21 回大会『研究発表要旨集』」環境教育学会 平成 22 年 5 月 

・ESD の実践としての地学教育の可能性（共著） 

「平成22年度全国地学教育研究大会・日本地学教育学会第64回全国大会三重大会講演予稿集」 日本地学教育学会 平

成 22 年 8 月 

・オリジナルの教材・教具とフィールドワークを導入した防災教育の教師教育プログラムの開発と成果（共著） 

「平成 22 年度全国地学教育研究大会・日本地学教育学会第 64 回全国大会三重大会講演予稿集」 平成 22 年 8 月 

・Development of the New Problem-Solving Model to Show the Importance of Geological 

Fieldwork for Nurturing the Science Literacy 

IGC conference proceedings IGC Masakazu GOTO 2010.8 

・学校・地域の連携による体系的な防災教育の推進 

「日本安全教育学会 第 11 回宮城大会予稿集」平成 22 年 9 月 

・持続可能性についての一考察 ～学校教育における ESD の推進を目指して～（共著） 

「共生科学会 第 2 回全国大会予稿集」平成 22 年 10 月 

・今後の理科教育と科学コミュニケーション能力育成のための科学博物館の利用 

「21 世紀型科学教育の創造 2010－科学コミュニケーションのグランドデザインー」平成 22 年 12 月 

（雑誌寄稿） 

・防災教育に関連する新学習指導要領の内容と理科を中心とした防災教育の在り方と推進 

「理科の教育 第 59 巻通巻 698 号」 東洋館出版社 平成 22 年 9 月 

 

名取 一好 

（雑誌寄稿） 

・これからの専門高校教育の在り方を巡って 

「産業と教育 第 697 号」 実教出版 平成 22 年 11 月 

 

二井 正浩 

（著書） 

・ICT を活用した社会科の学習指導法 

 原田智仁編著「社会科教育のフロンティア」保育出版社 平成 22 年 2 月 

・高校地歴科歴史授業実践からの理論化・授業提案 日本史「ひげの中世と近世」 

社会系教科教育学会編「社会系教科教育研究のアプローチ」学事出版 平成 22 年 2 月 

・公民科教育の評価 

 社会認識教育学会編「公民科教育」学術図書出版社 平成 22 年 9 月 

（学会報告） 

・政策研究からせまる社会科―政策研究としての諸アプローチ― 

「平成 22 年度全国社会科教育学会第 59 回全国研究大会 発表要旨集録」 平成 22 年 10 月 

（雑誌寄稿） 

・「指導と評価の一体化」をいかに図るか－観点別評価の導入における課題－ 

「月刊高校教育 2010 8 月号」学事出版 平成 22 年 8 月 

 

西野 真由美 

（学会報告） 

・徳育の現代的意義を問う 

「日本教育学会第 69 回大会研究発表」 平成 22 年 8 月 
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西村 圭一 

