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国立教育政策研究所は、教育に関する総合的な国立の研究機関として、学術的な研究活動から

得た成果を、教育政策の企画・立案にとって有意義な知見として集約・提示する役割を担っていま

す。また、国際社会において我が国を代表する研究機関であるとともに、国内の教育に関する機関

や団体に対して情報を提供したり、必要な助言・支援を行ったりする立場にあります。

　このため、各部・センターに所属する研究官等を中心に、外部の研究者、研究機関とも連携しつ

つ、様々な研究活動を行っています。

　新型コロナウイルス感染症は、学校教育、社会教育にも多大な影響を及ぼしています。また学校

は、新学習指導要領の実施、ＧＩＧＡスクール構想の加速など、大変重要な時期にあります。

　こうした動向も踏まえ、中央教育審議会が令和３年（2021 年）１月に「「令和の日本型学校教育」

の構築を目指して」と題する答申を、また生涯学習・社会教育に関しては同審議会の生涯学習分科

会が令和２年９月に「議論の整理」を、それぞれ取りまとめています。

　教育が大きく変わろうとする時期に、また教育政策についてもＥＢＰＭ（客観的な根拠に基づく

政策立案）がより重視されるようになっている中、当研究所の役割はますます重要になると考えて

います。

　本紀要は、研究所としての調査研究の成果や、個々の研究者等によ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して、毎年度刊行しているものです。

　御参照、御活用いただければ幸いです。

　令和３年３月

国立教育政策研究所長

浅　田　和　伸

は　し　が　き
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国立教育政策研究所紀要　第 150集　　令和 3年 3月【論　文】

専門職資本と授業研究の関係　－カザフスタン調査を基に－

The Relationship between Professional Capital and Lesson Study

: A Survey of Teachers in Kazakhstan

千々布　敏弥
CHICHIBU Toshiya

Abstract
The purpose of this paper is to clarify the significance of ʻlesson studyʼ in Kazakhstan using 

the professional capital framework proposed by Hargreaves and Fullan (2012). Professional 
capital is an idea that identifies three types of capital as the basis for improving school education 
and teaching: human capital, social capital, and decisional capital. Human capital refers to 
the knowledge and skills of individual teachers; social capital refers to the status of teachers' 
collegiality, communication, and inter-school networks; and decisional capital refers to the 
accumulated experience in making educational decisions under complex circumstances among 
individual teachers or groups of teachers. In Kazakhstan, lesson study has been recommended 
as an in-school training tool for public schools under a government initiative since 2012. As of 
2019, about 80% of Kazakhstani schools have implemented lesson study. In January 2020, I sent 
a survey to public schoolteachers in Kazakhstan through a government agency. An analysis of the 
9,000 responses indicated that teachers' self-efficacy (human capital), information exchange with 
colleagues (social capital), self-reflection (decisional capital), and group reflection (decisional 
capital), all of which build professional capital, were extracted as factors and had a strong 
correlation with one another. Multiple regression analysis showed that the implementation status 
of lesson study (percentage of participating teachers and frequency of meetings) had an effect on 
group reflection. This study supports Hargreaves et al.'s (2012) idea of professional capital and 
shows that lesson study can influence professional capital.
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１　はじめに

本稿は授業研究の意義をハーグリーブスとフーランによる専門職資本論の枠組みで解明するこ
とを目的にしている。ハーグリーブスはフーランとの共著により『専門職資本』を 2012 年に刊
行した。学校教育及び授業を改善していく基盤としての資本をプロフェッショナル・キャピタル

（専門職資本）と命名し、ヒューマン・キャピタル（人的資本）、ソーシャル・キャピタル（社会
関係資本）、ディシジョナル・キャピタル（意思決定資本）の三者の融合で構築されると考えている。

資本概念に注目した理由として、ハーグリーブスらはビジネスの世界で資本概念が広まってい
ることを挙げている。資本とは投資の対象であり、資本が循環することで成果が生じることにな
る。資本の考えを教育の世界に当てはめることが有効であるが、ビジネスの世界における資本概
念は人的資本が中心であり、その考えをそのまま教育に当てはめると弊害が大きいため、専門職
資本の考え方を提起した。（Hargreaves & Fullan, 2012, p1）

人的資本とは教師個人の知識・スキル等の力量であり、社会関係資本は教師の同僚性やコミュ
ニケーション、学校間ネットワークなどの状況を示す。意思決定資本とは教師や教師集団が複雑
な状況下で教育に関する意思決定する経験の蓄積のことである。（ibid., pp.2-5）

人的資本と社会関係資本は多くの先行研究が見られるのに対し、意思決定資本については直接
該当する先行研究が見られず、ハーグリーブスらがこの書で初めて提起した概念と解釈できる。
ハーグリーブスが意思決定資本について記述しているのは『専門職資本』に加え、シャーリーと
共著した『グローバルな第４の道』（Hargreaves & Shirley, 2012）においてである。両著は共著者
が異なるが、共に意思決定資本に言及している。また、ハーグリーブスの単著である『変化する
教師・変化する時代』（Hargreaves, 1994）、オコナーとの共著による『協同的専門職』（Hargreaves 
& O'Connor, 2018）では教師集団の同僚性（collegiality）や協働（collaboration）について論じており、
意思決定の語は使用していないものの集団的意思決定場面を対象に考察している。以上の状況か
ら、専門職資本特に意思決定資本の概念はハーグリーブスによるところが大きいと考えられる。

本稿は意思決定資本を育む場として授業研究を考えている。授業研究の効果を統計的に示す先
行研究は多くない。文部科学省・国立教育政策研究所による「全国学力・学習状況調査」では、
調査開始時の平成 19（2007）年度から平成 29（2017）年度まで「授業研究を伴う校内研修を前
年度に何回実施しましたか」との設問を設定していたが（2018 年度以降はこの設問は削除され
ている）、その回答と学校の学力調査平均との相関は示されていない。千々布（2011）、Chichibu 
& Kihara（2013）及び千々布（2014）は公立小中学校各 1000 校を対象にした調査により、教員
間のコミュニケーション、価値観や実践の共有、授業水準の向上、児童生徒の学力に連関する校
内研修の取り組み内容として研究授業公開のルール、外部講師の招へい、指導案の検討状況等を
明らかにした。しかし、それらの取り組みが影響するのは教師個人なのか学校の組織文化なのか
という構造は明らかになっていない。石上（2013）は静岡県内の教員約 290 名を対象にした調査
により、同僚性や目標設定・共有、研究方法・内容が授業研究活性化要因であると同時に教師の
授業力量に影響することを示した。千々布（2017）は６道府県の 158 校を対象にした調査から、
授業研究指導等を含む指導主事の学校訪問体制と学校の組織文化が連関していることを示してい
る。

本稿は、授業研究の効果を専門職資本の枠組みを使用して統計的に明らかにしようと意図して
いる。その対象としてカザフスタンの公立学校を選択する。
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専門職資本と授業研究の関係

カザフスタンは 1991 年に旧ソビエト連邦から独立した後、独自の教育制度構築に努めてきた。
その一環として 2011 年に教師のトレーニングと専門能力開発システムの提供機関である Center 
of Excellence （CoE）を設立した。CoE はケンブリッジ大学教育学部と連携しながら研修プログ
ラムを構築し、首都アスタナ（現在はヌルスルタン）でトレーナーを養成し、各地方都市に設置
された CoE 支部でトレーナーが教員対象の研修を実施している（Bridges, 2014; 千々布 , 2014）。
2012 年より CoE 研修プログラムに授業研究が含まれるようになり、授業研究に取り組む学校が
増えてきた。2019 年 10 月に CoE が実施した調査では、８割の学校が授業研究を実施していると
回答している（2019.12.19 CoE スタッフメール）。

カザフスタンの学校は中学校段階から高校段階までを併設するか、小学校段階までを併設する
場合もあり、教員数が 100 名規模となる大規模校が多い。そのため、日本のように全校体制で授
業研究に取り組むのでなく、校内に複数の授業研究グループを組織して取り組んでいる。授業研
究以外の手法（アクションリサーチなど）で校内研修に取り組むグループもある。組織された授
業研究グループは、グループ内で指導案検討と研究授業参観を行い、事後検討会を開催している。
研究授業においてはボランティアの生徒を抽出生徒とし、授業後にインタビューしたり抽出生徒
の学業成績の推移を授業研究の成果として示したりしている。カザフスタンで授業研究が急速に
広まった要因として、旧ソビエト連邦時代に校内研修としての授業公開が行われていたという指
摘がある。授業公開では同僚が授業を参観し、そのフィードバックを授業者に伝えていた。授業
公開においては、参観者は授業者の教授法に焦点をあてるのに対し、授業研究では生徒の学習に
焦点をあてることが異なっている（Wilson & Sharimova, 2019）。授業研究を２年以上実践してい
る学校の教師は、授業公開では授業を評価されている感じで圧迫感を感じていたが、授業研究は
そのような圧迫感がなく自由を感じると語っている（Khokhotva, 2018）。

日本における授業研究は１世紀以上の歴史があるため、多様な実践形態がある。対して授業研
究の歴史が浅いカザフスタンにおいてはその取り組み方は日本に比べると多様性が小さく、授業
研究の効果を統計的に示しやすいのではないかと予想される。

２　専門職資本における意思決定資本

2-1　ハーグリーブスの考える意思決定資本
『専門職資本』においてハーグリーブスとフーランは意思決定資本について次のように記述し

ている（Hargreaves & Fullan, 2012, pp93-94）。
・裁量ある判断が行われていること（他者やマニュアルに従った判断でないこと）
・証拠が不十分な状況でも判断（意思決定）すること
・ 多様な事例を通じて構造化あるいは非構造化された経験、実践、省察を通じて獲得し、蓄

積するもの
これらの意思決定資本の定義は個人レベルの意思決定に焦点化されている。個人レベルの意思

決定資本は省察の重要性とその積み重ねの重要性をグラッドウエルの１万時間の法則やそれを教
師の経験年数に合わせると８年程度になることなど、個人が省察の体験を積み重ねることを意思
決定資本と称している（ibid., pp94-96）。

ハーグリーブスとフーランは共著刊行の翌年に雑誌に寄稿した論考（Hargreaves & Fullan, 
2013）で教職経験年数ごとの課題を記述しており、彼らが意思決定資本と称する際は個人レベル
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の意思決定に注目しているように見える。ところが『専門職資本』で意思決定資本について解
説した章の後半ではカナダ・オンタリオ州とフィンランドの教師集団の省察的実践の事例を紹
介し、協同的省察的実践 （collective reflective practice）が意思決定資本に不可欠と記述している

（Hargreaves & Fullan, 2012, pp99-101）。
『専門職資本』で意思決定資本について解説した章に続く章では教師文化について解説してい

る（ibid., pp103-147）。教師文化の記述内容はハーグリーブスが 1994 年に刊行した『変化する教師・
変化する時代』の内容とほぼ重なっているが、異なる部分もある。『変化する教師・変化する時代』
でハーグリーブスは教師文化を個人主義、バルカン化（派閥主義）、画策された同僚性、同僚性
の４つに分類していた（Hargreaves, 1994, pp165-166）。個人主義と派閥主義の説明は不要だろう。

「画策された同僚性」（contrived collegiality）とは、同僚性が望ましいものの、多くの組織でそれ
は実現されていないために暫定的に目指すものとしている（ibid., pp194-195）。「画策された同僚
性」のため、管理職は意図的にピア・コーチングやティーム・ティーチングなどの実施を教師に
求め、そのための時間や場所を特定することもある。「画策された同僚性」は真の同僚性に向か
う戦略であるものの、問題ある結果に陥る場合が多い（Hargreaves, 1994, pp195-209）。そこで『専
門職資本』は、「アレンジされた同僚性」（arranged collegiality）を提案し、「画策された同僚性」
の限界を超えようとしている（Hargreaves & Fullan, 2012, pp117-119）。「アレンジされた同僚性」
と「画策された同僚性」の違いは、前者が真の同僚性に変質するものであるのに対し、後者は表
面的で事務的な共同作業に近いものである。
『専門職資本』では、「アレンジされた同僚性」に次いで真の協働につながる戦略としてプロ

フェッショナル・ラーニング・コミュニティ（PLC）を取り上げている。ハーグリーブスらは
PLC についてフォードの定義を引用し、コミュニティ（教師たちが集団的な責任を持ち、互い
を尊重している）、学習コミュニティ（コミュニティの改善の方向性が生徒の学習を向上させる
ことに向かっている）、専門的な学習のコミュニティ（教師たちが実践について深く語り合い、
集団として判断している）の三つの要素を挙げ、これらは専門職資本に通じる理念であるとして
いる（ibid., p127-128）。

PLC も表面的な実践にどとまるものがある。それは PLC の成果のみを意識した学区管理者に
より学校に強制された場合に見られる。ハーグリーブスらはカナダのアルバータ州やオンタリオ
州で成功した PLC において教師たちが集団の方向性を主体的に決定していること、時間をかけ
て互いの意見を尊重した協議を深めていったこと等を分析している（ibid., pp128-136）。これら
の状況は、PLC に画策された同僚性的なものと真の PLC が存在するという解釈よりも、教師集
団が主体的に意思決定している状況の意義を指摘していると解釈できる。
『専門職資本』では PLC に加えて学校間ネットワークの必要性を語っている（ibid., pp136-

148）。その根拠として「教師が単独で活動するのはよいことではない」と書いているように（ibid., 
p136）、ハーグリーブスらは教師が意思決定資本を育むのは個人よりも学校、学校よりも他校を
含めた幅広いネットワークが望ましいと考えている。

以上の『専門職資本』の記述に加え、『グローバルな第４の道』（Hargreaves & Shirley, 2012）
の記述内容を確認すると、ハーグリーブスの意思決定資本の考え方がより鮮明に浮かび上がって
くる。『グローバルな第４の道』は教育改革の理念形として４つを提示している。第１の道の改
革は 1960 年代後半から取り組まれたもので公教育への政府投資が拡大し、保護者は学校教育を
自明のものと受け入れて学校と教師を消極的に信頼し、子供の教育を学校に委ねていた。第２の
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専門職資本と授業研究の関係

道の改革は 1970 年代の英米で取り組まれた、新自由主義改革でなる。福祉国家施策への批判と
市場競争原理の導入により、学校や教師の多くは疲弊していった。第３の道の改革は 1900 年代
末に英やカナダの一部で推進された、市場改革の理念を含めた福祉国家施策である。教育に関し
ては同僚間の交流や PLC、ネットワークの交流を促進するための予算措置資源投資に加えて読
解力と数学の目標設定による施策が推進された。この施策では生徒の学力向上と教師の士気の向
上が見られたが、読解力と数学のみに焦点化した施策であること、教師たちが数値目標の達成の
みを目指す傾向が見られたことなどの問題点が指摘された（ibid., pp5-7）。

第４の道の改革は、PISA 調査で良好な成績が示されたフィンランドやシンガポール、第３の
道の改革の修正を模索したカナダのオンタリオ州やアルバータ州などで生じた。この改革の特徴
は次のようなものである（ibid., pp8-11）。

・学力調査の数値目標からすべての生徒の学習を保障するシステムへの転換
・学力調査等の各種データは目標管理のためでなく学校改善の参考情報として使用
・教師はカリキュラムの実行者でなくカリキュラムの開発者と位置づける
・革新に向けて持続可能で分散的な責任体制を発展させるためのリーダーシップ
第１の道の改革から第４の道の改革は時系列的に登場しているものであるが、排他的なもので

なく、国によってはそれぞれの改革の特徴が混在している（ibid., p11）。
『グローバルな第４の道』のフィンランドの章において、ハーグリーブスとシャーリーはフィ

ンランドに専門職資本があること、その内容は人的資本、社会関係資本、モラル資本、シンボリッ
ク資本、意思決定資本の５種類であると記述している（ibid., pp49-50）。『専門職資本』における
人的資本、社会関係資本、意思決定資本の定義にモラル資本とシンボリック資本が加わっている
こと、意思決定資本に関する記述が、『専門職資本』においては教師個人の意思決定に焦点を当
てているのに対して、『グローバルな第４の道』においては、次のように教師集団における意思
決定に焦点を当てていることが異なっている（ibid., p53-56）。

・教師たちは指導方法の改編に追われることなくカリキュラム編成に参画している。
・ 授業は一日４時間のみ（アメリカでは一日６時間）。残りの時間で授業準備と授業の振り返

りを行っている。
・ 少数の特異な技術を持った教師でなく伝統的な普遍の力を持った教師が教師集団を導き、集

団的責任の下で教育上の問題を解決している。
以上のハーグリーブスの 1990 年代以降の共著と単著の流れを概観すると、ハーグリーブスは

教師個人の意思決定と同時に教師集団の意思決定過程を重視していること、教師集団の意思決定
とは、同僚性を併せ持ち、集団が互いを尊重しながら（社会関係資本を育みながら）、子供の学
びに注目して同僚と一緒に省察する機会を持ち続ける状態と解釈することができる。

2-2　意思決定資本における省察の意義
ハーグリーブスの考える意思決定資本概念は、前節で考察した集団と個人の関係に加え、省察

という視点が重要である。
『専門職資本』では意思決定資本の定義として「多様な事例を通じて構造化あるいは非構造化

された経験、実践、省察を通じて獲得し、蓄積するもの」と記述した後に（Hargreaves & Fullan, 
2012, pp93-94）、「省察的実践」と題した節で「実践はそれだけで完璧になるわけではない」と記
述し、省察の事例を紹介しながら「実践が共有されているとき、また、それが思慮深く反映され



12

ているときには、実践が完璧なものになる可能性が高くなる」と記述している（ibid., p96-97）。
ここでハーグリーブスらはショーン（1983）に言及しながら行為についての省察（reflection on 

action）と行為の中の省察（reflection in action）を取り上げ、さらに行為に関する省察（reflection 
about action）を第３の省察として取り上げている。これは「大切なことから気をそらしてしまう
ような環境にあるもの、忙しい活動に没頭してしまい、考える時間がなくなってしまうような環
境についての省察や、自分自身の目的に基づく行動についてでない他人の課題に対する反応につ
いての省察」（ibid., p99）と記述されており、アージリスとショーンによるダブルループ学習理
論（Argyris & Schön, 1996）に近い考えが示されている。『専門職資本』ではそのような省察が行
われる具体的場面として、オンタリオ州で実践された協同探究とフィンランドにおける授業準備
を協同で取り組む事例を取り上げながら「協同的省察的実践は意思決定資本に不可欠なものであ
る」と記述していることから（ibid, p101）、ハーグリーブスはショーンが求めた省察を教師集団
が協働体制の中で進めていくものと解釈できる。

協同省察の具体的な例として、『グローバルな第４の道』ではフィンランドの授業準備、シン
ガポールにおける学校独自のカリキュラム開発、アルバータ州の学校改善支援、オンタリオ州
の特別支援教育施策が取り上げられている。また、ハーグリーブスが 2018 年にオコナーと共著
した『協同的専門職』 （Hargreaves & O'Connor, 2018）では、香港における授業研究、アメリカに
おける小規模校の英語教師が集まるネットワーク、ノルウエーの学校が協同学習を取り入れるた
めに学校の教師たちが協同した経緯、コロンビアにおける小規模校の指導法改革のための学校間
ネットワーク、カナダ・オンタリオ州における PLC が取り上げられている。オンタリオ州の事
例は『専門職資本』でも取り上げられていることと『専門職資本』よりも詳細に記述していると
ころから、この箇所の記述はハーグリーブス個人によるものであることと、ハーグリーブスはオ
ンタリオ州の事例が協同省察の最もモデル的な事例と捉えていると推察される。

オンタリオ州の PLC は当初、学校管理職が主導した、地区の学力到達目標を達成するための
ものであった。その後、教師が主導して PLC を運営するようになり、その目的は学力到達目標
の達成でなく、生徒全体の全人的な発達に焦点を当てるようになった。教師たちは専門的な対
話を避けず、カリキュラム変革などに取り組んでいる（ibid., p94-97）。さらに PLC では協同的な
探究（collaborative inquiry）に取り組むことにより、教師たちは協同して学習とは何かについて
の理解を深め、改善やイノベーションを導入するための行動を起こすようになった（ibid., p99-
100）。