（著書） 

・「中学校新数学科 活用型学習の実践事例集－豊かに生きる力をはぐくむ数学授業」（編著） 

 明治図書 平成 22 年 2 月 

・「中学校新教育課程 数学科の指導計画作成と授業づくり」 

久保良宏・久永靖史編著 明治図書 平成 22 年 2 月（分担執筆） 

・「高等学校新学習指導要領の展開数学科編」 

吉田明史編著 明治図書 平成 22 年 6 月（分担執筆） 

・数学的リテラシー 

国立教育政策研究所編「生きるための知識と技能 4 OECD 生徒の学習到達度調査（PISA）2009 年調査国際結果報告

書」明石書店 平成 22 年 12 月 

（論文） 

・統計的思考力育成のための複合デジタル教材―数学科で活用する「科学の道具箱」―（共著） 

「日本数学教育学会誌数学教育 第 92 巻第 1 号」 平成 22 年 1 月（査読有） 

・統計的に考える力・説明する力を育てる「科学の道具箱」 

「日本数学教育学会誌算数教育 第 92 巻第 2 号」 平成 22 年 2 月（共著） 

・A Study on Connecting Mathematics with the Real World 

「5th East ASIA Reginal Conference on Mathematics Education」 平成 22 年 8 月（共著） 

・データに対する多面的な見方を育成する数学的モデリングの教材開発 

「日本科学教育学会年会論文集 34」 平成 22 年 9 月（共著） 

（学会報告） 

・算数・数学科における統計的思考力の育成 

「日本科学教育学会年会論文集 34」 平成 22 年 9 月 

・問題解決型統計教育の推進へ向けて 

「統計関連学会連合大会」 平成 22 年 9 月 

（雑誌寄稿） 

・統計ソフト 統計的思考力の育成をめざす「科学の道具箱」 

「教育科学数学教育 No.630」明治図書 平成 22 年 4 月（共著） 

・求められる授業改革－海外のデジタル教材はここまで進んでいる 

「教育科学数学教育 No.633」明治図書 平成 22 年 7 月（共著） 

・PISA から探る新しい学力像と授業づくり 

「教育科学数学教育 No.636」明治図書 平成 22 年 10 月 

 

吉冨 芳正 

（学会報告） 

・「学校の教育課程改善に果たす教育委員会の役割」 

日本カリキュラム学会第 21 回大会 平成 22 年 7 月 

 

松原憲治 

（論文） 

・理科授業における日常生活との関連 (1)－国際比較調査の結果から－ 

「日本科学教育学会研究会研究報告 第 24 巻 第 3 号」 平成 22 年 2 月 

・ムーブを分析単位とした理科の授業分析 
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「日本科学教育学会研究会研究報告 第 24 巻 第 5 号」 平成 22 年 5 月 

（学会報告） 

・国際教育協力を志向した授業分析(2) 

「日本理科教育学会全国大会要項 第 8 集」平成 22 年 8 月 

・理科授業での生徒の理解の過程に関する談話分析 

「日本科学教育学会年会論文集 34」平成 22 年 9 月 

・A Development of Lesson Analysis for Student-centered Science Teaching in International Cooperation 

2010 International Conference in Science and Mathematics Education UP NISMED Oct.2010 

（雑誌寄稿） 

・ザンビアにおける理科の授業研究と日本の国際教育協力 

「理科の教育 第 59 巻 通巻 700 号」 東洋館出版社 平成 22 年 11 月 

 

萩原 康仁 

（論文） 

・学校での多様な取組と年間授業時数を考慮した小学校の英語活動におけるテストデータの一分析 

「日本テスト学会誌 第 6 巻 第 1 号」 平成 22 年 6 月（査読有） 

（学会報告） 

・学年の学級数および学級規模に関する研究（1）クラス替えによる生徒指導上・人間関係的問題の解決に着目して（共

同発表） 

日本教育心理学会第 52 回総会 平成 22 年 8 月 

・学年の学級数および学級規模に関する研究（2）クラス替えによる生徒指導上・人間関係的問題の解決のされやすさ

の分析（共同発表） 

日本教育心理学会第 52 回総会 平成 22 年 8 月 

 

教育課程研究センター研究開発部 

西辻 正副 

（論文）  

・指導要録における「評価の観点」の史的変遷 

 「国語科教育 第六十八集」 全国大学国語教育学会 平成 22 年 9 月（査読有） 

・高等学校における漢字指導の現状と課題 

 「日本語学 7 月号」  明治書院 平成 22 年 7 月 

 

杉本 直美 

（著書） 

・「自立した読み手が育つ読書生活デザイン力 －子どもが変わる読書指導－」 

東洋館出版社 平成 22 年 8 月 

・「豊かな言語活動が拓く国語単元学習の創造 6 中学校編」 

日本国語教育学会監修（中学校編，編集委員） 東洋館出版社 平成 22 年 8 月 

（論文) 

・読書材として新聞「紙面」を活用する 

「実践国語研究 8／9 月号」 明治図書 平成 22 年 9 月 

・読書生活を切り開くという意識をもつ 

「教育科学国語教育 9 月号」 明治図書 平成 22 年 9 月 

・新学習指導要領にみる読書指導と学校図書館の活用 ―国語科としてどうかかわるか 
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 「学校図書館 9 月号」 全国学校図書館協議会 平成 22 年 9 月 

・中学校・国語 調査を授業改善に生かす 

「教育委員会月報 10 月号」 文部科学省 第一法規 平成 22 年 10 月 

・「学力の三要素」を育成するための授業づくり 

「日本語学 11 月号」 明治書院 平成 22 年 10 月 

 

中尾 敏朗 

（学会報告） 

・「持続可能な社会とこれからの歴史学習」 

日本社会科教育学会 第 60 会大会シンポジウム 平成 22 年 11 月 

 

笠井 健一 

（著書） 

・算数科授業における「活用」（共編著） 

 「授業における「活用」」 東洋館出版社 平成 22 年 5 月 

（雑誌寄稿） 

・算数科の移行期 終年度の実践課題とその対応 

「初等教育資料 4 月号」文部科学省 東洋館出版社 平成 22 年 4 月 

・算数科における指導要録改善ポイント 

「初等教育資料 6 月号」文部科学省 東洋館出版社 平成 22 年 6 月 

・学習意欲をはぐくむ学習指導 

「初等教育資料 6 月号」文部科学省 東洋館出版社 平成 22 年 6 月 

・何でたし算していいの？ 

「初等教育資料 7 月号」文部科学省 東洋館出版社 平成 22 年 7 月 

・算数科における道徳教育 

「初等教育資料 7 月号」文部科学省 東洋館出版社 平成 22 年 7 月 

・算数的活動の充実 

「初等教育資料 7 月号」文部科学省 東洋館出版社 平成 22 年 7 月 

・算数科における言語活動の充実 

「初等教育資料 10 月号」文部科学省 東洋館出版社 平成 22 年 10 月 

・有理数の乗法の意味を拡張の考えを基にきちんと教える 

「算数授業研究 第 68 号」筑波大学附属小学校算数研究部 東洋館出版社 平成 22 年 2 月 

・新しい学習評価の趣旨の基で，図形についての評価はどうしたらいいのか。 

「算数授業研究 第 71 号」筑波大学附属小学校算数研究部 東洋館出版社 平成 22 年 8 月 

・小学校算数科における「思考・判断・表現」とその評価 

「指導と評価十一月号」（社）日本図書文化協会／日本教育評価研究会 平成 22 年 11 月 

（その他) 

・新学習指導要領前面実施直前！文部科学省教科調査官対談 国語×算数 

「小五教育技術 11／12 月号」 小学館 平成 22 年 10 月 

 

向後 秀明 

（論文） 

・英語教育におけるティーム・スピリット 

  「全英連会誌 第 48 号」 全国英語教育研究団体連合会 平成 22 年 11 月 
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・生涯英語を学ぶ礎を作る学校教育 

  「英語教育 1 月号 第 59 巻 第 11 号」 大修館書店 平成 22 年 12 月 

 

佐藤 豊 

（著書）  

・「めざそう保健体育教師」（共著） 

朝日出版 平成 22 年 3 月 

（その他） 

・日本の学習指導要領とスタンダード 

平成 19-20 年度科学研究費基礎研究Ａ 高橋健夫偏「体育科のナショナルスタンダード策定の試みとその妥当性の検

証報告書」 平成 22 年 3 月 

・小・中学生段階の技能達成状況と学習指導要領の内容の妥当性に関する研究 

 平成 19-20 年度科学研究費基礎研究Ａ 高橋健夫偏「体育科のナショナルスタンダード策定の試みとその妥当性の検

証報告書」 平成 22 年 3 月 

・ゴール型球技としてのハンドボール 

「ハンドボール研究 第 11 号」 日本ハンドボール協会 平成 22 年 6 月  

・今、体育の学習評価はどのように変わろうとしているのか 

「体育科教育」 大修館書店 平成 22 年 5 月  

 

森 良一 

（雑誌寄稿） 

・これからの高校保健 

  「保健体育教室 第 287 号」 大修館書店 平成 22 年 6 月 

・新学習指導要領で保健をこう教えてほしい 

  「体育科教育 平成 22 年 8 月号」 大修館書店 平成 22 年 8 月 

（その他） 

・「食と咀しゃくに対する実態等調査委員会報告書」   

日本学校保健会 平成 22 年 2 月 

・「保健主事のための実務ハンドブック」 

 文部科学省発行 平成 22 年 3 月 

 