以上のハーグリーブスの協同省察に関する記述を概観すると、ハーグリーブスが求める協同省
察は、授業研究やカリキュラムの協同開発、PLC などの手法ではなく、それらの手法に取り組
む教師集団が、子供の学習の改善を意図して主体的に取り組み、互いの立場を尊重しながら協議
し、指導法やカリキュラムに関して意思決定していく過程に見られる省察であると解釈できる。

ハーグリーブスの協同省察論は、デュフォーの PLC 論と重なる部分が多い。デュフォーは
PLC に取り組む学校で見られる要素として以下を挙げている（DuFour et al., 2010, p27-29）。

・自分たちが育もうとしている資質や特性のための構造やシステムを構築しようとしている
・重要な目的を達成するため条件を監視するためのプロセスを創始する。
・宣言された優先事項のためにリソースを再配置する。
・適切な質問を投げかける。
・重要視されていることをモデル化する。
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・進展を祝う。
・合意されたことが守られないことに立ち向かう。
これらの要素は、『専門職資本』や『グローバルな第４の道』『協同的専門職』で取り上げられ

ている協同省察の事例にも当てはまる。『協同的専門職』ではオンタリオ州でデュフォーの PLC
論が成果を上げるための特定の短期戦略に焦点を当てていたために学校の自律性が阻害されたも
のの、生徒の学習と発達に焦点を当てた協同探究を行うようになって協同文化が構築され教師主
導で改革が進められるようになったと記述されている（Hargreaves & O'Connor, 2018, pp90-91）。
この経緯はデュフォー論の限界というよりも、デュフォーの理念が実現されたことで学校の自律
性が向上したと読める。

意思決定資本に関する以上の論を総合すると、ハーグリーブスの重視する意思決定資本は個人
レベルと集団レベルのものがあり、いずれも省察に重点が置かれていると考えられる。授業研究
は指導案の原案作成段階など個人レベルで省察する場面と指導案検討や研究授業の事後協議の段
階など集団レベルで省察する場面がある。『専門職資本』は、人的資本、社会関係資本、意思決
定資本の相互作用関係を描いた。本研究では授業研究への取組が人的資本、社会関係資本、意思
決定資本に影響する構図を明らかにすることを意図している。

３　調査設計

3-1　調査項目
本調査は以上に考察した『専門職資本』における、人的資本、社会関係資本、意思決定資本の

枠組みに従って調査項目を設定した1。
ただし、『専門職資本』においては、人的資本、社会関係資本、意思決定資本それぞれの資本

の内容を具体的に定義したわけではない。そこで、本調査では、主に TALIS2013 の調査項目を
参考に人的資本と社会関係資本の項目を策定し、意思決定資本に関しては授業研究の場面に即し
て調査項目を策定することとした。

人的資本として本調査では、自己効力感に焦点を当てることとした。TALIS2013 では、教師の
力量を自己効力感で測ることとしている（OECD, 2014, p182）。TALIS2013 で使用された、学級
経営場面、教科指導場面、生徒の主体的学習参加を促進する場面の自己効力感についての設問を
参考に本調査の設問を策定した（OECD, 2014, p185）。ただし、TALIS の自己効力感設問の中に
は授業研究に関する設問と重複するものも含まれたため、それらの設問を削除した。

社会関係資本として本調査では、同僚間の情報交流状況に焦点を当てることにした。TA-
LIS2013 は、教師の協働場面を情報の交流や調整によるものと、専門的協働によるものに分けて
調査している（OECD, 2014, p166）。本調査は専門的協働を授業研究場面に即して詳しく尋ねる
ため、情報の交流や調整の状況に関する設問を参考に本調査の設問を設定した。

意思決定資本としての授業研究の過程は自己省察場面と集団省察場面を分けて調査することと
した。授業研究においては、教師個人と教師集団が省察する場面が多数存在する。個人レベルで
は授業を準備する段階、授業準備の一環として教材研究する段階、子供の反応がどうなるか予想

1　 調査項目作成にあたって、Britta Klopsch カールスルーエ工科大学准教授と久野弘幸名古屋大学准教授の協力を得
た。
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する段階、授業の中で子供の発言に瞬時に反応する段階、授業後に振り返る段階などがある。集
団レベルでは年度当初に授業研究のテーマについて協議している。研究授業の前には、指導案協
議の際に、子供の能力に合わせて学習課題をどうするか、授業の展開をどうするか、子供の学習
の到達状況をどう予想するかなどについて協議している。授業を観察した後の協議会では、指導
案の構想が妥当であったか、子供の学習がどうであったか、子供が授業内容を理解できていない
ときにどう対処すべきであったか、などについて協議している。これらの自己省察と集団省察状
況を聞く設問を設定した。

以上の人的資本（自己効力感）、社会関係資本（情報交流）、意思決定資本（自己省察と集団省
察）に関する調査項目を４件法で尋ねた（自己効力感：よくある、時々ある、あまりない、全く

表１　設問項目

自己効力感（学級経営）
1 私は、授業において、やって良いことといけないことのけじめについて、明確な方針を持っている
2  私は、日頃から児童・生徒が学級のルールを守るよう働きかけている

自己効力感（教科指導）
3 私は、児童・生徒の評価においてはペーパーテスト、観点別評価など、様々な評価手法を用いている
4  私は、児童・生徒が何か分からないことがあったとき、当初の予定とは別の指導法や説明に切り替えて指導するよう

にしている
5 私は、授業がうまくいかないとき、当初の計画とは別の手立てを考えて、授業の方向性を変えることがある

自己効力感（生徒の主体的参加）
6 私のクラスの児童・生徒は、学校で良い学びをしていると思う
7 私は、児童・生徒が学ぶことの楽しさを感じられるように心がけている
8 私は、授業において、児童・生徒に深く物事を考えるよう促している

社会関係資本（情報交流）
1 私たちは、同じ教科や学年の同僚と、共通の教材を使用している
2 私たちは、同じ教科や学年の同僚と、授業内容に応じて授業を交換しあうことがある
3 教科部や学年部において、お互いに有益な教材や資料を交換することがある
4 教科部や学年部において、効果的な指導方法について話し合うことがある
5 教科部や学年部の同僚と協力して、評価に関する資料を作成したり、評価方法の共通理解を図ったりすることがある

個人レベル省察
1 私は、授業の計画に当たって、なぜこの内容を教えるのかを理解するようにしている
2 私は、授業の計画に当たって、当初の予想と異なる展開も考えられるため、複数の授業の展開を構想している
3 私は、授業の計画に当たって、児童・生徒がどのように学習に取り組むかを予想している。
4 私は、授業の計画に当たって、一人一人の児童・生徒がどの程度まで理解できるか考えている。
5 私は、授業後に自分の授業が適切であったか振り返っている。
6 私は、授業の終わりに、児童・生徒の感想など、様々な資料を通して授業を振り返っている。

集団レベル省察
1 私たちは、共通の目標を設定している
2 私たちは、目指す子供像や研究課題など、共通の目標を設定している
3 私たちは、教科の指導法や教科の問題を共同して解決するために協力をしている
4 私たちは、授業について話し合ったり、相互にアドバイスをし合ったりしている
5 私たちは、指導案の検討に当たって、多様な展開方法について検討するようにしている
6 私たちは、児童・生徒の学習をどの範囲まで扱うべきか、共に考えている
7 私たちは、児童・生徒の学習をどのレベルまで到達させるべきか、共に考えている
8 私たちは、児童・生徒の学習状況をどのように把握したら良いか、共に考えている
9  私たちは、授業中に児童・生徒が理解できないことがあったとき、それに対してどのように反応したら良いか、共に

考えている
10  私たちは、授業に入る前に学習内容についてほとんど理解しているような児童・生徒に対し、どのように対応したら

よいか、共に考えている
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ない、他の項目：はい、どちらかといえばはい、どちらかといえばいいえ、いいえ）。それらに
加え、授業研究の取組状況として、所属校の教師の授業研究への参加状況（全員、半数以上、半
数未満、いない）2、授業研究に関する会合の開催頻度（毎週開催、月に 1・2 回開催、年数回開催、
開催せず）、研究授業の実施頻度（年 11 回以上、6-10 回、1-5 回、なし）を尋ねた。

3-2　調査対象
調査は 2020 年 1 月に CoE よりカザフスタン国内のすべての公立学校 7014 校に電子メールで

調査票を発送することで実施した。電子メールの発送先は学校管理職であり、授業研究に取り組
んでいる所属職員にメールを転送して回答を求めるように依頼した。回答は Google Form を使用
し、回答期限の 2 月末までに 9130 件の有効回答が寄せられた。カザフスタンの公立学校教員数
は 12 万人であり、回収率は 8％となる。

回答者の所属項別回答者数は表２のとおりである。

表 2　学校種別回答者数

小学校 270
中等学校 7265
小学校中等学校併設 1301
大統領府立学校 15
その他 279

計 9130

４　調査結果

4-1　因子分析
授業研究の取り組み状況以外の調査項目について、因子分析を行った。設問の枠組みに従い因

子数を４に固定して最尤（さいゆう）法、プロマックス回転による因子分析を行い、因子負荷量が .4
未満を示した質問項目を除外する手順を繰り返した。その結果、調査項目と同じ枠組みによる 4
因子 27 項目が適切であると判断された。各因子の下位尺度のα係数は「集団省察」.976、「自己
効力感」.953、「情報交流」.936、「自己省察」.960 であった。（表３）3

4-2　授業研究の取組状況と４尺度の差
次いで各因子の下位尺度得点の平均値により、授業研究の取り組み状況の差を検証した。
授業研究の参加割合を「半数以上が参加（全員＋半数以上）」と「半数未満が参加（半数未満

＋いない）」の２群に分け、群間の４尺度の差を t 検定によって検討した。その結果、自己効力感 
（t（9128）＝5.34, p＜.001）、情報交流（t（9128）＝4.89, p＜.001）、自己省察（t（9128）＝4.87, p＜.001）、
集団省察（t（9128）＝6.98, p＜.001）であり、いずれも「半数以上が参加」の得点平均値が高かった。

（表４）

2　 カザフスタンの学校が校内研修に取り組む際には、授業研究以外にアクション・リサーチなどの校内研修の手法を
選択する場合がある。ここでは校内研修の手法として授業研究を選択した教師数の校内における割合を尋ねている。

3　 統計解析には IBM SPSS Statistics 26 を使用した。
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授業研究会合の頻度を「毎月１回以上」と「年数回以下」の２群に分け、同様に群間の４尺度
の差を t 検定によって検討したところ、自己効力感（t（9128）＝5.51, p＜.001）、情報交流（t（9128）
＝6.28, p＜.001）、自己省察（t（9128）＝6.84, p＜.001）、集団省察（t（9128）＝9.09, p＜.001）であり、
いずれも「毎月１回以上」の得点平均値が高かった。（表５）

表３　調査設問と因子分析結果

　 平均値 標準偏差 第 1 因子
集団省察

第 2 因子
自己効力感

第 3 因子
情報交流

第 4 因子
自己省察

集団省察 7 3.23 0.919 0.896 0.029 － 0.046 0.053
集団省察 8 3.23 0.923 0.873 0.040 － 0.042 0.064
集団省察 6 3.23 0.924 0.871 0.020 － 0.004 0.053
集団省察 5 3.24 0.925 0.864 0.045 0.056 － 0.026
集団省察 9 3.25 0.918 0.840 0.050 － 0.035 0.080
集団省察 4 3.23 0.928 0.836 0.017 0.085 － 0.009
集団省察 3 3.19 0.930 0.812 0.044 0.124 － 0.081
集団省察 10 3.22 0.931 0.794 0.040 － 0.015 0.096
集団省察 2 3.20 0.936 0.772 0.002 0.143 － 0.022
自己効力感 3 3.15 0.962 0.041 0.934 － 0.023 － 0.065
自己効力感 4 3.16 0.966 0.026 0.907 － 0.016 － 0.008
自己効力感 2 3.17 0.965 0.071 0.880 － 0.050 － 0.023
自己効力感 5 3.11 0.933 0.018 0.839 0.029 0.010
自己効力感 6 3.09 0.927 0.019 0.731 0.053 0.082
自己効力感 7 3.14 0.927 0.030 0.722 0.034 0.116
自己効力感 8 3.01 0.870 0.009 0.585 0.135 0.081
情報交流 3 3.16 0.942 0.086 0.016 0.821 － 0.034
情報交流 2 3.16 0.945 0.098 0.018 0.714 0.051
情報交流 1 3.22 0.946 0.164 0.030 0.647 0.071
情報交流 4 3.21 0.924 0.253 0.044 0.629 0.019
情報交流 5 3.19 0.918 0.290 0.057 0.533 0.033
自己省察 3 3.23 0.923 0.057 0.195 － 0.013 0.717
自己省察 4 3.19 0.905 0.073 0.137 0.022 0.714
自己省察 5 3.20 0.936 0.078 0.151 0.035 0.663
自己省察 2 3.23 0.935 0.062 0.225 0.012 0.655
自己省察 6 3.18 0.913 0.105 0.139 0.067 0.624
自己省察 1 3.19 0.922 0.051 0.255 0.042 0.591

因子間相関 第 2 因子 0.725
第 3 因子 0.794 0.688
第 4 因子 0.774 0.805 0.733
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なお、授業研究の実施状況に校種の要因が影響している可能性があるため、校種ごとの授業研
究実施状況を確認した。小学校段階の授業研究実施状況が高い傾向が見られるが、大きな相違は
ないと解釈できる。（表６）

4-3　４尺度と授業研究実施状況の関係
次いで授業研究の実施状況と４尺度の関連状況を確認するために重回帰分析を行った。４尺度

のそれぞれを目的変数、他の尺度と授業研究実施状況（授業研究に参加する教員割合ダミー、授
業研究会合の頻度ダミー）を説明変数として強制代入法による重回帰回帰分析を行ったところ、
表７の結果を得た。授業研究実施状況を説明変数として有意な標準偏回帰係数が得られたのは、
目的変数が集団省察の場合だけだった。（表７）

表４　授業研究に参加する教員の割合別下位尺度得点平均値

　 ｎ 自己効力感 情報交流 自己省察 集団省察

半数以上が参加 5852 3.15 （ 0.85 ） 3.22 （ 0.86 ） 3.23 （ 0.86 ） 3.27 （ 0.85 ）
半数未満が参加 3278 3.06 （ 0.78 ） 3.13 （ 0.83 ） 3.15 （ 0.80 ） 3.14 （ 0.84 ）

表６　校種別授業研究に参加する教員の割合と授業研究会合の頻度

授業研究に参加する教員の割合 授業研究会合の頻度 　
　 半数以上参加 半数未満参加 毎月 1 回以上 年数回以下 計
小学校 200（ 74.1%） 70（ 25.9% ） 199（ 73.7%） 71（ 26.3% ） 270
中等学校 4585（ 63.1%） 2680（ 36.9% ） 5024（ 69.2%） 2241（ 30.8% ） 7265
小学校中等学校併設 880（ 67.6%） 421（ 32.4% ） 942（ 72.4%） 359（ 27.6% ） 1301
大統領府立学校 12（ 80.0%） 3（ 20.0% ） 9（ 60.0%） 6（ 40.0% ） 15
その他 175（ 62.7%） 104（ 37.3% ） 176（ 63.1%） 103（ 36.9% ） 279

5852（ 64.1%） 3278（ 35.9% ） 6350（ 69.6%） 2780（ 30.4% ） 9130

表７　４尺度と授業研究実施状況の重回帰分析による標準偏回帰係数
説明変数

　 自己効力感 情報交流 自己省察 集団省察 参加割合 会合開催 R2

目的変数 自己効力感 　 .074*** .714*** .104*** .745
情報交流 .080*** .236*** .579*** .723
自己省察 .521*** .159*** .296*** .814
集団省察 .094*** .479*** .364*** .015** .032*** .771

                        ** p＜.01   *** p＜.001

表５　授業研究会合の頻度別下位尺度得点平均値

　 ｎ 自己効力感 情報交流 自己省察 集団省察

毎月 1 回以上 6350 3.15 （ 0.84 ） 3.22 （ 0.85 ） 3.24 （ 0.85 ） 3.28 （ 0.85 ）
年数回以下 2780 3.05 （ 0.78 ） 3.10 （ 0.83 ） 3.12 （ 0.81 ） 3.10 （ 0.83 ）
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上記分析では４尺度における VIF 値がそれぞれ２以上であり、多重共線性の恐れがある。そ
こで、４尺度の中から１尺度のみを残す重回帰分析を行ったところ、決定係数（R2）が最も大き
くなったのは情報交流を説明変数とする場合だった。（表８）

表８　集団省察を目的変数とする重回帰分析による標準偏回帰係数
説明変数

　 情報交流 参加割合 会合開催 R2

目的変数 集団省察 .829*** .020** .035*** .695
                       ** p<.01   *** p<.001

５　考察

5-1　授業研究の取組状況と専門職資本の関係
このたびの収集データの分析により、専門職資本を構築する教師の自己効力感（人的資本）、

同僚との情報交流（社会関係資本）、自己省察（意思決定資本）、集団省察（意思決定資本）の４
尺度のいずれもが、校内教員における授業研究の参加割合と授業研究会合の頻度と連関している
ことが示された。ただし、重回帰分析によると授業研究の実施状況が影響しているのは集団省察
のみであることから、授業研究が専門職資本に影響するのは集団省察を通じてのことであると推
測される。

また、今回の調査は人的資本、社会関係資本、意思決定資本のいずれも限定的な項目で調査し
ていることに留意する必要がある。人的資本は自己効力感以外に教師の知識やスキル、コンピテ
ンシーが考えられるし、レジリエンスやエージェンシーなどの非認知能力、教師の数も重要な問
題である。社会関係資本は学校の組織文化、教師間のケアやコミュニケーション、集団エージェ
ンシーなどが想定される。意思決定資本は自己省察と集団省察だけでなく、省察の範囲やその積
み重ね、組織運営上の意思決定などが想定される。このたびの作業からは、専門職資本の一部の
状況と授業研究の連関を示しているに過ぎず、専門職資本の全容解明にはさらなる追求が必要と
なる。

このたびの分析から授業研究の取組状況が専門職資本の集団省察に影響することが示されてい
るが、授業研究と専門職資本の関連構造に必要な要因は他にも多様に想定される。例えば校長の
リーダーシップが学校の組織文化などの専門職資本に影響していることを示す研究は複数あり

（岡東・福本，2000；露口，2008 など）、このたびの分析結果が授業研究よりも校長のリーダーシッ
プの影響によるものである可能性は否定できない。

また、このたびの考察は校内教員における授業研究の参加割合と授業研究会合の頻度を専門職
資本に影響する外部要因と捉えているが、授業研究の実施状況はそれ自体を意思決定資本と捉え
ることもできる。その場合は、調査の枠組み自体の見直しが必要になるであろう。このたびの考
察は、ハーグリーブスらが「アレンジされた同僚性」（Hargreaves & Fullan, 2012, pp117-119）と
称した、専門職資本を育む戦略としての授業研究に取り組むことが集団省察という意思決定資本
を中心にした専門職資本を活性化する構図に焦点を当てている。
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5-2　専門職資本の相互関係
このたびの分析により、専門職資本を構築する４尺度がそれぞれ強く相関していることが明ら