水戸部 修治 

（著書） 

・日本版「PISA スーツケース」の開発（共著） 

 研究報告書 平成 22 年 3 月 

 

田代 直幸 

（著書） 

・「発想が広がり思考が深まるこれからの理科授業 中学校第 1 分野」（編著） 

東洋館出版社 平成 22 年 11 月 

・「発想が広がり思考が深まるこれからの理科授業 中学校第 2 分野」（編著） 

東洋館出版社 平成 22 年 11 月 

（論文） 

・学習指導要領の改訂に伴う生物教育の新たなる展開（2） 
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 「都生研会誌 No.46」 東京都生物教育研究会 平成 22 年 7 月（査読有） 

・新学習指導要領 生物領域における改訂 

 「生物教育 Vol.51 特別号」 日本生物教育学会 平成 22 年 7 月 

・これからの理科教育 内容の系統性と能力の育成 

 「新しい理科の指導資料 第 38 集」 全国中学校理科教育研究会 平成 22 年 2 月 

（雑誌寄稿） 

・新しい学習指導要領の高校生物の特徴 1～5 

 「中等教育資料 No.884～885, 889～891」 文部科学省 ぎょうせい 平成 22 年 1～2 月、6～8 月 

・新しい学習指導要領の高校地学の特徴 1 

 「中等教育資料 No.895」 文部科学省 ぎょうせい 平成 22 年 12 月 

・多様性から共通性を学ぶ 

 「Science Window Vol.4 No.4」 科学技術振興機構 平成 22 年 10 月 

 

白旗 和也 

（雑誌寄稿） 

・新学習指導要領に期待する 

「女子体育」 日本女子体育連盟機関誌 平成 22 年 1 月 

・授業を変える「学習指導要領解説」の活用術 

「月刊 体育科教育 1 月号」 大修館書店 平成 22 年 1 月 

・体育科の移行期 終年度の実践課題とその対応 

  「初等教育資料 4 月号」 文部科学省 東洋館出版 平成 22 年 4 月 

・体育科の指導要録改善のポイント 

  「初等教育資料 5 月号」 文部科学省 東洋館出版 平成 22 年 5 月 

・体育科における道徳教育 

「初等教育資料 7 月号」 文部科学省 東洋館出版 平成 22 年 7 月 

 

寺田 登 

（雑誌寄稿） 

・社会科における指導要録改善のポイント 

  「初等教育資料 第 861 号」 文部科学省 東洋館出版社 平成 22 年 5 月 

・新しい評価の観点の趣旨を踏まえた指導と評価の計画の作成のポイント 

 「初等教育資料 第 865 号」 文部科学省 東洋館出版社 平成 22 年 9 月 

・社会科における学習評価の改善と指導の工夫 

  「初等教育資料 第 869 号」 文部科学省 東洋館出版社 平成 22 年 12 月 

 

 

教育課程研究センター総合研究官 

猿田 祐嗣 

（著書） 

・国際比較調査からみた日本の理科教育の特色 

橋本健夫・鶴岡義彦・川上昭吾編「現代理科教育改革の特色とその具現化－世界の科学教育改革を視野に入れて」 東

洋館出版社 平成 22 年 8 月 

・ＴＩＭＳＳ 

梶田叡一・加藤明監修「改訂 実践教育評価事典」文溪堂 平成 22 年 8 月 
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・科学的リテラシー 

国立教育政策研究所編「生きるための知識と技能 4 OECD 生徒の学習到達度調査（PISA）2009 年調査国際結果報告

書」明石書店 平成 22 年 12 月 

（論文） 

・論理的思考に基づいた科学的表現力に関する研究 －TIMSS 及び PISA 調査の分析を中心に－ 

広島大学博士論文 平成 22 年 3 月（査読有） 

・活用能力としてのキー・コンピテンシーの育成について 

「日本科学教育学会第 34 回年会論文集」平成 22 年 9 月 

（学会報告） 

・ムーブを分析単位とした理科の授業分析 

「日本科学教育学会研究会研究報告 第 24 巻 第 5 号」平成 22 年 5 月（共著） 

・An Analysis of the Sequences of Problem Solving in the Japanese 6th Grade School 

Science Textbook: In the Contents Area of “Substances and Energy” 