かになった（相関係数 .688 ～ .805）。『専門職資本』では、人的資本、社会関係資本、意思決定
資本のいずれが上位であるかは明記されていなく、これら三つの資本が相互に増幅し合ってでき
たものとしている（Hargreaves & Fullan, 2012, p88）。４尺度が相互に相関しているというこのた
びの結果は、専門職資本における三資本の相互関係を支持していることになろう。だが、授業研
究と専門職資本の関係を考えるとき、まずは授業研究が社会関係資本あるいは意思決定資本のい
ずれかを促進し、それが教師の力量という人的資本に影響する関係を想定するべきであろう。重
回帰分析で授業研究の実施状況が集団省察に影響する結果が示されているのは、カザフスタンに
おいて授業研究が集団省察を促進している可能性を示しているが、集団省察が個人省察や社会関
係資本、自己効力感を促進する構図は明らかにできていない。このたびの結果からは授業研究の
実施と専門職資本の高さが連関していると解釈するにとどまるべきだろうが、授業研究に取り組
む学校の中でどのような専門職の育み方が見られるかはさらなる分析が必要と思われる。

5-3　自己省察と集団省察の関係
自己効力感と自己省察の相関係数は .805、自己効力感と集団省察の相関係数は .725 であり、

相関係数の差の検定を行ったところ、前者の相関係数が大きかった。ここから、カザフスタンに
おいては集団省察より自己省察の方が自己効力感に影響していることが推察できる。カザフスタ
ンの公立学校は幾つかのタイプ分けが行われており、通常の公立学校の他にリセ、ギムナジウム
と称される専門性の高い学校、寄宿舎学校、大統領府立学校がある。後者の学校に赴任するほど
に給与が増加するため、カザフスタンの教師には、より上位の学校に異動するための競争的意
識が存在している（千々布 , 2014, pp73-74）。教師間の人事をめぐる競争が存在していることと、
旧ソビエト連邦時代の授業公開が同僚による授業評価に近い性質を持っていたことなどから、カ
ザフスタンの教師文化には日本よりも個人主義が強く、同僚性に欠けるものがあると予想される。

ハーグリーブスは自己省察の意義を認めながらも、集団省察の必要性をより強く主張している。
そこには、個人主義が避けられない教師文化への問題意識があるものと予想される。筆者が観察
する学校の授業研究において、研究授業を公開する授業者が子供の反応よりも同僚から非難され
ないことを第一に考えている様子を感じる場面は多い。あるいはハーグリーブスが派閥主義と称
したように指導案を検討した部会が他の部会と対抗関係にあることを示す学校もある。そのよう
に同僚性が築けていない学校においては、力量の高い教師と低い教師の格差が大きく、前者の教
える教室が落ち着いているのに対し、後者の教える教室が荒れがちになる。自己省察は教師個人
の力量に影響するであろうが、そのままでは学校全体が高まるものとならない。自己省察と集団
省察が互いに高め合っていく構図が必要と思われる。

６　まとめ

世界授業研究学会の元会長であるジョン・エリオットは、日本の授業研究について、背後に多
くの暗黙的な理論と教育と学習に関する広い信念が存在していると指摘している（Elliott, 2019）。
授業研究の取り組みを通じて児童生徒の学力や学びの姿、教師集団が変容することを報告する先
行研究は数多いが、どのような授業研究を行うことがどのような効果をもたらすのかを示す包括
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的な枠組みはない。
このたびの作業は、多様に存在しうる授業研究の効果を検証する視点を、教師の側から見た専

門職資本の視点に設定した。調査対象が教師個人であったこともあるが、社会関係資本である教
師集団の同僚性や学校経営面の視点が希薄となっている。また、このたびの作業は教師の知識創
造の視点も希薄である。授業研究においては教科に関する考え方や知識、教授法の水準を助言者
との相互作用で引き上げる営みを重視する流れもある（Takahashi & Mcdougal, 2016; Fujii, 2016）。
そのように視野を広げていって初めて、授業研究の学校経営や現職教育における位置づけが明確
になるであろう。

このたびの作業は、そのために必要な第一段階として位置づけることができると解釈している。
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「チームとしての学校」施策におけるレジリエンス概念の意義
－組織レジリエンスの枠組みに焦点を当てて－

The Significance of the Resilience Concept in the "School as a Team" Policy

－ Focusing on an Organizational Resilience Framework－ 

福畠　真治
FUKUHATA Shinji

Abstract
In this study, after explaining the characteristics of the "school as a team" policy and its 

challenges, I propose organizational resilience as a perspective to make the practices that are 
already being developed in a great number of fields more effective than ever and explain the 
relationship between its characteristics and the "school as a team" theory.

First, based on previous studies, the following issues were addressed as the problems that 
the "school as a team" policy confront : (1) the individualism of elemental reductionism, (2) 
internalization of shadow works, (3) suppression of the attribution of personality, (4) the lack of 
reference to the management and operation methods of the "school as a team", (5) dealing with 
the contradiction of the coexistence of the "division of labor" theory (clear division of roles), 
which aims to eliminate busyness and long working hours, and the "collaboration" theory (synergy 
of teams), which aims to create an organizational culture of collaboration between teachers and 
professional staff, and (6) weaknesses in the perspective of institutional guarantees.

I then propose organizational resilience, defined as "the ability of an organization to respond 
to a crisis situation without undermining its fundamental nature," as a foundational concept to 
consider how to respond to the above issues. And I explain that the components of organizational 
resilience, such as "holism," "clarity and sharing of goals," "contextualized ties," "interpretive 
leaders," "ensuring diversity," and "extensive networks of resources" contribute to it.

Finally, I demonstrate that (1) having a moderate level of diversity in an organization plays a 
major role in improving organizational resilience, and is an effective way to increase the ability to 
respond quickly to disruptions during peacetime, (2) rather than focusing only on the crisis, it is 
necessary in reality to rethink normal times as a "state of well-being" and focus on maintaining this 
state while paying attention to why it was established, and (3) in order for a school organization 
to adapt and operate stably as a "school as a team" despite changes, the perspective of redundancy 
supporting sufficient resources is essential. We suggest that the following three perspectives are 
possible by using the concept of organizational resilience.
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１．問題関心と課題設定

（１）「チームとしての学校」の現状
急速な社会経済状況の変化による、児童・生徒に求められるスキル・人間力の多様化への対応、

そして、地域に対してより開放的・協働的であることが求められている学校組織という文脈の中
で、「個々の教員が個別に教育活動に取り組むのではなく、校長のリーダーシップの下、学校の
マネジメントを強化し組織として教育活動に取り組む体制を創り上げるとともに、必要な指導体
制を整備することが必要である。その上で、生徒指導や特別支援教育等を充実していくために、
学校や教員が心理や福祉等の専門家（専門スタッフ）や専門機関と連携・分担する体制を整備し、
学校の機能を強化していくことが重要である（中教審 2015, p.3）」という認識から、「チームとし
ての学校」施策（以下、「「チーム学校」施策」と表記）が、現在全国的に展開されている。

先の中教審の提言から 5 年が経過した現在、全国の学校ではそれぞれの特色や背景の上で、
「チーム学校」施策が行われており、教育行政のレベルにおいては、「学校に関わる多様な職を明
確化し、配置拡大の努力をするとともに、個別学校の課題となっている、これらの教育連携ネッ
トワークが効果を発揮する学校組織メンバーの “ 働き方 ” の事例、いくつかの典型モデルといっ
たものを収集し、整理しながら情報提供していくこと（安藤 2016a, p.234）」が必要とされている。

実際の取り組み例を幾つか紹介すると、まず教職課程段階でのアプローチとして五島（2020）
では、大学講義の中で学生がチームとなって課題を設定して研究を進めるグループ・プロジェク
ト学習を実施することで、外部の様々な人々と連携する「チーム学校」への理解の深まりが見ら
れたとしている。次に、学校での実践例を紹介した研究として末藤（2017）があり、ここでは外
国籍児童に対して「専門性に基づくチーム体制」を構築して細やかな対応を行っている飯田北い
ちょう小学校の事例が取り上げられている。さらに、教育行政レベルでの取り組みとして、茨城
県教育委員会（2015）・高知県教育委員会（2019）・北九州市教育委員会（2018）の取り組みが挙
げられる。茨城県教委は、「学校のチーム力の強化や学校の負担を軽減できる体制についての実
践研究」を複数の小・中学校にて行い、「教員の事務業務の縮減による子供と向き合う時間の増加」
や「評価項目作成研修による業務改善に向けた全教職員の協働体制の確立」といった効果が出て
いると報告している。続いて高知県教委では、組織的な働き方改革の中心的な方法論としてチー
ム学校を取り入れており、セルフチェックシートの提示によって取り組むべきポイントを明確化
し、実際の小・中学校での取り組み例を載せることで、その他の学校の実践を促す取り組みを行っ
ている。最後に北九州市教委では、「北九州市立学校の校長及び教員としての資質の向上に関す
る指標」の中で「チーム学校を支えるマネジメント力」を設定し、管理職・教員に必要な資質を
具体的に列挙することで、チーム学校の取り組みが実践で具体化しやすくなるよう工夫がなされ
ている。

このように、「チーム学校」に関する取り組みは、主に教員の働き方改革の一環としながらも、
それぞれの学校が抱える文脈・課題を解決するための実践として行われており、最近では様々な
側面における効果も報告されてきている。しかしながら、後に検討する通り、この「チーム学校」
施策は、その原理的なレベルにおいて実践に対しての課題となりうる要素をはらんでおり、先に
挙げた実践例でも、より効果的・効率的な結果を引き出すための課題が挙げられていることも事
実である。

そこで、より原理的な位相において、チーム学校の目的観や抱える課題、そしてそれらを乗り
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越えるために必要な考え方について改めて検討することによって、「チーム学校」に関する実践
の効果を今以上に発揮することができるような視座を提示していくことが必要であると考える。

（２）本稿の目的と意義
そこで本稿では、チーム学校に関する先行研究を検討する中で、チーム学校概念の構成要素や

その課題を抽出し、チーム学校に関する実践の有効性をより高めていくための原理的基盤を提示
することを目的とする。

その上で、それら課題を乗り越えるためのサポート概念として、「組織レジリエンス」を取り
上げる。「レジリエンス」は、「様々な困難から立ち直る力」という定義が一般的であり、「様々
な変化に対応できるような多様性」、「変化に迅速かつ効率良く対応できるネットワーク・関係
性」、「多少の変容でシステム・組織全体に深刻なダメージを受けない程度の冗長性」の３点が中
心概念（福畠 2016）である。また、最近の研究の流れの中でレジリエンス概念は、単なる現状
への回帰という性質ではなく、“ 危機・大きな変化 ” の後に組織が積極的に変化すること、つま
り以前よりも成長することも包含した動的概念であるという捉え方もなされてきている（福畠 
2019）。なお、レジリエンス概念は自然災害のような規模の大きい危機や事故を対象とする概念
として理解されていることが多いが、組織レジリエンス研究においては、組織が直面する日常的
な「変化」もその対象としており、Day & Gu（2013）が「教師の場合、日常の専門的世界が、本来、
不確かで予測できない環境やシナリオによって特徴付けられる。そのため、教えることにコミッ
トメントし続けること、そして質の高い授業へ目を向けることは、教師にとって困難から素早く
効率的に回復すること以上の意味をもつ。この「日常」という意味において、レジリエンスは、
少ないヒーローによって約束されたまれな特質を意味しているのではない（p.15）」と指摘して
いるように、特に学校組織は日常的に種々の「変化」に直面しており、そうした状況に組織とし
て即興的に対応していくことが常々求められている環境であることから、「チーム学校」施策が
想定する様々な課題等も、組織レジリエンスの対象として捉えることが不自然であるとは言えな
いと考える。

組織レジリエンス概念は、組織を「個人－集団・チーム－組織」という３つのレベルにおける
レジリエンスの相互作用の総体として捉えることが一般的であり、それぞれにおける変化への適
応プロセスと、それらが成功した後の回復結果・成長を含むものとなっているため、チーム学校
が抱える課題に対してのより詳細な視座となるだけでなく、「チーム学校」の取り組みが本来想
定していなかった効果について言及することも可能となる。これは当然のことながら原理的なレ
ベルでの議論にどとまるため、実証的な部分はらち外となってしまうが、実践をより効果的に行
うための視点と、より広範な効果について整理がなされることで、実践における実効性をより担
保できるものと考えられる。

最後に、本研究における「チーム」の範囲について、一点言及しておく。先述の通り、組織レ
ジリエンスは、「個人―集団・チーム―組織」という３つのレベルにおけるレジリエンスの相互
作用の総体として捉えることが一般的であり、その「組織」レベルにおいては、組織外のアクター
との関係・プロセスもその議論の枠内となる。しかしながら、「チーム学校」施策においては、
地域や保護者を含めた総体を「チーム」とする議論もあり、その場合は組織レジリエンスの範ちゅ
うを超え、「コミュニティ・レベル」でのレジリエンスが対象となるため、紙幅の都合と議論を
より簡潔にすることを理由として、本稿における「チーム」はあくまでも学校内のアクターによ
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るものを主たるものとして想定し、議論を進めていくことにする。

２．チーム学校

（１）チーム学校の概要
中教審（2015）によって打ち出された「チームとしての学校」像は、安藤（2018）が指摘する

ように、これまで多くの議論に上ってきた従来・現在の学校像を整理した上で、その課題を乗り
越える新たなモデルという形で提案されていることに特徴がある（表１）。そこには、教員を含
めた専門スタッフ集団が、「多くの職種の存在を前提にそれぞれの専門性が生かされた「多職種
協働」（藤原 2016, pp.223-224）」を基盤とし、外部アクターと連携しながら組織全体として学校
が直面する複雑・多様な課題に挑戦していくプロセスが想定されている。それを答申では、「チー
ムとしての学校」像が、「校長のリーダーシップの下、カリキュラム、日々の教育活動、学校の
資源が一体的にマネジメントされ、教職員や学校内の多様な人材が、それぞれの専門性を生かし
て能力を発揮し、子供たちに必要な資質・能力を確実に身に付けさせることができる学校（p.12）」
と定義付けした上で、そのための柱として、①専門性に基づくチーム体制の構築・②学校のマネ
ジメント機能の強化・③教職員一人一人が力を発揮できる環境の整備、を設定している（p.12）。

加えて、「保護者や地域住民その他の関係者が、それぞれの立場や役割に応じて、学校が抱え
る様々な課題に前向きに取り組んでいく学校文化を構築し、教育活動を推進していくことも重要
である（p.6）」と説明しているように、チーム学校が学校組織内で完結するものではなく、学校
外のアクターを含めた上で、それを一つの組織体として捉えようとしていることが理解できる。

その上で、表１にもあるように、こうした組織活動を効果的に運営していくために、「学校の
マネジメント機能の強化」に力点を置くのも、「チーム学校」議論の特徴である。答申でも、「校
長は、学校の長として、リーダーシップを発揮するために、まず、子供や地域の実態を踏まえ、
学校の教育ビジョンを示し、教職員の意識や取組の方向性の共有を図ることが重要である。それ
に当たって、「チームとしての学校」における校長には、多様な専門性を持った職員を有機的に

表１　従来・現在の学校像と「チームとしての学校」像の比較（安藤 2018, p.100）
従　来 現　在 チームとしての学校

授　業 教員による一方的な
授業への偏重

変化する社会の中で、新しい時代に
必要な資質・能力を身につける必要

アクティブ・ラーニングの視点から
の不断の授業改善

教員の業務 学習指導、生徒指導
等が中心

学習指導・生徒指導に加え、複雑化・
多様化する課題が教員に集中し、 授
業等の教育指導に専念しづらい状況

専門スタッフ等との協働により、複
雑化・多様化する課題に対応しつつ、
教員は教育指導により専念

学校組織

運営体制

鍋蓋型の教職員構造
担任が「学年・学級
王国」を形成

主幹教諭の導入等の工夫学校教職員
に占める教員以外の専門スタッフの
比率が国際的に見て低い構造

カリキュラム ・ マネジメントを推進
多様な専門スタッフが責任を持って
学校組織に参画して校務を運営

管理職像 教員の延長線上とし
ての校長

主として教員のみを管理することを
想定したマネジメント

多様な専門スタッフを含めた学校組
織全体を効果的に運営するためのマ
ネジメントが必要

地域との

連携

地域に対して閉鎖的
な学校

地域に開かれた学校の推進 コミュニティ・スクールの仕組みを
活用
チームとしての学校と地域との連携
体制を整備
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結びつけ、共通の目標に向かって動かす能力や、学校内に協働の文化を作り出すことができる能
力などの資質が求められる。また、学校の教育活動の質を高めるためには、校長の教育的リーダー
シップが重要であり、教育指導等の点で教職員の力を伸ばしていくことができるような資質も求
められている（p.46）」と説明している。加えて、牛渡（2016）も指摘するように、そうした校
長を補佐する体制の強化といった校長の職務遂行を支える条件整備、つまり副校長の配置や教頭
の複数配置、事務長の配置だけでなく、主幹教諭といったミドル・リーダーの存在も非常に重要
であることが指摘されている。

このような「チーム学校」施策は、① 1990 年代からの「学校の外部環境に合わせた教職員の
多様化（藤原 2014）」、②「子どもの貧困」への対策として打ち出された、学校内外の人材と機
関の連携を重要視する「学校のプラットフォーム化」、③地域との連携・学校経営への参画を中
心とする「開かれた学校」論といった、それまでの学校経営に対するいくつかの重要な議論の流
れに位置付けられると、大橋（2017）では指摘されている（pp.82-84）1。

また、安藤（2016b）では、コミュニティ・スクール設置の進展の中で、当初は学校と地域の
協働体制というガバナンスの議論が中心であったのが、「子供の貧困対策の推進に関する法律」
の成立や TALIS（国際教員指導環境調査）の結果公表等を背景要因として、「チーム学校」論の
主題が、学校内部組織のチームへと変化していき、それが答申における学校組織内部のチーム
化と、外部アクターとの連携・協働の促進という二重構造につながっていると論じられている

（p.27）。
つまり、本来別々の文脈の中で解決が目指されていた複数の課題が、その議論の進展とともに、

専門職集団の協働を基盤とする「チーム学校」施策という形で収れんしていったという経緯が存
在しており、それゆえに、多くの課題に同時に対応できるというメリットを有しながらも、後述
するように、それぞれの課題が持つ独自の困難性や、「チーム学校」というコンセプト自体が原
理的にはらんでいる危険性とも対じせざるを得なくなっているとも言うことができる。

（２）チーム学校の課題
ここでは、チーム学校政策が有する課題について検討を行う。まず、安藤（2016b）において、

チーム学校の議論には「現在の教師が担っている多様な業務を仕分け、再配分を進めることによ
る多忙解消、メンタルヘルス対策といった政策意図も強く働いていた（p.28）」とされており、「「本
来の教師の業務とは何か」という誰もが明確には語ってこなかった難題を顕在化させることにも
なった（同）」と指摘されている。このことは、学校組織が抱える様々な課題を、これまで想定
していた学校内のアクターを超えた「チーム」でもって乗り越えようとすること自体の困難さと、
以下に挙げる組織観とがあいまったことによって露呈した問題であると捉えることができる。

そのチーム学校に対する議論の前提となる組織観と、そこから導出される課題について、安藤
は①要素還元論的個人主義・②拡張的組織観（シャドウワークの内部化）・③人格帰属の抑制の
３点を挙げている（pp.28-30）。

まず①要素還元論的個人主義であるが、学校組織が抱える教育課題を別個のものとして捉えた

1　 大橋（2017）はその流れを、「当初は３つ目の教員の労働環境の改善に向けた対策が検討されていたが、子どもの
貧困への社会的な注目が集まる中で新たに２つ目の教育問題への対応が求められ、それらが１つ目の学習指導要領
改訂をめぐる議論の中で「チーム学校」として統合されていったという経緯である」と説明している（p.82）。
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上で、それぞれについてその要素を分解・抽出し、そこに適切だと思われる専門家を充てていく
という、課題と解決策を一対一対応のように理解する考え方である。この場合、もしそれら諸課
題が独立したものではなく、共通の原因から立ち上がってきたものであったり、諸課題同士が複
雑に絡み合っているのであれば、課題ごとへの個別対処はどこまで行っても応急処置でしかなく、
根本的な解決は非常に困難なものとなることが考えられる。逆に、こうした要素還元的な捉え方
ではなく、複雑な諸要因の複合体として、多様なアクターの協働からなるチームで対応するとい
う認識であったとしても、今度はこれまで別の文化で働いてきたアクター同士の連携という新た
な難題と向き合うことになり、チーム学校政策が一つの目的としている教師の多忙解消には直接
つながりえないという恐れが出てくることになる。安藤はそのことから、チーム学校が多忙解消
に資すると考える論理構造の中には、業務分担（分業）、つまり要素還元論的な個人主義が埋まっ
ているのではないかと指摘している。

次に、②拡張的組織観（シャドウワークの内部化）であるが、これまでは学校内のアクターと
して考えられてこなかった専門家を、一つの「チーム」として明確に学校内部に含もうとする志
向性から生まれてくる。ここから出発した場合、児童・生徒に関する諸課題はすべて学校の業務
として位置づけられ、結局のところその大部分が教師の役割の中に組み込まれてしまうことにつ
ながると安藤は指摘する。このように、あらゆる職務の範囲やそれに伴う組織の規模が際限なく
拡張していく危険性をはらんでおり、仮にそれが複数の専門家の分担として引き受けられたとし
ても、学校組織に対するニーズの拡張という根本的な問題への対処になりにくいのではないかと
考えられる。

最後に③人格帰属の抑制であるが、これは、教育実践というものが教師個人の人格的要素の影
響を多分に受ける営為だという考え方と衝突しかねない問題と言える。つまり、チーム学校政策
論は、チームの構成員それぞれの活動を客観化し、個々の教員が有している暗黙知や人格帰属を
抑制しようとする力学が働いているという指摘である。このことは、教師それぞれの固有の特性
から離れた部分に焦点を当てていくため、教師の代替可能性を高めることにつながる。児童・生
徒の成長は社会的な要請を多分に含んでいること、また、彼らが享受する学びの質に大きな格差
が生まれてはいけないことなどから考えると、個人の影響力が大きすぎるという状況が固定化さ
れること自体は良くないと言えるが、急速に変化・多様化している社会を担う人材の学びを保障
する存在が、没個性的で多様性が少なくなってしまうことの危険性も考慮すべきであるという懸
念がここで提示されている2。

こうした懸念点を踏まえた上で安藤は、こうした前提のままで進んでしまうことで、「教師教
育者が方法を間違えれば、「今までとなんら変わらない」以上に、単純労働として「教育業務」
に従事する、現在よりも専門職意識が希薄で非自律的・非主体的な教師が量産されること（p.34）」
につながり、そうした自身の専門業務のみに専念するアクターが増えてしまうことで、校長のリー

2　 安藤（2016b）はその危険性について、「個々の子どもの発達特性や生育環境などの多様性があるために、組織的決
定のみでは保証しきれない実践の不確実性を個々の教師の専門性に委ねることによって縮減するのである。（中略）
組織的決定と教職のプロフェッショナル化が共に強化されることによって結果の不確実性を抑制することが可能に
なるはずである。しかし、近年の改革動向は、教師の専門性への信頼低下を補うために組織的決定を強化し、組織
的活動を強調する方向へ向かっている。（中略）このように教育という営みを組織的活動としてとらえ、強化して
いこうとする志向性は、最前線では「相互的コミュニケーション」でしかあり得ない教育の本質を見落としており、
実践結果の不確実性を縮減するために制度システムの強化と同時に必要な相互作用システムの保障に関する視線を
欠いているといえる」と指摘している（pp.30-31）。
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ダーシップは適切に機能しえず、学校組織全体の教育力の向上には至らないのではないかと指摘
している。

その他の課題として、以下３点指摘がなされている。
まず、西脇（2017）は、チーム学校政策論（特に中教審答申）には、チーム学校の管理運営方

法への言及がほとんどなく、そのことから、「単にチームを作って連携すれば解決する」といっ
た思考の甘さが見え隠れしており、そのような状態での安易なチーム体制への移行は、逆に現場
の負担感を増加させかねないと述べている（pp.62-65）。

次に、織田（2019）では、「職種によって構成される学校のマネジメントのためには、多忙と
長時間勤務の解消を目指す「分業論」（明確な役割分担）と、教職員と専門スタッフとの協働の
組織文化の創造を目指す「協働論」（チームの相乗作用）の共存を模索するという複雑で高度な
課題と向き合うことが必要になるだろう（p.146）」という形で、先に安藤が指摘した懸念点と関
連した課題を説明している。

最後に、チーム学校という取り組み自体が有効であるとしても、その実効性を担保する制度的
保障がなければ期待された効果は望めないという山本（2019）の指摘を取り上げる。ここでは、
外部専門家をチームに組み込むための、専門性スタッフの配置という、初手が一定なされたとし
ても、「報告義務や最低限の学校訪問・調査のみが法令のなかに書き込まれるにとどまり、果た
すべき役割が限定されるなど」、十分な制度的枠組みが用意されなければ、こうした制度の継続
性と有効性を保障していくことはできないことが説明されている。

ここまで、先行研究を踏まえた上で、①要素還元論的個人主義、②シャドウワークの内部化、
③人格帰属の抑制、④チーム学校の管理運営方法への言及のなさ、⑤多忙と長時間勤務の解消を
目指す「分業論」（明確な役割分担）と、教職員と専門スタッフとの協働の組織文化の創造を目
指す「協働論」（チームの相乗作用）の共存という矛盾への対応、⑥制度的保障という視点の弱さ、
を、「チームとしての学校」が抱える課題として挙げた。

特にチーム学校政策論が中心的な目的の一つとして挙げている、教員の多忙解消に対しては、
佐久間（2017）が、多職種協働がその直接的な対抗策とはなりえず、業務削減・業務効率化・人
員増の３つの方向性しかないと指摘している点は留意すべきであると考える（p.51）。こうした
財政的な議論までを射程に含む説明概念が必要とされている。

３．組織レジリエンス

（１）代表的な定義と構成要素
まず、「組織レジリエンス」が有する性質についての諸研究についてまとめた福畠（2020, 

pp.46-47）を概説する（表２）。構成要素に関しては、（３）において詳述する。
定義においては、「危機的な状況に直面しても、組織の基本的な性質を損なわないように組織

が対応することができる能力（福畠 2018, p.101）」という特性が共通している。ここで組織レジ
リエンスが想定する「危機的・困難な状況」には、「個々の過誤・不祥事・危機・衝撃・ルーティ
ンの崩壊・進行中のリスク（例：競争）・ストレス・緊張（同）」のように、大小さまざまなもの
が含まれている。ただし、定義の中で「能力」と「過程」の観点がある通り、ここで能力とある
のは固定的なものではなく、そうした劇的な変化から立ち戻る・それ以上に成長する組織過程自
体も包含したダイナミックな概念であることが、組織レジリエンス概念の大きな特徴である（同）。
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また、組織レジリエンスとは非常事態において突然生み出されるものではなく、いわゆる「日常」
の中で醸成されてきた種々のリソースがその場面において明確に表出するものである。だからこ
そ、組織レジリエンスにとって平時でのリソースの確保（冗長性3 の創出）は決定的に重要となっ
てくる。このように定義づけできる組織レジリエンスが高い組織について、澁谷他（2020）では

「平常時から高いマネジメント力で民主的な管理が行われ、危機や変化への準備性が高く、いざ
という時の余力がある。また、優れた人材を有し、組織成員の心理的安全性が保たれている。柔
軟で創造性のある組織文化が構築されていて、組織自体の信頼が高い。このような組織は、有事
の際にも、危機的な状況が自組織に与える影響を的確にアセスメントして即応し、大きな損害を
回避したり、障害から迅速に回復する。たとえ、大きな障害を受けた場合でも、協働力を発揮し
て、組織機能を継続することができる。さらに、このような組織は、侵襲的な出来事への対処過
程を通して、従前よりも組織のパフォーマンスを向上させ、組織の成長につなげることができる。
つまり、危機をチャンスに変えることができる組織である（pp.35-36）」と簡潔に表現している。

さらに、澁谷他（2020）では、組織レジリエンスに関する諸研究を概観した上で、組織レジリ
エンスの結果要素について検討している（pp.34-35）。諸研究の構成要素を概念分析した結果、【組
織のパフォーマンス向上】・【組織の成長】の２つのカテゴリを抽出している。それぞれサブカテ
ゴリを有しており、【組織のパフォーマンス向上】は、〔生産性の維持・向上（継続したサービス

3　 平田（2014）は、「冗長性（redundancy）」を、「組織の仕組みやシステムなどに何かあったときに、本来の機能が
失われることの内容にする余剰を意味する。簡単にいってしまえば、無駄というか、普段は使わないが何かあった
ときのための余裕の能力である（p.38）」であると説明しており、冗長性を確保するためのコスト増への対応こそ
が、経営においては非常に困難であり重要であると指摘している。その上で、「企業組織では、ひたすら業績数値
で管理しても、社員のほうは息が詰まってしまい活力や適応力が失われてしまう。スムーズに動く歯車には、「遊び」
がある。潤滑油的な意味も含めて、組織ではある程度の無駄（冗長性）はやはり必要なのである（p.40）」と結論
付けている。

表２　組織レジリエンスの代表的な定義と構成要素（福畠 2019, p.30）
定　義 構成要素

１． 組織が極度の状況変化に直面した
とき、そうした変化に適応し、基
本的な目的と健全性を維持する能
力（能力の観点）

２． 重大な逆境の文脈において積極的
な適応を包含するダイナミックな
過程（過程の観点①）

３． 社会関係資本・資源として活性化
されうる関係性（過程の観点②）

４． 日々の業務における「変動」に人
が上手く対応して安全を保つこと

（安全に焦点化した観点）

【組織構造】
・文化的なアイデンテイティ
・ 環境の変化に対して迅速に反応できるようなフラットな階層性
・ 連続した失敗からシステムを守るための疎結合のサブシステム
・深い信頼に根ざしたインフォーマルなネットワーク
・ボトムアップの調整
・「通訳型」リーダー
・訓練された energizer（メンバー間の良好な関係性の促進者）
【組織の姿勢・機能】
・変化の文脈において、学習・適応する能力
・一定の頻度での適度な失敗
・即興性
・問題解決志向
・積極性に対する組織的な支援
・ たとえ何が向かってきても、その組織が適合できるような機会を増

加させる多様な資源やスキル
・ 部分的なシステムの破壊という状況下でさえも、中心となる機能が

維持されることを確保するための、決定的なシステム上の機能的な
冗長性
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提供による生産性の向上）〕・〔維持機能の向上（競争力や問題対応力等の向上）〕・〔イノベーショ
ンの創出（新システム・戦略の創発による発展）〕の３つ、【組織の成長】は、〔組織の安定化（危
機対応を経ての信頼性向上）〕・〔組織の構造的革新（危機対応を経ての内外含めた組織編成の変
化）〕・〔組織成員の肯定的変化（阻構成員の効力感や能力の向上）〕・〔新しい組織文化の構築（危
機対応をオープンに議論し協働できる文化の醸成）〕・〔危機的経験を通した成長（危機後の成長、
柔軟性や適応力の獲得）〕の５つから構成されている。

（２）学校組織における組織レジリエンス
ここでは、組織の中でも特に学校組織に

おけるレジリエンスの特性について検討
している福畠（2020）について説明する

（pp.60-61）。
図１モデルの前提として、組織レジリエ

ンスは、組織のリソース・ルーティン・プ
ロセスに関連するマルチレベル概念であ
り、個人・集団・組織それぞれのレジリエ
ンスは、異なるレベル間の相互作用に依存
しているという組織観が採用されている。

その上でこのモデルでは、「組織－チー
ム・集団－個人」の各レベルにおいてそのレジリエンスを醸成・促進する要因は異なっていると
考える。まず、組織の中で各メンバーが積極的な交流を行うことによって、それぞれの所属意識
や自己肯定感が高まることで、所属するチーム・集団のレジリエンスが高まっていく。また、そ
うしたチーム・集団が各人の心理的安全の拠点となることによって、逆に個人のレジリエンスが
強くなるという逆向きの作用も存在する。さらに、そうしたチーム・集団がそれぞれに学習を深
めていくことによって、組織自体のレジリエンスも強くなると考えている。また、そのような学
習を促進するための構造・リソースを組織が用意することによって、チーム・集団、さらに各個
人のレジリエンスも維持・発展するという流れが、この図からは見て取れる。

また、学校組織の特色として、管理職という「組織レベル」の立場として積極的に個人のレジ
リエンスを促進しようとする関わり方を見せている点が挙げられている。

ただし留意点として、多くの学校組織が抱える「多忙化」の状況は、レジリエンスの大きな特
質の一つである「冗長性（心理的な余裕・物的なリソースの担保）」の不足の表れとも捉えるこ
とができるため、この課題を放置してしまうと、せっかくインフォーマルなネットワークの中で
信頼関係を構築できる組織文化・構造であっても、組織レジリエンスの醸成にストップをかける
結果となりかねないという点が指摘されている。

（３）「チーム学校」に関する諸要因と組織レジリエンスとの関係性
ここでは、学校における「チーム」という概念が持つ特質・構成要素と、組織レジリエンスが

有する構成要素との関係性について検討する。
まず、中教審（2015）が言及するチーム学校を実現するための要素・指針であるが、大きく①

専門性に基づくチーム体制の構築・②学校のマネジメント機能の強化・③教職員一人一人が力を

図１　学校組織レジリエンスの理論モデル
（福畠 2020, p.60）
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発揮できる環境の整備、の３つに区分されている。①専門性に基づくチーム体制の構築の中身と
して、まずもってチーム体制を整えるための「教職員や専門スタッフの人材の確保」、多様な文
脈を有する専門家が教育実践に滞りなく参画できるように、目的を共有していくことを目指す

「チーム体制の構築」と、そうした協働を支える組織文化の創出を目指す「学校における協働の
文化」が挙げられており、それらチームを校長が指揮監督するという体制が意識されている。続
いて②学校のマネジメント機能の強化の中身として、チームを適切に支援・管理していく「優秀
な管理職の確保」と、複雑化・多様化した学校の課題を組織的に対処していくための「学校のマ
ネジメント体制の強化」を挙げた上で、「多様な職員で構成される組織において求められるマネ
ジメント」として、教員と専門家の文化の違いに配慮しながら意識や取組の方向性をそろえてい
くことが重要であり、そのためには学校裁量を拡大していくことも必要であると説明している。
最後に③教職員一人一人が力を発揮できる環境の整備の中身として、「人材育成の充実」「業務改
善の推進」「教育委員会等による支援」を列挙している。

このように「多様な専門性を持った職員を有機的に結びつけ、共通の目標に向かって動かす能
力や、学校内に協働の文化を作り出すことができる能力などの資質（p.46）」が求められるチー
ム学校における校長が、自身のリーダーシップを発揮し、学校の教育力を向上させていくために、
校長の補佐体制を強化することも中教審は提言している。

続いて、三沢他（2020）では、教員のチームワークにおける行動面の要素として、「相互調整」・
「職務の分析と明確化」・「知識と情報の共有」の３つを抽出している。教員が目標や計画について、
合意形成を通じてその策定を目指し、実践場面では互いに職務の配慮・調整を行い、様々な情報
交換や相談を行うことによって組織学習を進めていくことが、教員のチームワークの理想像の一
つであることが説明されている。また、こうしたチームワークは、協働を志向し相互に開放的な
議論が可能な組織風土の下でより発揮されやすいと結論付けている（pp.72-73）。

最後に、織田（2019）では、エドモンソン（Edmondson, A. C., 2012）の議論を紹介しながら、
複雑な組織のチームづくりにおいて直面する共通の境界として、①物理的な距離（時間帯や場所
の違い）・②地位（特定の属性が持つ社会的価値）・③知識（経験・知見・教育）を挙げている。
その上で、それらを乗り越えて協働を可能にする条件として、①に対しては「他の職場への定期
的な訪問・共通の目標への焦点・知識の保存と交換」、②に対しては「経験による地位の格差を
最小化するためのリーダーシップの一体性」、③に対しては「個々人のパースペクティブの明確
な共有・各組織によって保持される価値の重視・共通の目標への焦点」と「専門を基礎とした知
識の積極的な共有・境界媒介物の活用」を提示している（pp.142-143）。

ここまで挙げてきた条件・要素に関して、組織レジリエンス概念が関連していると考えられる
点について、説明を行う。組織レジリエンスの分析視座として紹介した「組織－チーム・集団4

－個人」を軸とし、それぞれのレベルにおける関係性を見ていくこととする（表３）。
【組織レベル】

まず、組織レベルにおいては、価値観を共有することを重視した上で、比較的フラットな階層
性とボトムアップ型のコミュニケーションを通じて、信頼関係を構築していくことが、レジリエ
ンスの醸成に重要であると考える。そうした組織全体の交流プロセスを円滑に行うために、「多

4　 ここでの「チーム・集団」は、学校組織の下位集団（学年集団・教科集団・校務分掌・専門職集団）を指しており、
対外アクターとの関係性を含める「チーム学校」施策上の「チーム」より狭い概念となる。
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くの場合は舞台裏で支持者を結びつけ、さまざまなネットワークや視点、知識体系、課題を一体
的な全体像にまとめ上げる重要な役割（Zolli & Healy 2013, p.22）」を担う「通訳型」リーダーと、
そうした管理職を支える存在として、メンバー間の関係性を良好なものとして促進する役割を担
う「訓練された energizer」が重要であることも指摘されている（Miguel et al. 2013）。特に学校の
組織レジリエンスを高めるための校長の条件として、Day & Gu（2015）は「有している価値（value）
と美徳（virtue）を、はっきりと話して共有すること」が重要であると述べており（pp.154-156）、
仕事や組織に対する教員個人の動機づけやコミットメントを向上させるには、より倫理的な意味
での信頼構築が必要であるともしている（同）。そして、そうした組織活動を支える基盤として、
種々の変化に対応するための即興性と機能的な冗長性、様々なメンバーやリソースを後半に結び
付けるネットワークの構築が挙げられる。特にチーム学校のような「相互作用の豊かな職業は、
トップダウンの業務デザインを通じてよりもむしろ、ボトムアップの調整を通じてより多くのレ
ジリエンスの要求とその機会を創出する可能性（Miguel et al. 2013, p.12）」があると考えられて
いる。これは、そうした集団においては、人々が自身の仕事を固定されたタスクの混合体として
というよりもむしろ、成長と向上の源泉として利用する方法を集団的に発見することが期待され
るためであるとされる（同）。なお、組織レジリエンスは特定の危機や変化だけを想定するもの
ではなく、「何かあったときに柔軟に適応・対処できること」に焦点化している概念であるため、
平時における人的・物的リソースの確保を強調することがその特質である。

表３　「チーム学校」に関する諸要因と組織レジリエンスとの関係
福畠（2019, p,30 & p.36）・Shikha & Sanjeev（2016）を参考に筆者作成

チーム学校
組織レジリエンス

組織レべル チームレべル 個人レべル

必
要
な
条
件
・
構
成
要
素

・ 教職員や専門スタッフの
確保

・ 広汎な資源のネットワーク
・冗長性

・適度な多様性

・ チーム内での目的の共有 ・ 強いイデオロギーの同一性 ・ チーム目標の明確化と共有 ・目標、方針の理解と認識
・教員間の相互調整 ・ 頻緊なコミュニケーション

・職務の分析と明確化
・知識と情報の共有

・役割認識

・ 専門を基礎とした知識の
積極的な共有

・チーム学習 ・情報提供、収集

・学校における協働の文化 ・深い社会関係資本
・ 積極性に対する組織的な支援

・信頼関係の構築

・開放的な組織風土 ・建設的な意思決定過程
・フラットな階層性

・心理的安心感の構築
・学習志向

・楽観性

・優秀な管理職の確保
・校長の補佐体制の強化 ・「通訳型」リーダー

・訓練された energizer

・訓練された energizer

・ 学校のマネジメント体制
の強化

・十分な自律性の確保

・ 経験による地位の格差を
最小化するためのリー
ダーシップの一体性

・ボトムアップの調整

・学校裁量の拡大 ・複雑で多様な行動リス卜
・即興性
・機能的な冗長性

・チームの柔軟性 ・ 教育実践に活用可能な資
源の存在
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【チームレベル】
次にチームレベルであるが、ここでは学校組織の下位集団において、目標が明確であり共有が