Australasian Science Education Research Association (ASERA) 41st Conference, 平成 22 年 6 月（共著） 

・TIMSS 理科の論述形式課題に対する回答に見る日本の児童・生徒の特徴(13)－TIMSS の調査枠組みから見た学力の捉

え方の変遷について－ 

「日本科学教育学会研究会研究報告 第 25 巻 第 2 号」 平成 22 年 12 月 

・中学生の科学的記述学力の評価に関する研究(14) 

「日本科学教育学会研究会研究報告 第 25 巻 第 2 号」 平成 22 年 12 月（共著） 

（雑誌寄稿） 

・科学的リテラシーとしての活用能力について－国際的な動向を中心として－ 

「理科の教育 第 691 号」日本理科教育学会 東洋館出版社 平成 22 年 2 月 

・「思考・判断」と「表現」の関係を再考する－評価の 4 観点の変更をめぐって－ 

「理科の教育 第 693 号」日本理科教育学会 東洋館出版社 平成 22 年 4 月 

 

 

生徒指導研究センター 

滝 充 

（論文） 

・学校におけるいじめ 

 武内清編「子どもの「問題」行動」 学文社 2010 年 3 月 

・不登校を減らす −事実を直視した対応の必要性 

 「信濃教育 第 1484 号」 2010 年７月 

・「リーダー性」の土台となるもの 

 「児童心理 臨時増刊」 2010 年８月 

・ピア・サポート 他者から認められる喜びを学ぶ 

 「児童心理 増刊号」 2010 年 10 月 

・Relations Among Bullying, Stresses, and Stressors: A Longitudinal and Comparative Survey Among Countries 

 Shane R. Jimerson, Susan M, Swearer and Dorothy L. Espelage (eds.) Handbook of Bullying in Schools, Routledge, January, 2010 

 

藤田 晃之 

（著書） 

・「キャリア教育リーダーのための図説キャリア教育」（共編著） 

 雇用問題研究会 平成 22 年 4 月 
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・「キャリア教育文献資料集：学校から職業への移行」［第 11 巻～第 20 巻及び別冊］（監修、別冊共著） 

 日本図書センター 平成 22 年 4 月 

（学会報告） 

・新しい学習指導要領の特質について 

「筑波教育学研究 第 8 号」 平成 22 年 3 月  

（雑誌寄稿） 

・キャリア教育の新たな方向性―中央教育審議会「キャリア教育・職業教育特別部会」における審議に注目して－ 

「産業と教育」 実教出版 平成 22 年 3 月  

・連載 キャリア教育の一層の充実を求めて(3)～(10) 

「中等教育資料」 文部科学省 ぎょうせい 平成 22 年 3～4、6～7、9～12 月号 

・「高等学校におけるキャリア教育の在り方―中央教育審議会キャリア教育・職業教育特別部会「第二次審議経過報告」

を読む」 

「産業と教育」 実教出版 平成 22 年 7 月  

・自分の生き方を創るキャリア教育 

「はるかプラス 第 27 巻第 9 号」 平成 22 年 9 月  

・自立に向けての高校生の現状と課題 （労働政策フォーラム 若者問題への接近―自立への経路の今日的あり方をさぐる） 

「ビジネス・レーバー・トレンド」 労働政策研究・研修機構  平成 22 年 10 月  

・キャリア教育における学校間の接続と連携 

「神奈川大学高大連携協議会主催シンポジウム第 5 回報告書」 平成 22 年 10 月  

・改めてキャリア教育とは何かを考える 

「月刊高校教育 第 43 巻第 13 号」 平成 22 年 11 月  

・厳しい雇用状況下におけるキャリア教育の意義と課題 

「産業と教育」 実教出版 平成 22 年 12 月  

（その他）  

・「小学校キャリア教育の手引き」（作成編集担当） 

文部科学省 平成 22 年 1 月  

・「自分を社会に生かし、自立を目指すキャリア教育（高等学校向けキャリア教育推進支援資料）」（作成編集担当） 

国立教育政策研究所生徒指導研究センター 平成 22 年 2 月 

 

藤平 敦 

（著書） 

・「生徒指導提要」 

文部科学省 平成 22 年 5 月 

・ネット上のいじめの基本的理解と対応・予防 

「いじめの解明」 第一法規株式会社 平成 22 年 5 月 

・学校運営 

・「問題の起こりにくい中学校における生徒指導の実践サイクル」 全国公立学校教頭会 平成 22 年 5 月 

・中学校 

「生徒指導の役割連携の推進に向けて」 全日本中学校校長会 平成 22 年 5 月 

・問題が起こりにくい中学校での生徒指導のサイクル 

「教職研修 6 月号」 教育開発研究所 平成 22 年 5 月 

・不登校問題・「未然防止の必要性」 

「教育ニュース」 日本教育会 平成 22 年 8 月 

・落ち着いた学校環境づくり 
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「教育時報」 岡山県教育委員会 平成 22 年 9 月 

・スクールポリス 

「現代アメリカ教育ハンドブック」 アメリカ教育学会編 平成 22 年 10 月 

・入学した生徒一人一人を卒業に導くために 

「月刊 少年育成」 大阪少年補導協会 平成 22 年 11 月 

・不登校・中途退学(高等学校)の調査について 

「教育委員会月報 12 月号」 文部科学省 第一法規 平成 22 年 12 月 

・連載 よくわかる生徒指導 

「教職課程 9～12、1～2 月号」 協同出版 平成 22 年 7～12 月 

（学会報告） 

・若い教師のための生徒指導 

日本生徒指導学会第 11 回大会フォーラム 平成 22 年 11 月 

 

城戸 茂 

（雑誌寄稿） 

・中学校における学習評価と指導要録の改善 「特別活動」 

「中等教育資料 No.889」 文部科学省 ぎょうせい 平成 22 年 6 月 

・連載 中学校特別活動の充実と発展（8～10） 

「中等教育資料 No.890, 891, 893」 文部科学省 ぎょうせい 平成 22 年 7、8、10 月 

・問題行動等調査結果を踏まえた今後の対応の在り方について  伝統文化を尊重する教育 「特別活動」 

「中等教育資料 No.894」 文部科学省 ぎょうせい 平成 22 年 11 月 

・問題行動等調査結果に見る暴力行為といじめの状況について 

「教育委員会月報 12 月号」 文部科学省 第一法規 平成 22 年 12 月 

 

 

社会教育実践研究センタ― 

服部 英二 

（著書） 

・社会教育・生涯学習振興行政の仕組みと役割 

「社会教育の核心」（共著）全日本社会教育連合会 平成 22 年 9 月 

・社会教育指導者総論 

「生涯学習概論―生涯学習社会への道―」（共著）理想社 平成 22 年 9 月 

・「 新行政大事典」（共著） 

 ぎょうせい 平成 22 年 6 月 

・「 新教育法規質疑応答集」（共著） 

ぎょうせい 平成 22 年 10 月 

（論文） 

・地域での「学習活動の展開」に対応した社会教育指導者の役割―知の循環型社会から見た地域の「学習者と支援者」

の関わり― 

 「日本生涯教育学会年報 第 31 号 2010 『知の循環型社会と生涯学習』」 平成 22 年 11 月 

（雑誌寄稿） 

・指定管理者制度の導入の背景と制度をめぐる諸課題【解説】 

 「社会教育 10 月号」 全日本社会教育連合会 平成 22 年 10 月 
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工藤 朝博 

（著書） 

・博物館学芸員「生涯学習概論―生涯学習社会への道―」（共著）理想社 平成 22 年 9 月 

・「社会教育委員のための Q＆A―関係法規から読み解く―」 

 全国社会教育委員連合企画・編集 美巧社 平成 22 年 7 月 

（雑誌寄稿） 

・社会教育主事が教育委員会事務局に置かれる意味を考える ―専門的教育職員としてどんな役割を果たさなければな

らないか― 

「社会教育 4 月号」 全日本社会教育連合会 平成 22 年 4 月 

・社研・再発見 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 

 「社教情報 No.62」 全国社会教育委員連合 平成 22 年 3 月 

・社研の 2009～2010（取組みの概要） 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 

 「社教情報 No.63」 全国社会教育委員連合 平成 22 年 10 月 

 