なされており、頻繁なコミュニケーションを通じて職務の分析や知識等の共有を行っていくこと
で、レジリエンスが醸成・向上されていくと捉えられている。そうした関わり合いの中で信頼関
係が構築されることで、集団に対する心理的安心感が増すこととなる。この過程を円滑にする存
在として、先に挙げた「訓練された energizer」がおり、彼らが積極的な交流によって管理職と下
位集団を自然につないでいくことが重要であり、こうした組織のリーダーは、「命令や支配では
なく、影響力と調整によって統率」することが求められる（Zolli & Healy 2013, pp.355-356）。そ
してここでも、チーム・集団の柔軟性を高めるために、メンバー構成が適度な多様性を保てるよ
うに、冗長性を担保した人材確保がなされる必要があることが強調されることとなる。

【個人レベル】
最後に個人レベルであるが、組織―チームレベルと同様に、目標・方針の理解と認識があった

上で、自身の実践において必要な情報を収集し、チームに提供していくことがレジリエンスにとっ
て必要とされている。加えて、個人のレベルにおいてはメンバーそれぞれが自身の役割を適切に
認識していることも重要とされている。そしてこうした実践を、楽観性を持って柔軟に行ってい
くためには、学校組織が各メンバーの十分な自律性を確保し、実践に活用可能な資源を提供する
ことが求められる。特に、教員の自律性は、他の教師との共同作業の中で社会的に構築されるが
故に、共同体の一部として、生徒のニーズや同僚のニーズを考慮に入れながら、新しい実践の構
築に参加することが求められる。そしてその際に、革新的な方法で自分の仕事を考案・実施する
ように奨励され、様々な変化の中でチームや組織に対しての効力感を高め、組織レジリエンスを
醸成していくという過程も想定されている（Kunnari et al. 2018, p.124）。

４．まとめと課題

（１）まとめ
ここまで、「チーム学校」施策の有する志向性や求められている条件・要素、そして同時に抱

えている課題について検討した後、現在既に多くの現場にて展開されている実践の効果を今以上
に発揮することができるような視座として、組織レジリエンスを提示し、その特質と「チーム学
校」理論との関係性について説明を行ってきた。その上で、先に提示した課題に対して組織レジ
リエンス概念が提示できる要素をまとめたものが表４である。ここでは、「チーム学校」施策の
必要条件・構成要素に対して、組織レジリエンスの構成要素でもってどのような説明が可能であ
るかが示されている。

まず、「要素還元論的個人主義」に対してであるが、組織レジリエンスの重要な考え方として、
全体論（ホーリズム）がある。これは、複雑な組織体においては、組織の一部分だけの強化は（意
図しない）別の箇所のぜい弱性につながることがあるため、統合された全体を意識して思考する
ことが求められることを指す（Zolli & Healy 2013, pp.23-24）。これは、組織の諸要素を一対一対
応で捉える考え方とは正反対のものであり、教員と専門家からなるチームという複雑なアクター
の絡みあいという現実に適合しやすいと考えられる。また、組織レジリエンスは、その集団が置
かれている文脈に大きく依存するという前提に立っており、どの集団にも通用する単純な実践
パッケージというものも否定する（同、pp.347-348）ため、組織の複雑性により焦点化させる志
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向性を有する。さらに、チームレベルの観点からも、適度な多様性を有した教員と専門家のチー
ムが、頻繁なコミュニケーションを基盤として協働することによって、単純な分業という意識を
超え、全体としての集合的効力感を高めていくことが、種々の課題対応において必須であると言
えるため、要素還元的な思考を退けることにつながりうる。個人レベルにおいても、各メンバー
がそれぞれの役割を、正に全体論的な観点で認識することによって、過剰な分業・個業を避け、
協働に対するモチベーションを向上させることにつながると考えられる。

次に、「シャドウワークの内部化」という課題に対してであるが、チームレベルの視点から見
れば、組織がその不確実性に柔軟に対応する能力を高めるためには、チーム全体とメンバー各人
の役割やその目的・意義が明確であることが必要であり、それを適切に評価するための基準を設
定しておくことが求められる。つまり、学校組織がその役割を無限に拡張しようとする流れは、
組織をよりぜい弱にするため、あらかじめ「必ずやらなければいけないこと・できることの範囲」
を設定しておくことが不可欠となる。その設定自体の困難さこそが、この課題の根本であること
は間違いないが、他の要素でも言われているように、組織の文脈を意識した細やかなコミュニケー
ションによって、その範ちゅうを慎重に確定していく作業が求められる。またその前提として、
それぞれの職務の分析と明確がなされている必要があり、それはチーム内で知識と情報が適切に
共有されていることによって可能となる。加えて個人のレベルにおいても、当然のことながら各
メンバーが目標・方針を理解・認識し、それぞれの役割を明確化させていることが必須となって
くる。

続いて「人格帰属の抑制」に対してであるが、組織レジリエンスは、組織の文脈に細心の注意
を払い意味形成を行うことができる専門家の存在（文脈化された結びつき）を重要視する。硬直
化した組織階層は、危機に対して非常にぜい弱であるが故に、組織レジリエンスを高めるために

表４　「チーム学校」施策が抱える課題とそれに対応する組織レジリエンスの諸要因

「チーム学校」施策が
抱える課題

対応する組織レジリエンスの諸要因
組織レベル チームレベル 個人レベル

・要素還元論的個人主義 ・全体論（ホーリズム）
・文脈依存性

・適度な多様性
・頻繁なコミュニケーション

・役割認識

・シャドウワークの内部化 ・チーム目標の明確化と共有
・職務の分析と明確化
・知識と情報の共有

・目標、方針の理解と認識
・役割認識

・人格帰属の抑制 ・専門知の重視
・文脈化された結びつき
・失敗への許容
・認識の多様性

・チームの柔軟性
・高い自律性
・チーム学習

・情報提供、収集

・ 管理運営方法への言及の
なさ

・冗長性
・建設的な意思決定過程
・フラットな階層性
・「通訳型」リーダー
・訓練された energizer

・訓練された energizer
・共通の言語

・ 「分業論」と「協働論」の
共存という矛盾への対応

・モジュール構造
・多様性の確保
・ボトムアップによる調整

・パーチャルな役割システム ・十分な自律性の確保

・ 制度的保障という視点の
弱さ

・広汎な資源のネットワーク
・冗長性

・ 教育実践に活用可能な資源の
存在
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は、その意思決定を現場の第一線に委ねる必要がある。その際の権限は、その職位ではなく最も
適した専門知を有する人材に移譲されることになるため、各アクターの個性や文脈が最大限尊重
されることになる（Weick & Sutcliffe 2015, p.13）。また、そうした専門家も固定された構成では
なく、より多くの危機や変化に適応できるよう、ある程度多様性をもたせることが重要となる。
このように多様性を担保された集団の認識によって、即興的な対応が生まれやすくなると考えら
れている（Zolli & Healy 2013, pp.271）。また、「レジリエントな集団は、人々を失敗から守るの
ではなく、失敗しないことから守る（Miguel et al. 2013, pp.12）」とあるように、失敗から学習す
る姿勢を維持し、メンバーの心理的安全を保障することが、組織・チームのレジリエンスを醸成
することから、や各メンバーそれぞれの特性を生かした組織作りが目指されていることがわかる。
さらに、チームレベルの観点からすれば、メンバーの自律性が高い状態こそが、あらゆる危機・
変化に柔軟に対応するための条件であるため、やはりここでも各人の個性発揮が必要とされてい
ると言える。また、チーム学習の習慣を定着させることによって、それぞれの実践知を明確化し、
メンバー間で共有できることになるため、それぞれの文脈を生かした取り組みが展開されやすく
なると考えられる。そうした学習を促進するために、個人レベルにおける情報提供と収集が重要
となってくる。

続いて「チーム学校の管理運営方法への言及のなさ」という課題に対しては、まず全体の組織
観として、組織レジリエンス概念は、効率を最重要視する「リーン生産組織」では、冗長に見え
る職位などの廃止によって、経験と専門知が排除され、利用可能な対応レパートリーを縮小させ
てしまうため（Weick & Sutcliffe 2015, p.115）、できるだけ組織の多様性とリソースの充実を目指
すことを推奨する。また、学校という一定階層的な形態でありながら、即興的でインフォーマル
な組織対応を求められる組織においては、そのギャップ（空白地帯）を埋めるために「協調的行
動の素地を作り、人々を結びつけ、承認を取りつけ、人々がその空白地帯に集まるように取り計
らう（Zolli & Healy 2013, pp.355-356）」ような「翻訳型」リーダーシップが求められる。そうしたリー
ダーは、命令や支配ではなく、影響力と建設的な意思決定過程によって組織をまとめていくこと
が必要であり、それはフラットな階層性でないと実現しにくいとされる。さらに、チームレベル
の視座からも捉えると、チームがより円滑に手段対応ができるような共通の言語を設定しておく
こと、そしてチームの柔軟性を保障するために自律性を一定維持しつつメンバー間のつながり
を緩やかに保ち、頻繁なコミュニケーション・チーム学習を促進するための訓練された energizer
が必要となる。

次に、「「分業論」と、「協働論」の共存という矛盾への対応」に対しては、先に「要素還元論
的個人主義」への対応として説明してきたことが大方当てはまると考えられるが、それに加え
て、「モジュール構造」という考え方も重要である。組織が大きな危機や変化に直面した場合で
も、必要に応じて分離・対応することができるように、ある程度チームには自律性と権限を付与
しておき、それらを疎結合によって緩やかに交流させておく状態を用意しておくことも求められ
る。その際に、ボトムアップの調整を通じての対応を軸とすることで、「人々が自身の仕事を固
定されたタスクの混合体としてというよりもむしろ、成長と向上の源泉として利用する方法を集
団的に発見することが期待（Miguel et al. 2013, p.12）」できる。その上でチームレベルにおいては、
メンバー間でそれぞれの役割を適切に認識しておくことで、平時はそれぞれのポジションで各メ
ンバーが活動しながらも、急な変化において他のメンバーの役割を迅速に代替できるような柔軟
性が生まれることになる。また、そうした動きは、個人レベルにおいて十分な自律性が確保され
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ていることで、その実質性が担保されることとなる。
最後に、「制度的保障という視点の弱さ」であるが、こちらはレジリエンスの視点から直接的

な示唆は導出しにくいが、組織レジリエンスでは一定程度のリソースの確保と冗長性の維持を求
める志向性が強く、こうしたリソースをどのメンバーもアクセスできるように広範なネットワー
クでつなげておくことを重視する。また、個人レベルにおいても、そうした実践に活用できる資
源があることが教員自身のレジリエンスも向上させると考えられる。しかしながら、こうした状
況の実現を各自治体や学校組織だけに任せておくことは非常に不安定であるため、その担保とし
て法律や実践ルールの設定と実際のリソース提供までを制度的に用意するところまでが不可欠で
あるということは、組織レジリエンスの観点からも指摘できる。

ここまで、「チーム学校」施策が抱える課題に、組織レジリエンス概念はどのように対応でき
るかについて検討を行ってきたが、最後に組織レジリエンスの視座を取り入れることによって、

「チーム学校」施策が主として想定していた以上の効果も期待できることを説明する。
まず、「チーム学校」施策では、事前に想定している課題に対して、それに対応できる専門家

をチームに加えていくという考え方がベースとなっているが、教員とは異なる文脈を持ったアク
ターが組織に入ってくることのメリットは、それだけではなく、組織が適度な多様性を有するこ
とは、組織のレジリエンスの向上に大きな役割を果たし、混乱への迅速な対応能力を平常時から
高める有効な方法として考えることができる（Zolli & Healy 2013, p.21）。ここで重要な課題は、
多様性と協力関係のバランスの確保であり、先述の通り、非常時にあっては、多様な役割を演じ
る役者たちが相互に協力するメカニズムを事前に構築しておくことが求められる（同）。また、
多様なアクターがチームとして結びついている状態においては、想定外の変化に対しても、より
即興的な対応が取りやすくなるということも指摘できる。

次に、こちらも「チーム学校」施策が事前に取り上げている課題や変化に力点を置いているこ
とに対する、組織レジリエンス概念からの示唆であるが、実践場面では問題の発生メカニズムや
その態様も複雑でその対処や説明も相当に難しいものであるため、こうした問題だけにフォーカ
スすることは、組織を安定した状態に保つことにおいてはあまり得策ではないため、「安全とい
うのはただ単にアクシデントがない以上のことである。物事をうまくできる能力があるという定
義（中略）、つまり、何か問題が起きた場合だけを見るのではなく、うまくいった場合について
も見るということ（Hollnagel 2014, p.13）」という Safety-Ⅱの視点も同時に取り入れることが重要
である。このように、不確実性の高い組織である学校現場において、ほとんどのことを想定しな
がら運営していくことは非常に困難であり、危機・変化に対して柔軟に適応していくことも肝要
となってくる。また、危機だけに着目するのではなく、平時こそが「うまくいっている状態」で
あると捉え直し、その状態がなぜ成立しているのかに着目しながら、この状態を維持することに
注力していくという姿勢も現実的には必要となってくることが理解できる（福畠 2019, pp.26-27）。

最後に、組織レジリエンス概念が最も重要視しているのが、「組織が致命傷を負わないように
根本的な価値・システムを維持し続ける」ことであり、そうした持続可能性を根本から支えてい
るのが、広範なリソースとネットワークを平時から確保しておくという冗長性の視点である。学
校組織においては、組織が向き合わなければいけない変化や危機多種多様であるというだけでな
く、校長や教員自体が異動してしまうなど、組織自体も常に変化という不確実性を有している。
そのような学校組織が変化をしながらも「チーム学校」として安定して適応・運営していくため
には、十分なリソースの支援という冗長性の観点が必須であり、組織レジリエンス概念はそこも
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含んだ議論を可能とする。

（２）課題
既に現場において様々な形で展開されている「チーム学校」施策が、その有効性をより高める

ための視点として組織レジリエンスを取り上げた上で、それが「チーム学校」施策が原理的に抱
えうる幾つかの課題にも対応可能であること、そして組織レジリエンス独自の効果についても説
明を行ってきた。しかしながら、先述の通り、これはあくまでも概念レベルでの解釈にとどまっ
ており、より実践的に必要な条件・要素については、実践研究を軸とした更なる調査・分析が必
要となる。

加えて、本稿では「教員が個業的な業務においても、学年・教科そして学校全体に及ぶ業務に
おいても、少なからず状況適合的に遂行している事実を踏まえれば、議論可能な教員の専門性は、

「チーム学校」ではなく、教育という仕事が輻輳（ふくそう）的で各教員への業務の分割が困難
なことを踏まえた「チーム教育」として見出すべきとなる。それは、とりあえずは多職種との協
働ではなく、教育に直接携わる教員同士が自分たちの学校に通う児童・生徒を、どのように共に
見ることができるかを課題とする。つまり、「一人の生徒を複数の教員で見ることがこれから普
通になるのならば、新しい教職の専門性は、教師論ではなく教職員論として、つまり組織人とし
ていっそう立論される」（榊原 2020, p.24）」と指摘されている、「教員の専門職性の再定義」とい
う大きな課題に直接的には応答できてはいないことが課題として挙げられる。榊原は、「一人の
児童・生徒に対して複数の教員や教育職員が異なる視野から多面的に関わる「チーム教育」、つ
まり、複数の同職種間の認知と感情の起伏を、場に応じてマネジメントできるチームワークの能
力が、「教職の専門性」として問われることになる（p.24）」しているが、この課題に対して組織
レジリエンスの観点で何が提示できるのかについても、今後の課題とする必要がある。
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実効的な生徒指導の取組を促す方策1

－教職員が主体的に関わる生徒指導の体制づくり－
Promoting Effective Seito-shidou (Student Guidance) in Schools

－ The Creation of a Framework of Seito-shidou with the Voluntary Participation 
of the Teachers－ 

滝　充
TAKI Mitsuru

Abstract
This article introduces and explains two approaches for effective seito-shidou. They are based 

on evidence, particularly developed, verified and published by NIER over the past 20 years. 
The two main issues of seito-shidou in schools are ijime (harassment and/or bullying in Japan) 

and futoukou (school non-attendance). Though schools tried to reduce them, most schools failed to 
get good results due to the fact that in many schools, seito-shidou is not managed well and is not 
successful. 

One reason for the improper management of seito-shidou is a lack of knowledge and 
information on seito-shidou sharing among teachers in each school. Furthermore, the custom 
of staff reassignment in the Japanese school system also makes it hard for teachers to acquire 
common knowledge and information. Staff reassignment means that a number of teachers in one 
school are exchanged with a number of teachers in other schools every year. This means that 
common knowledge and information has to be renewed every year.

Another reason is the lack of recognition sharing on the current situation of each school among 
teachers. Furthermore, the characteristics of seito-shidou also make it hard for teachers to acquire a 
common recognition. Seito-shidou requires long-term implementation of at least one year and the 
cooperation of all of the teachers in each school. It is easy to cooperate when handling immediate 
problems but harder to obtain sustained results over a long period. Some kind of incentive for free 
decision-making is required among the teachers.