木村 真介 

（著書） 

・ボランティア・リーダー 

 「生涯学習概論―生涯学習社会への道―」 理想社 平成 22 年 9 月 

（雑誌寄稿） 

・社研の調査研究報告 ～平成 20 年度の調査研究 社会教育における地方公共団体と関係機関・団体等の連携方策に

関する調査研究 

「社会教育 2 月号、3 月号」 全日本社会教育連合会 平成 22 年 2～3 月 

 

荒井 博文 

（著書） 

・公民館主事 

「生涯学習概論―生涯学習社会への道―」 理想社 平成 22 年 9 月 

（雑誌寄稿） 

・社研の調査研究報告 ～平成 21 年度の調査研究 公民館におけるボランティアの研修の充実方策に関する調査研究 

「社会教育 9 月号」 全日本社会教育連合会 平成 22 年 9 月 

・社研の調査研究報告 ～平成 21 年度の調査研究 公民館の職員の研修に関する実態調査 

 「社会教育 11 月号」 全日本社会教育連合会 平成 22 年 11 月 

・平成 21 年度社研インフォメーション 「社会教育情報番組【社研の窓】」（全 6 回） 

 「社会教育 2 月号～7 月号」 全日本社会教育連合会 平成 22 年 2 月～7 月 

 

近藤 真紀 

（著書） 

・社会教育主事 

「生涯学習概論―生涯学習社会への道―」 理想社 平成 22 年 9 月 

 

山本 芳正 

（雑誌寄稿） 

・社研の調査研究報告 ～平成 21 年度の調査研究 社会教育における地方公共団体と関係機関・団体等の連携方策に関

する調査研究 
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 「社会教育 7 月号」 全日本社会教育連合会 平成 22 年 7 月 

･ 社研の調査研究報告 ～平成 21 年度の調査研究 学校支援ボランティアの活動を支援するコーディネーターの養成

等に関する調査研究 

 「社会教育 12 月号」 全日本社会教育連合会 平成 22 年 12 月 

・国立教育政策研究所リポート 学校支援ボランティア活動を支援するコーディネーターの養成等に関する調査研究の

成果  

「文部科学時報 7 月号」 文部科学省 ぎょうせい 平成 22 年 7 月 

 

二宮 伸司 

（著書） 

・青少年教育施設等の指導系職員 

「生涯学習概論―生涯学習社会への道―」 理想社 平成 22 年 9 月 

（雑誌寄稿） 

・社研の調査研究報告 ～平成 21 年度の調査研究 生涯学習推進センター等の新たな役割に関する調査研究 

 「社会教育 10 月号」 全日本社会教育連合会 平成 22 年 10 月 

・国立教育政策研究所リポート 評価を前提にした社会教育計画の策定 

「文部科学時報 2 月号」 文部科学省 ぎょうせい 平成 22 年 2 月 

 

伊藤 真木子 

（著書） 

・社会教育委員 

 「生涯学習概論―生涯学習社会への道―」 理想社 平成 22 年 9 月 

（雑誌寄稿） 

･ 社研の調査研究報告 ～平成 20 年度の調査研究 社会教育主事の専門性を高めるための研修プログラムの開発に関

する調査研究 

 「社会教育 1 月号」 全日本社会教育連合会 平成 22 年 1 月 

･ 社研の調査研究報告 ～平成 21 年度の調査研究 社会教育主事の専門性を高めるための研修プログラムの開発に関

する調査研究 

「社会教育 8 月号」 全日本社会教育連合会 平成 22 年 8 月 
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国立教育政策研究所紀要編集要項 

 

平 成 1 8 年 1 1 月 2 2 日 

国立教育政策研究所長決定 

 

（総則） 

第１条 国立教育政策研究所紀要（以下、「紀要」という。）は、国立教育政策研究所（以下、「研究

所」という。）における研究の成果を公表することにより、我が国の教育研究の発展に寄与す

ることを目的とする。 

第２条 紀要の刊行は、毎年度１回を原則とする。 

 