On the basis of the situation mentioned above, I suggest two approaches. The first is a ʻcyclical 
intervention process with the participation of all the teachers in each schoolʼ. This approach 
offers a framework for all of the teachers to conduct ʻtrial and errorʼ seito-shidou together over 
multiple years. Through this process, teachers will be able to obtain common knowledge and 
information on seito-shidou. The second is ʻjoint workshops in a junior-high school district for 
the cyclical intervention processʼ. This approach offers a framework for teachers in a school to 
exchange information on the current situation of each school with teachers in other schools of the 
same school district. Through this process, teachers receive stimulation. The teachersʼ incentive is 
stimulated through the joint workshop leading to a common recognition.
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1　 本稿は、令和２年２月に開催された「第２回魅力ある学校づくり検討チーム」（文部科学副大臣が主宰するプロジェ
クトチーム）における筆者の報告内容『学校が変わるために、何を、どう発信すべきか』の一部を、一般の教育関
係者向けに論文形式の原稿にまとめ直したものである。原題の主語は、国、若しくは文部科学省を想定したもので
あったが、執筆に当たって都道府県や市町村の教育委員会、さらには学校の管理職・中間管理職が読むことも想定
しつつ書き改めた。
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１．問題の所在

①求められる学校の改革・改善
日本の学校における生徒指導上の主たる課題と言えば、これまで 30 年以上にわたる議論が続

いている、いじめと不登校になろうか。2 いじめについては 2013 年に「いじめ防止対策推進法」
が施行されたことにより、また不登校については 2016 年に「教育機会確保法」が施行されたこ
とにより、共に各学校における生徒指導上の課題としてだけではなく、国における政策課題とし
ても位置づけられたと言える。

にもかかわらず、いじめについては、法律施行後もいじめが原因と目される児童生徒の自殺事
案が起きるなど、「学校の対応は十分なのか」との疑念は拭えないままである。一方、不登校に
ついても、他の教育機会以前に、「そもそも学校が提供している教育機会は十分なものなのか」
との疑念は残されたままと言える。そして、そうした疑念を抱く人々に共通する疑問は、つまる
ところ「なぜ学校は（いつまでも）変わらないのか」、あるいは一歩進んで、「どうしたら学校を
変えられるのか（良くできるのか）」に集約されるように思う。それは、恐らく生徒指導の取組
に限ったことではなく、日本の公立学校やその教職員に対する物足りなさや不信感と言い換える
ことさえできるかもしれない。

しかしながら、学校は変わっていないというわけではない。それどころか、学校が変わるよう
な試みは、日々、様々な学校や教室で行われている。そして、そうした試みの多くは、大なり小
なり成果をあげてもいる。そもそも、なにがしかの試みが繰り返されていながら、成果が上がら
ないはずがない。問題にすべきは、にもかかわらず、なぜ、学校（学校教育）は変わっていない
ようにしか見えないのか、あるいは、なぜ、改善されつつあるようには感じられないのか、であ
ろう。

それに対する筆者の答えは、極めて単純である。ある学校やある教室で成果をあげた試みも、
担当者が変われば「続かない」し、他の学校や学年、教室にまでは「広がらない」ことが多い。
そして、それ以外の学校や教室の多くは、そもそも「始めようとしない」からである。

ただし、学校における取組改善が「広がらない」「始めようとしない」状況を、教職員の資質
の問題や怠慢と短絡的に断じることには、異論がある。そもそも、日本の学校の場合、他の国々
とは異なる制度的な特徴が存在し、そのことが「始めない・続かない・広がらない」状況を生じ
やすくさせている点についても、とりわけ生徒指導面に関しては、考慮すべきだと考えるからで
ある。

②日本の学校の制度的特徴
その制度的特徴とは、１億人を超える人口規模の国でありながら、圧倒的に私立の学校が少

ないことである。2020 年時点でも、小学校では 99％以上、中学校では 92％以上、高等学校でも
72％以上の学校が公立、すなわち都道府県や市町村が設置者である。そして、教職員の採用や研
修、異動や昇進等の人事は、専ら都道府県若しくは政令市単位で行われている。校長に人事権は
なく、校長も含めた教職員の異動や昇進等は、県や政令市といった範囲内で行われるのが一般的

2　 もう一つ、暴力行為もあるが、現行のいじめの定義は暴力行為も含むことから、ここでは省略した。
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で、教職員は数年ごとに勤務校を異動する。
この定期的な異動は、教職員の質による差が学校間に生じないようにできるという利点の一方

で、別の大きな問題もはらんでいる。それは、３年単位の異動であれば教職員の３分の１程度が、
７年単位の異動であれば教職員の７分の１程度が、毎年、入れ替わることである。良く言えば、
常に新鮮な空気を取り込めるということではあるが、悪く言えば、せっかく形作ってきたものが、
毎年、削り取られていくということでもある。

この状況は、生徒指導の取組に対して、特に大きな影響を及ぼす。学習指導面の改善であれば、
個々の教職員が自らの学級なり教科の授業を行う際に試みる試行錯誤が大半を占める。つまり、
個々の教職員が責任を持って自分の職務に努めるだけのことならば、教職員の入れ替わりによる
影響を直接に受けることはない。ところが、生徒指導面の取組は、学年単位や学校単位で足並み
をそろえて実施するものが大半を占める。一部の教職員だけではなく、学年全体、学校全体で取
り組むことが求められるだけに、毎年の異動による影響は計り知れない。

仮に、一部の意欲的な教職員なり学年なりが、１年がかりで児童生徒の課題の改善に成功した
としよう。そして、管理職と共に、翌年度にその成果を他学級や他学年にまで広げようと考えた
としよう。だが、今年度異動してきたばかりの、前年度の様子を知らない教職員には、そもそも
何が成果なのかは理解できない。つまり、毎年、何割かの教職員に対しては、前年度の状況から
始まり、その取組の過程を事細かに説明することを余儀なくされる。しかも、異動してきた教職
員にしてみれば、いくら話を聞かされたところで、変容を目の当たりにした教職員と同じ心境に
はなり得ない。また、その試みにおいて指導的な役割を果たした教職員が異動した場合には、「広
がらない」どころか「続かない」ことに直結する。3 

③本稿の目的
生徒指導の取組を阻むかのように働く日本の学校の制度的特徴を前提にしつつ、生徒指導の取

組の改革なり改善を「始めさせる」「続けさせる」には、学校に対して、何を、どう発信すれば
よいのか。本稿では、「変わらない」ようにしか見えない生徒指導の取組について、その現状を
概観した上で、その根源に存在する問題点について指摘する。そして、それを打破するための基
本的な手法、ここでは実際に生徒指導に取り組む際に効果を上げた手法、研究上のエヴィデンス
が得られている手法を具体的に示していく。 

２．国は、学校を変えられるか

先に指摘したとおり、日本の学校の多くは公立であり、欧州の小国に見られるようなほとんど
が国立という状況ではない。つまり、国が学校を直接的にコントロールしているわけではなく、
間に都道府県や政令市が入る。そんな中で、国が学校に対して及ぼしうる影響力がどのようなも
のかについて、まずは見ていくことにする。

3　 理論上は、異動に伴い、一つの学校の実践が他の学校にも伝播（でんぱ）する可能性も考えられる。だが、そのよ
うにして自然に広がった事例は聞いたことがない。
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①国が提供してきた内容の適切性
近年、生徒指導に関して文部科学省から発出された様々な通知等は、また国立教育政策研究所

から提供された各種資料等は、そして「いじめ防止対策推進法」などの法律は、なにがしかの改
革なり改善なりを学校に求めたり、促したりするものであったと言える。そして、そのために必
要となる知識や情報の提供をも伴うものであったと言える。それらの内容については、異論や疑
問の余地はあり得るとしても、致命的な誤りや欠陥等はなかったと言い切って差し支えあるまい。
少なくとも、各学校で成果が上がらなかった（各学校が変わらなかった）のは国が提供した内容
に大きな誤りや問題があったから、ということではなかったと考えてよかろう。

そう筆者が判断する根拠は、一部の学校、いわゆる「荒れた学校」のように生徒指導上の課題
を多く抱えていたり、研究指定等を受けて先進的な取組を始めようと考えていたりした学校の中
には、そうした国等から提供された知識や情報を参考にした取組を行うことで学校が変わった、
児童生徒が良くなった、等を報告する事例が存在するからである。4 また、国立教育政策研究所
の資料にも、そのような成果を上げた取組の過程と成果を客観的なデータで検証した（すなわち、
エヴィデンスを示した）資料が複数存在する。5 仮に内容に致命的な誤りや欠陥等があったのなら
ば、そのような成果さえもが得られることはなかったはずであろう。

②生徒指導面で成果を上げた学校の特徴
ただし、国等から提供された知識や情報によって成果を上げたのが一部の学校にとどまること

も、また厳然とした事実である。しかも、「荒れた学校」や研究指定校等であっても、成果を上
げられなかった学校は存在する。同じように知識や情報の提供を受けていたはずなのに、成果に
結びつけられた学校とそうでなかった学校が存在するのはなぜなのか。そこに、どのような違い
が存在するのか。

筆者が直接に見聞きした範囲6 の経験知で言えば、成果を上げた学校に共通していたのは、全
教職員が自校の現状に対して危機意識を持ち、管理職若しくは生徒指導主事等が中心になって、
国等から提供された知識や情報を自分たちでそしゃくし、全教職員が納得して自ら行動しようと
する姿であった。「荒れた学校」を例にとるなら、学校が「堕（お）ちるところまで堕（お）ちた（？）」
ことに対する教職員の危機意識が内発的な動機づけとなり、自校の現状に対する認識を教職員相
互が共有しあうことで、学校全体としての取組が実現できたことが、成果につながったものと考
えられる。

③生徒指導面で成果を上げられなかった学校の特徴
一方、同じように生徒指導上の課題を抱えた学校等であっても、成果を上げられなかった学校

に共通していたのは、一部の教職員だけが走り回っていたり、各教職員が各自の取組にこだわっ
ていたりする姿であった。すなわち、「荒れた学校」を例にとるなら、個々の教職員にそれぞれの
危機意識はあるものの、教職員間で情報を共有しようとするまでには至っておらず、現状認識も

4　 そのような成功事例は、全国各地に存在しており、各種の事例集等に収録されるなどして報告されてきた。

5　 データによって変容過程を明示し 、エヴィデンスを示している資料の例として、国立教育政策研究所（2014）、同
（2016）をあげることができる。

6　 国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研究センターが十年以上にわたって実施してきた「魅力ある学校づくり調
査研究事業」の協力校に対する訪問や成果報告会を通して得た知見など。
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共有されないまま各自の取組だけが行われ、結果的に成果につながらなかったものと考えられる。
また、特に目立った生徒指導上の課題もなく、研究指定等を受けていたわけでもない、その他

多くの学校については、そもそも教職員が危機意識を抱くこと自体が難しく、情報を共有する必
要性を感じることもなかったと考えられる。それと言うのも、生徒指導上の負担がさほどではな
い学校といえども、教職員の業務負担は軽いわけではない。生徒指導以外の課題への対応や処理
を優先するなら、必ずしも緊急とは感じにくい生徒指導上の課題（予防や未然防止のための取組
等）に関する事柄が後回しにされたとしても無理はない。その結果、生徒指導面の取組は、課題
のある一部の児童生徒に対する緊急対応と教職員の一部の実践にとどまり、学校全体、あるいは
児童生徒全体としては、良くも悪くも変化しなかったものと考えられる。7

④鍵となる教職員の意識
要するに、成果を上げられるか否か、学校が変わるかどうかは、知識や情報の共有は当然のこ

ととして、教職員間の認識の共有に大きく左右される、ということであろう。しかし、情報共有
や共通認識の大切さという指摘だけならば、さほど目新しいものとは感じられないことであろう。
例えば、「ほう（報告）・れん（連絡）・そう（相談）」の大切さ等はこれまでにも指摘されてきた
し、生徒指導体制の充実等の表現により、共通認識の重要性も指摘されてきた。

だが、そうした指摘にもかかわらず、それらが徹底できていると胸を張れる学校は、決して多
くはあるまい。教職員の側からの「ほう・れん・そう」が乏しい分を管理職の側からの情報収集
で補うことで、やっと回っている学校は少なくなかろう。また、国等から提供された知識や情報
にしても、すべての教職員に周知徹底できていると胸を張れる学校も、決して多くあるまい。資
料等を回覧させているから、あるいは一斉にメールで配信しているから、知識や情報は共有され
ているはずと考えているのなら、単純に過ぎる。仮に、知識や情報を周知させる手段があり得た
としても、そこで達成されるのは知識や情報の共有までであって、それが自動的に共通認識とな
る（認識の共有にまで至る）わけではない。

知識や情報の共有が認識の共有へとつながり、さらには「学校としての取組」が実現されるた
めには、知識や情報の確実な提供が大前提であることは間違いない。だが、それで十分というわ
けでは決してない。例えば「荒れた学校」の場合には、先にも触れたとおり、追い込まれた教職
員の危機意識が内発的な動機付けになり、そうした知識や情報を「自分たちでそしゃくし、教職
員が納得して自ら行動しようとする」中で認識の共有につながったものと考えられる。つまり、
提供された知識や情報を積極的に受けとめようとする意識や自覚がなければ、いくら知識や情報
を提供したところで、自動的に何かが始まるわけではない。

では、どうしたら教職員の意識や自覚は変わるのか。例えば、「ほう・れん・そう」が大切で
あると幾ら繰り返し伝えてみたところで、それも一種の情報や知識の提供にすぎない。「必ず報
告するように」と命令する代わりに「報告することが大切なんだよ」と説いてみたところで、情

7　 例えば、ある学年（児童生徒数 100 名程度）の取組の成果を、児童生徒のアンケート結果（５段階評価）で評価す
るとしよう。平均値が３から４に向上するには、100 名の児童生徒全員が１点ずつ評価を上げるか、50 名の児童生
徒が２点ずつ評価を上げてくれるような取組を行う必要がある。それに対し、一部の気になる児童生徒のみ（例え
ば３名）に集中して対応し、彼らが一気に評価を４点ずつ上げてくれたとしても、平均値は 0.12 しか上がらない。
つまり、一部の児童生徒に対する個別対応にとどまり、残りの児童生徒に対する働きかけを欠く限り、数値は大き
く変化することはなく、学校も変わることはない。いわゆる「荒れた学校」が荒れ続けるときというのは、そうし
た悪循環に陥っているときに他ならない。
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報や知識の提供以上にはならない。もともと意識が高い教職員、自覚を持った教職員であれば命
令に従うであろうし、命令口調に対して反発するようなら説得も有効かもしれない。だが、意識
が低い、自覚が育っていない場合には、いずれも効果は薄いに違いない。実際、「荒れた学校」
が数年かけて立ち直った場合でさえ、「荒れ」が収まった後に異動してきた教職員の中には、「う
わさで聞いていたほどひどい学校ではなかった」といった感想を漏らす者は少なくない。そうし
た危機意識がない教職員に対して、「荒れ」を経験してきた教職員が「再び荒れさせないために
は…」と説いても、簡単には伝わらない。最後には、「自分で失敗してみない限り、わからない。
痛い目に遭ってみるまで、伝わらない」といった諦めの言葉を漏らすほどである。

知識や情報の共有の有無、認識の共有の有無が大切であるとの指摘はもちろん正しいものの、
問題はいかにしてそれを達成するか、達成させるかにある。知識や情報の共有を前提としつつ、
互いの認識を共有しようとする積極的な意識や自覚の有無をこそ、問題にする必要がある。

⑤国からの直接的な働きかけの限界
ここまでの分析、あるいは「見立て」が正しいとすれば、国からの直接的な働きかけによる学

校の改革や改善はあまり期待できそうにない。どんなに頑張ってみても、国にできることは情報
や知識の提供以上の形態は難しいからである。個々の教職員の意識や自覚の変容を可能にするの
は、学校の取組改善に教職員が主体的に参加することを促すような学校経営や、それを支援する
教育委員会の研修ではないか。国にできることがあるとすれば、学校や教育委員会がそうした取
組をすることを支援する方策を考えていくことしかあるまい。

３．教職員の意識・自覚の現状

では、国として何をするかであるが、それを考えるためにも、多くの学校の、すなわち生徒指
導上の課題を抱えた学校等ではない学校における、生徒指導面に関する教職員の意識や自覚につ
いて検討しておきたい。以下、いじめ対応を例にしながら考えてみよう。

①一般的な教職員の意識
「いじめ防止対策推進法」ができ、学校がいじめに対して積極的な対応を求められることにな

る中、例えば、児童生徒に寄り添うこと、一人で抱え込まずに組織で対応すること、等の大切さ
を知らされていない教職員は、皆無と言ってよかろう。文部科学省や教育委員会、マスメディア
等から、あるいは管理職等から、そうした話を聞かされないはずはないからである。だが、実際
にいじめが疑われるような児童生徒間のトラブルを見聞きした教職員が、被害側・加害側の児童
生徒に適切に対応しているのか。そもそも、いじめが起きないような指導を日々心がけているの
か。また、それらのトラブルについて、各学校の「学校いじめ対策組織」に報告するとともに、
必要な指示を仰いでいるのか。要するに、いじめに関する教職員の対応が「推進法」に即して適
切になされているのかとなると、残念ながら疑問符をつけざるを得ない。実際、総務省の調査で
は、一部の学校にすぎない可能性はあるにせよ、不十分な対応しかなされていなかった事例につ
いて指摘されている。8

8　 総務省（2018）。
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教職員の不十分な対応の原因が知識や情報の乏しさからくるのであれば、それを提供すること
が効果的な対策となり得る。そのような判断の下、国からの知識や情報の提供が、毎年繰り返さ
れてきたのであろう。だが、どう対応すべきか、どう行動すべきかについての知識がありながら
不十分な対応にとどまっているのだとすれば、知識や情報の提供をただ繰り返すだけの従来の対
策では効果は限定的であろう。知識はあるはずの教職員が不十分としか思われない対応にとど
まっているのだとしたら、それはなぜなのか。「続かない」「広がらない」場合と同様、その状況
を単なる怠慢や資質の問題として片付けても、何の解決にもならない。

仮に、知識があるのに不十分な対応にとどまっているのが多くの教職員の状況だとすれば、そ
の一つの答えは、本人の中では「（それなりに）やっている（やれている）つもり」だから、と
いうものである。要するに、本人はやっていない、やれていないなどとは思ってもいない、との
見立てである。そして、もう一つの答えとして、ごく一部の教職員に限られるであろうが、「今
まで以上のことは無理」というやや開き直りともとれる姿勢だから、というものである。後者に
対しては、個別に指導・対応するしかない。ここでの問題は、知識はあるはずなのに不十分な対
応にとどまる教職員の大多数を占めているはずの、前者である。

②やっているつもり、やれているつもり
確かに、日本の教職員であれば、そのほとんどが「いじめはいけない」と児童生徒に伝えてい

るに違いないし、児童生徒間のトラブルがあれば「加害者にも、被害者にも指導を行う」ことも
当たり前に行われているに違いない。ただし、そうした児童生徒への指導が、やはり「知識の提
供」で終わっている可能性は高い。なぜなら、児童生徒の意識や行動の変容にまで至るほどには
時間をかけてはいられないからである。そもそも学校というのは、発達途上にある未熟な子供が
集団で過ごす場所である。教室の中では、なにがしかのトラブルが日々、それも繰り返し起きる。
そのたびに授業を中断し、指導を行ったり、話合いを行わせたりするわけにもいかない。トラブ
ルとなった行為をやめさせ、口頭で注意したら、すぐに授業に戻る場合も多いことであろう。

管理職等への報告についても、行っていないはずはない。ただし、それは教職員本人が必要と
感じたときのみであって、そう感じなければ行われない可能性は高い。なぜなら、教職員の多く
は教室が主たる仕事場であり、休み時間でさえ職員室に戻らないことも少なくないため、報告の
タイミングも限られる。そもそも学校においては、教室の中で繰り返される日々のトラブルには
個々の教職員が適宜対応するというのが暗黙のルールであろう。いちいち職員室に戻り、管理職
の判断を仰いでいたのでは間に合わないし、本人に判断する力がないようでは話にもならない。
トラブルとなった行為をやめさせ、口頭で注意し、一旦は収まったとしたら、そのまま報告しな
いですませていくことも多いことであろう。

しかも、従来の学校では、そうした対応で終わる教職員であっても、さほど問題視されてはこ
なかったのではないか。「あの先生は○○な人だから仕方がない」といった形ですまされたり、
他の教職員がその穴埋めをする形で解決したりしてきたのではないか。そうだとすれば、多くの
教職員が、完璧ではないものの「やれている」と感じていたとしてもおかしな話ではない。

③コンプライアンスの時代に求められる意識改革
だが、時代とともに社会の風潮も変化している。一般企業の業務が公正かつ適切に事が進めら

れていること、つまりコンプライアンスが適切になされていることに対する人々の期待や関心が、
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これまでにない高まりを見せ、各企業は旧態依然とした体制の見直しを迫られる時代になってき
た。そうした流れは、学校に対する見方にも影響を及ぼし始めていることであろう。すなわち、
学校においても管理職を中心としたコンプライアンス体制のもとで教育がなされることを当然と
考える保護者も増えつつあると考えるのが、妥当と思われる。もし、そうだとすれば、「やって
いるつもり」ではなく「実際にやる」こと、さらには「やっている」ことを第三者に分かる形で
示すことまでもが求められるようになってきたと考えていくことが必要となろう。

とはいえ、時代が変わったのだから学校も変わる必要があると伝えたところで、「やれている
つもり」の教職員の反応は、「そんなことは分かっている」「また、上から…」といった受けとめ
にとどまる可能性は高い。ただでさえ多忙な中にあって、コンプライアンスなどとカタカナで言
われても、「やらされ感」を払拭することはできまい。教師というものは、児童生徒が良くなる
という手応えがある場合には、言われなくとも行動するところがある。反面、実感や手応えがな
ければ、関心を示さなかったり、受け身的に従うだけだったり、ということも少なくない。関心
がなければ、自発的にも自主的にもなれないのは、ある意味では当然とも言える。

④ポイントは「受けとめ直し」
しかしながら、そもそも世の中の仕事というのは、自発的に行ったり、自主的に行ったりでき

るものばかりではない。自分の意思や思いを最優先にして、すなわち、自分の好きなことだけを
好きなように、やりたいことだけをやりたいようにやって生計が立てられるのは、ほんの一握り
の人々や職種にすぎない。他からの指示や制約というのは、多かれ少なかれ、あるのが普通であ
る。だからと言って、世の中の大多数の人々が「やらされ感」だけでイヤイヤ仕事をしているわ
けでもない。そうした、他からの指示や制約であっても、その内容に納得できるのであれば、そ
の意味が腑（ふ）に落ちるならば、自らの意思や思いで始めたわけではなくとも、自分の意思や
思いとして取り組むことはできる。つまり、自発的でなくとも、自主的でなくとも、主体的に取
り組むことはできる。要は、与えられた課題であれ、指示された課題であれ、「自らが取り組む
べき課題として、主体的に受けとめ直す」ように教職員を促すことができるかどうか、教職員に
気づいてもらえるかどうか、にかかっていると言えよう。与えられた課題であっても、そこに個々
の教職員の思いを込めて取り組むことができないなら、児童生徒に向かい合う甲斐（かい）が生
まれてくることなどなかろう。

４．各学校で実行可能な「受けとめ直し」の方策

では、教職員が「自らが取り組むべき課題として、主体的に受けとめ直す」ようになるために、
国には何ができるのか。どのような知識や情報を、誰に提供することで、事態を変えていけるの
か。以下、国立教育政策研究所で開発され、検証及び公表が済んでいる手法の中から、いじめの
未然防止等の取組を通して教職員の意識や自覚も変わっていった、否、変わったからこそ未然防
止にも成功した、という手法を紹介する。

①教職員全員参加型のマネジメント・サイクル
教職員の「受けとめ直し」を促す上で有効な手法として、筆者が勧めるのは「教職員全員参加

型のマネジメント・サイクル」である。日本において広く知られているマネジメント・サイクルは、
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「PDCA」であろう。サイクルをどのように切り分けるのか、何を強調するのかにより、その名
称には幾つかのヴァリエーションが存在する。筆者の場合には、1990 年前後に「ピース・メソッ
ド」9 という手法を提案し、その検証結果等を報告してきた。当時は、「PDCA」の原形のような「PDS」
が一般に知られ始めていた時期であったが、公立学校中心の日本の学校風土に適した手法として、
また教職員の主体性が生かされる手法として、筆者は「P.E.A.C.E.（ピース）」を選んだ。しかし、
いずれの名称を用いるにしても、基本となる発想は似たようなものと言ってよいし、学校におけ
る実践であれば、注意すべきポイントも共通になるはずである。

国立教育政策研究所（2015a）と国立教育政策研究所（2015b）はマネジメント・サイクルに基
づく生徒指導の取組のポイントを解説した資料であるが、前者には、次のようなまとめが示され
ている。

—学校教育の現場でも PDCA サイクルという語が使われる機会が増えましたが、その際、 
「C＝Check」を「評価」と訳すことが少なくないようです。しかし、教育活動を進める際には、
単純に「点検（チェック）」と訳す方が適切です。
　そもそも取組をサイクルで進める際には、最初に実態把握を踏まえた目標が設定され、それ
を達成するために「計画（P＝Plan）」を立て、それを「実行（D＝Do）」に移します。そして、
一定期間経過後、期待される変容（目標の達成）が得られたか否かを実態把握に基づいて確認
し、「見直し（A＝Act）」を行います。
　「見直し」に必要なのは、期待されるほどの変容でなかった場合に、「取組は 計画通りに実
行されたのか」「そもそも計画自体に問題はなかったのか」、時には「当初の実態把握や目標の
設定は適切であったのか」を「点検（C＝Check）」することです。「評価したら終わり」 ではな
い点に注意してください。—

そして、後者には、次のようなまとめが示されている。
—PDCA サイクルで取組を進める際に、文字通りの順で「計画（P＝Plan）」から 始めてしまう
と、「実行（D＝Do）」した後の「点検（C＝Check）」と「見直し（A＝Act）」を適切に行うこ
とは困難になってしまいます。なぜなら、計画立案に先立って、客観的な指標で実態把握を行っ
ておくことが必要だからです。

9　 いかにすれば教職員にいじめ問題の未然防止に取り組ませられるかを考えて、オーストラリアのいじめ防止プログ
ラム（P.E.A.C.E. Pack）を参考に提案された手法。未然防止の取組の場合、事後対応の取組のような危機感を教職
員は実感しにくく、成果も実感しにくいことから、実施や持続が困難（始められない、続けられない）である。そ
こで必要となるのが、児童生徒のいまだ表には現れていない課題を発見する試みと、そこで明らかになった課題を
解決していくための一連の計画的な取組である。
具体的には、①児童生徒の現状を質問紙調査や欠席・遅刻・早退の日数等（客観的に測定でき、繰り返し実施可能
かつ比較可能な尺度）で把握し、課題（問題と思われる状況）を発見する。②その課題をどう変えたいかという目
標（１年後・半年後・学期の終了時等までに実現したい状況）を設定する。③その目標を達成するための具体的な
取組について、行動計画（自校の教育課程に位置づけた実施計画）の形で策定する。④行動計画に沿って、一連の
取組を着実に実施する。⑤一定期間終了後に、目標の達成状況を把握（上記の「①」で用いた尺度によって変化の
有無を確認）し、上記「①～④」の課題発見・目標設定・行動計画策定・取組実施の過程の適否について検証する。
⑥検証の結果から導かれた次なる課題を上記の「①」として、再び「②～⑤」を実施する。ちなみに「P.E.A.C.E.」
の由来は、準備 Preparation、教育 Education、行動計画策定 Action Planning、対処 Coping、評価 Evaluation の５段階
を指す。　
PDS サイクルや PDCA サイクルと比べ、計画に先立つ部分をよりていねいに行う点に特長があり、日本の学校に
適したマネジメントサイクルと考えられる。すなわち、いきなり上から（管理職から、教育委員会から、国から、等）
降ってきた計画でスタートするのではなく、P 段階で現状把握のための実態調査を行うこと、 E 段階で教職員全員
が参加してその調査結果に基づいた話合いを持つこと、その中で A 段階の目標設定や行動計画立案が教職員全員
の参加の下に行われることが大きく異なる。これらは、教職員の主体性を生かすことになり、やる気を高める上で
もポイントになる。詳細については、国立教育政策研究所（2010）を参照されたい。
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　また、いきなり 「計画」 のみを提示されて「実行」に移ったとしても、児童生徒が期待通り
の変容に至るかどうかは疑問です。それぞれの教室において、異なる児童生徒の集団を対象に、
異なる教師が異なる授業を進めながら、全体として期待された変容をもたらすには、現在の児
童生徒の姿、達成されるべき児童生徒の姿、そこに至る道筋などが、教職員全員にきちんとイ
メージされていることが不可欠だからです。
　「計画」の段階では、前準備としての実態把握、それを踏まえた認識の共有、 そして取組計
画の策定、という過程をていねいに進めていく必要があります。—
そもそも個々の教職員は、意識的か無意識的か、主観的か客観的かはともかく、常に児童生徒

の実態把握を自分なりに行っているはずである。そして、良心的な教職員であるなら、日々の授
業のたびに、なにがしかの試行錯誤を行っており、授業の前と後の児童生徒の反応で自らの授業
の点検と見直しを行っているはずである。生徒指導についても、それと同じことをすればよい。
ただし、教職員一人で、しかも毎時間単位で試行錯誤を繰り返すことのできる学習指導とは異な
り、生徒指導の試行錯誤は時間も手間もかかる。働きかけは長期にわたり、その成果（児童生徒
が育ったか）が確認できるまでには更に時間がかかる。何よりも、教職員全体で取り組めなけれ
ば成果も限定的なため、教職員全員で話合いを行うこと、その際の基になる児童生徒の実態を把
握した客観的な調査（一般には質問紙調査）も必要になる。

この客観的な調査に基づいてなされる教職員全員参加の話合いで、まずは課題を見つけ、その
課題の改善につながるように一定期間後までに到達可能な目標を設定し、その目標の達成に資す
るような取組の行動計画を策定する。そして、この計画に沿って予定された期間の取組を実行し
終えたら、目標が達成できたかどうかを評価するための調査を再び同じ要領で行う。そして、計
画策定前の調査結果との比較により、自分たちの取組等が適切であったか、問題はなかったかを
点検する。必要に応じて目標や計画の見直しを行ったら、再び計画に沿って取組を実行する。こ
うした一連の過程全てを教職員全員参加の形で行う。自分たちで決めた、選んだ、というプロセ
スが重要だからである。後は、このサイクルの繰り返しでよい。ただし、冒頭でも触れたとおり
教職員の異動によって大きく影響を受けるので、毎年、この手順を繰り返すことが必要である。
そうでなければ、せっかくの成果を発展させることはもちろん、維持することさえ困難となろう。

なお、児童生徒の実態を把握するための客観的な調査については、既に学校で実施している市
販の心理検査や学校評価アンケートを流用してもかまわない。しかし、気をつけるべき点として、
個人の結果ではなく学年の結果を見ること、結果の善し悪（あ）しで一喜一憂して終わりではな
いこと、を指摘しておきたい。取組の前後で学年集団がどのように変容したのかに基づき、自分
たちが実行してきた取組を点検すること、そして改善につなげていくことが目的である。くどい
ようだが、点検の対象は教職員の取組（実態からの課題の抽出の適否、設定した達成目標の適否、
目標を達成するために設定した行動計画の適否、行動計画の確実な実行の適否、取組の実行に当
たっての適否）であって、気になる児童生徒ではない。10 点検の際の話合いが横道にそれていか
ないためには、併せて提案されている「点検と見直しのためのチェックシート」に沿って議論を
していくことが有効である。

10　 ちなみに、市販の心理検査の活用例でありがちな、アンケート結果に基づく犯人捜し、すなわち自らの取組の点
検は棚上げし、思わしくない結果をもたらした児童生徒が誰かを特定し、責任転嫁する行為は、マネジメントサ
イクルとは真逆の発想であることに注意。気になる児童生徒（個人）に着目するのではなく学年集団に着目する
こと、児童生徒を点検対象とするのではなく自らの取組を対象とすること、を忘れてはならない。
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②中学校区単位で開く合同研修会
ただし、「教職員全員参加型のマネジメント・サイクル」に取り組ませるだけでは、全教職員

の「受けとめ直し」としては不十分である。自分たちが取り組む内容（目指す目標、行動計画等）は、
一応は自分たちで決めたことになるので、多少なりとも「やらされ感」は緩和されはするにせよ、
そもそもの出発点（サイクルで取り組むこと）は自発的でも自主的でもないからである。実際の
話合いの場面になると、自分たちの取組の点検のはずが児童生徒の点検（問題児捜し）にすり替
わりやすいというのも、そのせいであろう。

そんな教職員の意識を変え、自覚を促すには、実施に当たっての条件がもう一つある。それは、
前項で示したマネジメント・サイクルに沿った教職員の話合いを、各学校単位で行うのではなく

（ましてや、各学年任せや各個人任せにするのではなく）、中学校区単位で行うことである。11 ま
ずは実態把握のための客観的な調査を中学校区で共通のものにし、長期休業中の期間等を利用し
て一つの中学校とその校区内の複数の小学校の全教職員を集め、合同研修会の形でマネジメント・
サイクルの話合いを進める。最初の 30 分間（第１セッション）は、各学校の各学年（小学校の
場合には各ペア学年も可）でグループを作り、マネジメント・サイクルに沿って話合いを進める。
次の 30 分間（第２セッション）は、小学校は学年ごとに複数の学校が合同で、中学校は３学年
合同でグループを作り、第１セッションで話し合ってきた内容を互いに紹介し合った後、意見交
換を行う。最後の 30 分間（第３セッション）は、全員が一堂に会して、第２セッションの話合
いの経過と結論を報告する。その後、質問や補足の時間を 15 ～ 30 分ほどとって終了、といった
要領で行っていく。

ここでの最大のポイントは、第１セッションでそれぞれの学校（学年）が児童生徒の実態から
捉えた課題、その課題の改善のために設定した目標、その目標を達成するために設定した取組の
行動計画について、第２セッションにおいて互いの学校（学年）の児童生徒の実態も見比べなが
ら意見交換を行うことである。同じような地域性を持つ学校同士なので、互いの学校（学年）の
考え方や意見が参考になる上、そこで出される疑問や提案も具体的な実態を思い浮かべてのこと
だけに的を射たものになることが多い。データに基づきつつも一般的な見解を述べることしかで
きない大学等の研究者や市販の心理検査の汎用的なコメントとは異なり、より実態に即したもの
となる。

全教職員によるマネジメント・サイクルでの生徒指導の取組は、多くの教職員にとっては与え
られたこと、押しつけられたことに他ならない。「やらされ感」の中で、イヤイヤ取り組む者も
少なからず出てくる。そのため、この過程を自校の中だけで、ましてや自分の学年や自分だけで
行うとすれば、主体的に取り組むだけの意味や価値を見いだすどころか、愚痴や不満を吐露して
終わる可能性すらある。十分に話し合うこともなく、忙しいからと予定時間を早めに切り上げる
学年も出かねない。だが、他の小学校や中学校との合同研修会では、予定通りに進めるしかなく、
述べる意見もやや建前的な、つまり論理的かつ前向きなものに落ち着き、行動計画も練られたも
のとなりやすい。

さて、合同研修会が終わった後は、行動計画に沿って目標達成を意識しつつ取組を実行する。
そして、予定された期間が過ぎた後、再び共通のアンケートを実施し、その結果に基づいた点検
を行うために、再び合同研修会をもつ。互いの学校（学年）の実態（前回からの変容）と、それ

11　 実際の進め方の詳細や得られた成果等は、国立教育政策研究所（2014）、同（2017b）を参照のこと。
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を踏まえて第１セッションで互いの学校（学年）が行った点検の結果、その点検結果を踏まえて
互いの学校（学年）が行った目標や行動計画についての見直しの結果について、第２セッション
において意見交換を行う。取組が期待通りの成果を上げた学校（学年）もあれば、期待外れに終
わった学校（学年）も出てこよう。取組を実行すれば目標を達成できると楽観視していたにもか
かわらず、そうならなかった学校（学年）は、目標を達成できた学校（学年）に対して、どのよ
うに取組を進めたのかについて、より具体的に質問することであろう。同じような地域性を抱え
た学校でありながら、明暗が分かれたとすれば、何が原因なのかを知りたいと思うのは当然の欲
求だからである。最初は強制された話合いの場であったとしても、次第に自分なりの関心が生ま
れてくる。

中学校区で取り組むと言うと、多くは小中連携が思い浮かべられよう。だが、中学校区の取組
の場合、むしろ小小連携の効果が大きい。教育委員会等の単位で開かれる研修会で、地域や施設
に恵まれた小学校の好事例を聞かされても、大した刺激にはならない。だが、同じ中学校区内の
地域性の似た小学校同士、それも同じ学年の取組であれば、参考にならないはずがない。加えて、
微妙なライバル心も生まれることであろう。一方で、中学校の場合には、第１セッションは同学
年、第２セッションも同じ学校内の話合いのため、小学校と比べれば少し緊張感に欠けたものと
なりがちである。しかし、第３セッションで報告される小学校の話合いの結果が具体的かつ建設
的なことに刺激を受け、焦りを感じる教職員が出てくる。ましてや、一定期間終了後に期待通り
の成果を上げた小学校側の報告を聞かされた場合などは、合同研修会後、学校に戻って改めて点
検と見直しを自発的・自主的に行う学年が出てきたりもする。

５．まとめに代えて 

「いじめを減らすにはどうすればよいのか」「児童生徒の社会性を育むには何をすればよいのか」
といった問いに対する答えとして、筆者は 1990 年代後半に、いじめの未然防止を目的とした二
つの提案を行った。一つは、教職員をターゲットにした、学校で取り組む生徒指導体制づくりの
ためのピース・メソッド、もう一つは、児童生徒をターゲットにした、子供の社会性が育つ学校
づくりのためのピア・サポート・プログラムである。実際に学校で試行してもらった結果を、国
立教育研究所主催の「生徒指導国際フォーラム」という形で一般にも公開し、その記録も研究所
のホームページで公開してきた。12 その後、前者については「サイクルで取り組む生徒指導」といっ
た表現を、後者については「異学年の活動で自己有用感を育むプログラム」「お世話活動」といっ
た表現を積極的に用いるようにした。カタカナ表記をできるだけ避け、具体的な取組がイメージ
できるように配慮し、現在も普及啓発のための資料を作成したり、さらなるエヴィデンスの収集
に努めたりしている。13

しかしながら、それらの提案が広く普及・定着するにまでは至ってはいない。普及させようと
試みてくれた教育委員会も複数あったものの、「続かない」「広がらない」まま現在に至っている。
生徒指導・進路指導研究センターの「魅力ある学校づくり調査研究事業」もサイクルで取り組む
生徒指導の発想で進められているが、やはり広がりは限定的である。普及・定着が困難な理由の

12　国立教育政策研究所（2003）は、３回にわたる生徒指導国際フォーラムの記録をまとめて再収録した資料である。

13　今回紹介したのは、この前者の流れの取組であることは、改めて言うまでもなかろう。
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一つは、冒頭でも触れたとおり、教職員の定期的な異動によって取組が衰退する点にある。しか
し、もう一つ、厄介な理由がある。それは、この手法が実を結ぶには、少なくとも管理職や一部
のリーダー的な教職員に「学校を変えたい」という強い内発的動機が必要という点である。つま
り、やる気がある学校であれば、ほぼ間違いなく成功する。やる気があるのに全く成果が上がら
ないといったことはない。だが、やる気がない学校に強制しても成果は期待しづらい。生徒指導
の取組の多くは、一人の教師が自分の学級内だけで実践して成果を上げられるというものではな
い。学校や学年という単位で取り組む機運が盛り上がらなければ、成果を上げることは困難であ
る。教職員の意識や自覚の有無は、生徒指導の場合、学習指導とは比べものにならないくらいに
大きな影響を及ぼす。

今回、文部科学省の「魅力ある学校づくり検討チーム」においてピア・サポートについて報告
することを依頼された際、最初に頭をよぎったのは、「何をさせれば事態が良くなるか」という
発想ではなく、「どうしたら主体的に取り組ませられるのか」に着目すべきなのに、との思いであっ
た。例えて言うなら、リハビリに効果のあるトレーニング・プログラムを紹介してほしいと頼ま
れた際に、紹介してもよいが、本人がまじめにリハビリに取り組むもうとしなければ効果はない、
本人の意識や自覚をいかに変えるかを考える方が先、トレーニング方法は既に公表済みなので読
めば分かるはず、と答えるようなものである。

もちろん、教職員に意識や自覚がないままでも効果が上がる手法、たった１時間でいじめをし
なくなるトレーニングといった魔法のような手法を期待したくなる気持ちはわかる。実際、過去
には、誰がやっても効果がある、誰でも簡単に始められる、等と謳ったトレーニングや手法も存
在した。だが、そうしたトレーニング等の成果についてエヴィデンスが示されることはなく、せ
いぜいトレーニング直後の個人の感想等を並べ立ててお茶を濁す程度であった。現時点までに、
そうした都合の良い手法が開発され、科学的にも検証されたという話は聞いたことがない。つい
でに言うなら、そうした手法頼みで改革に成功したという話も聞かない。

そうした中で、本稿で紹介した「教職員全員参加型のマネジメント・サイクル」は、半年から
１年近くはかかるものの、正しい手順を踏んで実施できさえすれば児童生徒の変容を期待できる
というエヴィデンスが得られている手法である。そして、一度成果を上げることで、その過程に
関わっていた教職員の意識を変えることにもつながりやすい。しかしながら、成果を上げた学校
においてさえ、目標が達成できた後は、内発的な動機は低下し始める。取組後のアンケートの中
には、「成果が上がったので、次は別な取組にチャレンジしてみたい」という前向き（？）なも
のもあった。さらには、翌年度以降に新たに異動してきた教職員を中心に、学校全体の取組に時
間が割かれることへの不満が出始め、学年独自の取組や学級独自の取組に時間を使いたいとの声
が大きくなり、教職員全員参加のための時間確保が難しくなってくる。最終的には、多少なりと
も自発的、自主的であった取組から大きく後退し、成果は上げにくくなる。「教職員全員参加型
のマネジメント・サイクル」自体は有効な手法ではあるが、教職員側の内発的な動機を前提にし
なければ成功はおぼつかない。

とはいえ、「自発的、自主的に取り組むことが大切です」と幾ら伝えてみたところで、事態は
変わらない。自発的、自主的に取り組まない者に無理やり何かをさせたところで、それはもはや
自発的でも自主的でもない。だが、最初は与えられたものであっても、その意味を理解し、効果
を実感することにより、改めて自分の課題として受けとめ直すことはできる。適切な場や機会を
提供することで、「主体的」な取組への転換を促すことはできる。本稿で紹介した「中学校区単
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位で開く合同研修会」は、そうした場や機会の一つとなりうることが、経験的に分かってきた。
最初は強制的であっても、その過程での気づきが多ければ、内発的な関心や動機も生まれやすい。
公立中心で、中学校区が行政上の単位でもある日本の学校教育制度の仕組みにも適している。

ただし、中学校区単位の取組を進めることができるのは各学校を所管する教育委員会、若しく
は校長会であって、国ではない。教育委員会や校長会であれば、意識の高い管理職やミドルリー
ダーを選んで中学校区単位の取組を要請することができる。時には、強制もできよう。それに対
して、国にできることは、各教育委員会や校長会が働きかけを行うように促すことくらいしかで
きない。本稿がその一助となることを、切に願う。
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読書バリアフリー法・同基本計画の制定過程と政府の動向

Process of Establishment of the Reading Barrier Free Act and the Master Plan,

Promotion of the Relevant Government Policy in Japan

小松　幸恵
KOMATSU Sachie

Abstract
The Act on Promotion of the Improvement of Reading Environments for Visually Impaired 

Persons, etc. (Reading Barrier Free Act), which was submitted as a bill sponsored by lawmakers, 
was enacted on June 21, 2019, after consideration by an all-party parliamentary group, due to the 
efforts over a 10-year period of persons with disabilities.