（原稿の種類及び内容） 

第３条 原稿の種類及び内容は次のとおりとし、⑹を除きいずれも未発表であることを原則とする。 

 ⑴ 論文：オリジナルな研究成果をまとめたもの。 

 ⑵ 研究ノート：研究方法、教材開発、教育実践などを比較的短くまとめたもの。 

 ⑶ 資料：調査結果や研究報告をまとめたもの。 

 ⑷ 研究展望：教育研究分野の成果をまとめ、研究を展望したもの。 

 ⑸ 解説：教育研究分野の動向を解説したもの。 

 ⑹ プロジェクト研究報告概要：終了したプロジェクト研究について、報告の概要を比較的短く

まとめたもの。 

第４条 特集テーマによる紀要を刊行できるものとする。ただし、特集テーマ原稿の種類は前条の

分類によらない場合も可とする。 

 

（原稿の投稿資格等） 

第５条 紀要に原稿を投稿できる者は、下記のとおりとする。 

 ⑴ 研究所の所員 

 ⑵ 研究所の評議員、名誉所員、旧所員 

 ⑶ 客員研究員、研究協力者、研究補助者 

 ⑷ 研究所の共同研究における研究分担者 

 ⑸ 国立教育政策研究所紀要編集会議（以下、「会議」という。）から原稿執筆依頼を受けた者 

 ⑹ その他会議が適当と認めた者 

第６条 投稿する原稿は、各号につき一人一点を原則とし、その内容は一つの原稿ごとに完結され

たものとし、連載は認めない。 

 

（原稿の審査及び掲載等） 

第７条 審査は、紀要の原稿のすべてを対象とする。 

第８条 原稿の審査は会議が担当し、個々の原稿について、原則としてそれぞれ２名以上の審査者

が行う。 

 ⑴ 審査する者は、会議の議を経て座長が委嘱する。 

 ⑵ 会議は必要に応じ、審査する者に研究所外の研究者を含めることができる。 
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第９条 原稿の紀要への掲載、その他については、会議の議を経て座長が決定する。 

第10条 掲載が決定された原稿について、内容の一部を修正することが望ましいと会議が判断した

場合には、座長がその旨を執筆者に要請する。 

 

（その他） 

第11条 研究所内外の研究者等の利用に供するため、紀要に掲載された論文等を研究所のホームペ

ージに掲載する。 

第12条 提出された原稿は、原則として返却しない。 

第13条 原稿料の支払い及び掲載料の徴収はしない。 

第14条 紀要には、原稿のほか、年度内の研究所の所員の業績一覧を掲載する。 

第15条 その他必要な事項は、会議が定める。 

 

附則 

  本要項は、平成18年11月22日から適用する。 

 

附則 

  本要項は、平成19年11月６日から適用する。 

 

附則 

  本要項は、平成21年10月15日から適用する。 

 

附則 

  本要項は、平成22年11月29日から適用する。 
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平成22年度国立教育政策研究所紀要編集会議設置要項 

 

平 成 22 年 11 月 29 日 

国立教育政策研究所長決定 

 

１ 趣旨 

  平成22年度国立教育政策研究所紀要(以下、「紀要」という。）の編集を行うため、研究企画開発

部に平成22年度国立教育政策研究所紀要編集会議(以下、「会議」という。）を設置する。 

 

２ 所掌事務 

  会議は、紀要の原稿の審査及び評価を行う。 

 

３ 会議の構成 

 ⑴ 会議は、次の者をもって構成する。 

     長屋 正人  研究企画開発部長 

     葉養 正明  教育政策・評価研究部長 

     岩崎久美子  生涯学習政策研究部総括研究官 

     松尾 知明  初等中等教育研究部総括研究官 

     川島 啓二  高等教育研究部総括研究官 

     吉岡 亮衛  教育研究情報センター総括研究官 

     後藤 顕一  教育課程研究センター基礎研究部総括研究官 

 ⑵ 会議の座長は、研究企画開発部長とする。 

 ⑶ 会議は必要に応じて臨時委員を置くことができる。 

 

４ 紀要の構成 

 ⑴ 紀要は、特集、自由投稿、プロジェクト研究報告概要及び業績一覧により構成する。 

 ⑵ 特集は、「教育研究におけるエビデンス」に関するテーマとする。 

 

５ 庶 務 

  会議の庶務は、研究企画開発部において行う。 

 

６ その他 

  原稿執筆要領は、会議が別に定める。 
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