A basic plan based on the law was formulated after discussions by a stakeholder council whose 
members comprised disability organizations, publishers' organizations, the officials of local public 
organizations, library officials, and other relevant persons. Opinions diverged in the council on the 
following three issues: the target of the basic plan, the form braille libraries should take, text data 
sale and accessible e-books.

An analysis of the thinking of the government on public comments on a draft of the master plan 
revealed that there are many controversial issues in the handling of electronic data and sale of 
accessible e-books.

The policies planned by the relevant ministries were shown to the council. The general 
remarks mentioned encouraging prefectures to formulate plans and informing the public; and the 
policies to be implemented as a theory in the current year and the following year were shown for 
individual issues. After that, the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology 
(MEXT) explained its budget for human resource development and network construction in order 
to promote library use by persons with disabilities. MEXT also issued an office memorandum on 
the promotion of planning by local governments.

In recent years, legislation by lawmakers related to lifelong learning has been created in 
succession. A situation where the legislation by lawmakers is being constrained may be occurring, 
caused by visualization of legislators' actions.

The Reading Barrier Free Act is expected to bring about the effect of improving reading 
environments for persons with disabilities, to raise awareness of social educational facilities on 
providing lifelong-learning opportunities for persons with disabilities, and to improve access of 
persons with disabilities to lifelong-learning opportunities by connecting to the library.
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１．はじめに

「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」（以下、「読書バリアフリー法」）は、令
和元（2019）年 6 月 21 日、議員立法により成立し、同月 28 日に施行された。

視覚障害者をはじめとする、印刷物の判読に障害のある者の読書支援はこれまで、著作権法第
37 条（視覚障害者等のための複製等）の権利制限規定を主に用いて行われてきた。これに対し、
読書バリアフリー法は、国と地方公共団体の責務を明らかにし、国に基本計画策定を義務づけ、
地方公共団体に計画策定を努力義務としていること、基本計画等に盛り込む９つの基本的施策を
あらかじめ示していること、施策の効果的な推進を図るための協議の場を国に設置するとしたこ
となど、視覚障害者等の読書環境整備の推進に向け、更に踏み出した内容となっている（野口，
2020）。

我が国においては、内閣提出法案が提出件数においても成立件数においても優位となっている
が（茅野，2016）、障害者の生涯学習に関連する法律については、読書バリアフリー法のさきが
けとなった平成 20（2008）年成立の「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普
及の促進等に関する法律（教科書バリアフリー法）」（宇野，2008）、障害者スポーツに関する規
定を設け、文教政策に障害者スポーツを本格的に登場させた平成 23（2011）年成立の「スポー
ツ基本法」（文部科学省，2011；島田，2014）、文化芸術活動を通じた障害者の個性と能力の発揮
及び社会参加の促進を図ることを目的とする平成 30（2018）年成立の「障害者による文化芸術
活動の推進に関する法律」（文部科学省・厚生労働省，2019；日本身体障害者団体連合，2018）と、
議員立法による成立が続いている。

本稿では、読書バリアフリー法について、障害者の生涯学習の振興にとって重要な役割を果た
している議員立法に至るまでのプロセスと、法成立後の動向を、公表資料をもとに明らかにする
ことを目的とする。

なお、本稿の考察関連の部分は個人の見解であり、筆者の所属する機関の考え方ではない。

２．読書バリアフリー法制定までの経緯

（1）国民読書年前後の読書バリアフリー法制定を求める動き
読書バリアフリー法制定を求める最初の動きは、平成 20（2008）年、教科書バリアフリー法

ができた直後に、障害者の読書環境を改善しようとする有志により始められた（宇野，2008；宇
野，2019；文部科学省，2019a）。

平成 21（2009）年 11 月 1 日には、日本盲人福祉委員会理事長を会長とする「国民読書年に障害者・
高齢者の読書バリアフリーを実現する会」が文部科学大臣に「「読書バリアフリー法」の制定を
求める要望書」を提出し、出版社による活字図書のアクセシビリティ保障、図書館内のバリアフ
リー媒体の充実、国立国会図書館の電子図書館アーカイブのアクセシビリティ確保を実現するよ
うな法律「読書バリアフリー法」（仮称）の制定を求めた（日本弱視者ネットワーク，2009）。

平成 22（2010）年 3 月 24 日には、活字文化議員連盟、文字・活字文化推進機構、「2010 年国
民読書年に障害者・高齢者の読書バリアフリーを実現する会」の主催で読書バリアフリー法を求
める集会が開催された。この集会では、読書バリアフリーを実現する会事務局長から読書バリア
フリー法概要報告が行われ、障害者の意見として、全国視覚障害者情報提供施設協会理事長、障
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害者放送協議会著作権委員会委員長・全国 LD 親の会事務局員、筋萎縮性側索硬化症（ALS）当
事者が、環境の整備や図書の充実を訴えた（文字・活字文化推進機構，2010）。

（2）障害者権利条約の批准と国内法の整備
平成 18（2006）年 12 月に国連総会で採択され、平成 20（2008）年 5 月に発効した国連「障害

者の権利に関する条約」（以下、「障害者権利条約」）は、締約国に対し、障害者があらゆる形態
の意思疎通であって自ら選択するものにより表現及び意見の自由について権利を行使できるよう
にすること（第 21 条）、障害者の生涯学習の機会を確保すること（第 24 条）、障害者が利用しや
すい様式を通じて文化的な作品を享受する機会を確保すること（第 30 条第 1 項（a））、障害者が
図書館等の文化的なサービスが行われる場所を利用する機会を確保すること（第30条第1項（c））、
知的財産権を保護する法律が、障害者が文化的な作品を享受する機会を妨げる不当な又は差別的
な障壁とならないことを確保すること（第 30 条第 3 項）といった、読書バリアフリーに通じる
措置を求めている。

この条約の批准に向け、日本政府は必要な国内法令の整備等を進めた。障害者権利条約で示さ
れたいわゆる社会モデルに基づく障害者の概念や「合理的配慮」の概念が盛り込まれた平成 23

（2011）年の障害者基本法の改正、障害者権利条約の差別の禁止に係る規定の趣旨を取り込む形
で「差別の禁止」を規定する障害者基本法第 4 条を具体化し、国及び地方公共団体の責務等を定
めた「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の制定（平成 25（2013）年）がその
主なものである。

同条約は平成 26 年（2014）年 1 月 20 日に批准され、同年 2 月 19 日に我が国について発効した。

（3）マラケシュ条約と平成 30 年の著作権法改正
こうした流れの中、読書バリアフリー法成立に向けた動きを加速させたのは、平成 25（2013）

年の世界知的所有権機関（WIPO）「盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が
発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約」（以下、「マラケシュ条約」）
採択と、それを受けた平成 30（2018）年 5 月の著作権法改正である。視覚障害者等への情報保
障のための権利制限規定（著作権法第 37 条第 3 項）の適用対象者に視覚障害者や発達障害者の
ほか、肢体不自由により書籍を持てない者等が含まれることの明確化、対象行為へのメール送信
等の追加、行為主体の対象への一定の要件を満たすボランティアの追加を行った同改正の国会審
議の際、「視覚障害者等の読書の機会の充実を図るためには、本法と併せて、当該視覚障害者等
のためのインターネット上も含めた図書館サービス等の提供体制の強化、アクセシブルな電子書
籍の販売等の促進その他の環境整備も重要であることに鑑み、その推進の在り方について検討を
加え、法制上の措置その他の必要な措置を講ずること」との附帯決議が衆参両院の委員会でなさ
れ（衆議院文部科学委員会，2018；参議院文教科学委員会，2018）、読書バリアフリー法制定を
進めることが確かなものとされた。

この時期においても、それを推し進める障害当事者団体の動きがあった。平成 27（2015）年 3
月 10 日、DPI 日本会議、日本盲人会連合、弱視者問題研究会（令和 2（2020）年 5 月 10 日「日
本弱視者ネットワーク」に名称変更）は、マラケシュ条約批准と著作権法改正、読書バリアフ
リー法の制定を求める声明文を発表した（DPI 日本会議・日本盲人会連合・弱視者問題研究会， 
2015）。平成 28（2016）年には全国盲ろう者協会も加わり、本を「買う権利」「借りる権利」を
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目標の柱に掲げて運動が進められた（宇野，2019）。

（4）議員立法のプロセス
障害当事者団体の要望を受け、平成 29（2017）年頃から、自由民主党（以下、自民党）障害

児者問題調査会「情報コミュニケーション推進に関する PT」や、公明党障がい者福祉委員会に
おいて、読書バリアフリー法が議題として取り上げられるようになり、関係省庁ヒアリングな
ども行われた（全日本難聴者・中途失聴者団体連合会，2017；公明新聞，2018；自由民主党，
2017a・2017b）。

平成 30（2018）年 4 月 11 日には、障害児者の情報コミュニケーション推進に関する議員連盟
が超党派の議員連盟として設置された。この議員連盟は、「障害者権利条約」における全ての障
害者のための情報アクセシビリティの保障や ICT の利活用などの確保、「障害者差別解消法」の
合理的配慮として重要な理念である情報アクセシビリティの保障を具体化するための「読書バリ
アフリー法」を実現するために設立されたものであり（日本視覚障害者団体連合，2018a）、関係
者ヒアリングを重ね（山本，2018a・2018b）、平成 30（2018）年 12 月 3 日の第５回総会において、
参議院法制局が提示した「視覚障害者等の読書の環境の整備の推進に関する法律（仮称）」の骨
子案を検討、了承した（日本視覚障害者団体連合，2018b；山本，2018b；毎日新聞，2018）。

その後、公明党の文部科学部会・障がい者福祉委員会合同会議（12 月 13 日）での検討（公明党，
2018；山本，2018c）などの党内プロセスと並行して、条文案作成が進められた。平成 31（2019）
年 2 月 20 日の障害児者の情報コミュニケーション推進に関する議員連盟第６回総会において、
参議院法制局より提示された条文案が了承され、条文案についての各党手続に入った（日本視覚
障害者団体連合，2019；山本，2019a）。

議員立法の法案は、自民党の場合、部会・調査会→政調審議会→総務会という流れで審査され、
自民党の党内手続完了後は、連立与党を組む公明党との与党政策責任者会議に諮られる（山下，
2017）。読書バリアフリー法案については、平成 31（2019）年 2 月 28 日に障害児者問題調査会、
3 月 14 日に文部科学部会 ･ 厚生労働部会 ･ 障害児者問題調査会合同会議、同日に政調審議会、3
月 15 日に総務会と党内手続が進んでいる（福岡，2019a・2019b・2019c）。公明党でも、2 月 28
日に厚生労働部会・文部科学部会・障がい者福祉委員会合同会議（山本，2019b；竹谷，2019）
での了解が得られている。

法案は、令和元（2019）年 6 月 18 日に参議院文教科学委員会に委員会発議で提出され、6 月 19 日、
参議院本会議において全会一致で可決された。同日、付託された衆議院文部科学委員会で可決、
6 月 21 日に衆議院本会議において全会一致で可決され成立、6 月 28 日に公布・施行された（衆
議院，2019；参議院，2019）。

３．読書バリアフリー法の概要

読書バリアフリー法は、「視覚障害者等の読書環境の整備を総合的かつ計画的に推進し、もっ
て障害の有無にかかわらず全ての国民が等しく読書を通じて文字、活字文化の恵沢を享受するこ
とができる社会の実現に寄与すること」を目的としている（第 1 条）。

この法律の対象者である「視覚障害者等」とは、視覚障害、発達障害、肢体不自由その他の障
害により、書籍について、視覚による表現の認識が困難な者をいう（第 2 条第 1 項）とされてお
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り、著作権法第 37 条第 3 項の対象者と一致する。
基本理念として、①視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等（デイジー図書・音声読み上げ対

応の電子書籍・オーディオブック等）が視覚障害者等の読書に係る利便性の向上に著しく資する
ことに鑑み、その普及が図られるとともに、視覚障害者等の需要を踏まえ、引き続き、視覚障害
者等が利用しやすい書籍（点字図書・拡大図書等）が提供されること、②視覚障害者等が利用し
やすい書籍及び視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の量的拡充及び質の向上が図られるこ
と、③視覚障害者等の障害の種類及び程度に応じた配慮がなされること、の３点が掲げられてい
る。

国の責務として、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を総合的に策定・実施す
ること（第 4 条）、地方公共団体の責務として、国との連携を図りつつ、地域の実情を踏まえ、
施策を策定・実施すること（第 5 条）を規定している。また、政府に必要な財政上の措置その他
の措置を義務づけている（第 6 条）。

文部科学大臣及び厚生労働大臣は、施策の総合的かつ計画的な推進を図るため「視覚障害者等
の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画」（以下、「基本計画」）を定めなければならない

（第 7 条）。基本計画では、①施策についての基本的な方針、②政府が総合的かつ計画的に講ずべ
き施策、③その他必要な事項を定めることとされている（同条第 2 項）。基本計画を策定する際
の協議先として、経済産業大臣、総務大臣その他の関係行政機関の長が挙げられている（同条第
3 項）。

地方公共団体には、基本計画を勘案し、当該地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の
整備の状況等を踏まえ、「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画」を定める努力義
務が課されている（第 8 条）。

基本的施策として、①視覚障害者等による図書館の利用に係る体制の整備等（第 9 条）、②イ
ンターネットを利用したサービスの提供体制の強化（第 10 条）、③特定書籍及び特定電子書籍等
の製作の支援（第 11 条）、④視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の販売等の促進等（第 12 条）、
⑤外国からの視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の入手のための環境の整備（第 13 条）、⑥
端末機器等及びこれに関する情報の入手の支援（第 14 条）、⑦情報通信技術の習得支援（第 15 条）、
⑧研究開発の推進等（第 16 条）、⑨人材の育成等（第 17 条）が示されている。地方公共団体は、
③のテキストデータ等の提供促進部分・④・⑤・⑧を除き、国と同様に施策を講ずるものとされ
ている。

最後に、国は、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、総務省その他の関係行政機関の職員、
国立国会図書館、公立図書館等、点字図書館、第 10 条第 1 号のネットワークを運営する者、特
定書籍又は特定電子書籍等の製作を行う者、出版者、視覚障害者等その他の関係者による協議の
場を設けること等、関係者の連携協力に関し必要な措置を講ずることを定めている（第 18 条）。

４．視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画（基本計画）

（1）視覚障害者等の読書環境の整備の推進に係る関係者協議会における議論
読書バリアフリー法第 7 条に規定された基本計画を定めるため、同法第 18 条に基づいて「視

覚障害者等の読書環境の整備の推進に係る関係者協議会」（以下、関係者協議会）が設けられ、
令和元（2019）年 11 月 19 日から令和 2（2020）年 2 月 26 日まで、５回の会議で議論が行われた。
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第１回から第３回までは、協議会構成員からのヒアリングが行われている。第１回は、弱視者
問題研究会（当時）、日本視覚障害者団体連合会、日本点字図書館、全国視覚障害者情報提供施
設協会（以下、「全視情協」）、市町村立図書館、都道府県教育委員会（全国知事会）の関係者、
第２回は DPI 日本会議（DPI：国際障害者運動のネットワーク）、日本身体障害者団体連合会、
認定 NPO 法人エッジ（ディスレクシア＝読み書き困難の正しい認識の普及と支援を目的とする
団体）、DAISY コンソーシアム、日本図書館協会、市町村福祉部局の関係者、第３回は日本書籍
出版協会、日本電子書籍出版社協会、電子書籍制作・流通協議会、日本オーディオブック協議会
の関係者からの意見発表、意見交換が行われた。

各関係者から出された意見は、基本計画の内容として盛り込まれていったが、関係者の間で大
きく意見が分かれた論点もあった。以下、それらの論点と、それぞれの主張、議論の結果が基本
計画にどのように反映されていったかについて述べる。
①基本計画の対象

読書バリアフリー法の対象者は、読み書きに困難のある発達障害や、ページをめくることなど
に困難のある肢体不自由がある人も含む「視覚障害者等」であるが、基本計画の検討に当たり、
高齢者、外国人、聴覚障害者、知的障害者等、「視覚障害者等」に含まれない人たちも含め、読
書に困難のある人が幅広く読書バリアフリーの受益者となるべき、あるいは、受益者となるの
か検討すべきとの意見が、身体障害、ディスレクシア、デイジー（Digital Accessible Information 
SYstem）、公共図書館等の関係者から出され、特にデイジー関係者からは、世界盲人連合（WBU）
による解説書の記述に鑑みるとマラケシュ条約の対象者に聴覚障害者も入るのではないかという
見解も提示しつつ、全ての国民が読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社
会をうたう読書バリアフリー法の受益者たるべき読書困難者を二分すべきではないのでは、とい
う主張が繰り返しなされた。これに対し、視覚障害関係者からは、マラケシュ条約第 3 条による
受益者の定義には現に聴覚障害者は含まれず、この第 3 条に基づいて日本の著作権法改正、読書
バリアフリー法制定が行われてきていることが指摘され、法令がどのように解釈されるかの確認
が必要との流れとなった。

最終的に、事務局は、マラケシュ条約の「受益者」については、マラケシュ条約第 3 条が定義
している通りであると確認し（第５回議事録の事務局注釈）、基本計画では、対象を読書バリア
フリー法第 2 条第 1 項の「視覚障害者等」であるとしつつも、読書環境の整備に当たっては、視
覚障害者等以外の、読書や図書館の利用に困難を伴う者への配慮も必要であることも「はじめに」
と「おわりに」に記載し、関係者協議会で提示された意見を反映することとなった。
②点字図書館の在り方

点字刊行物や視覚障害者用の録音図書等の貸出や製作等を行う点字図書館は、身体障害者福祉
法第 34 条に定める「視聴覚障害者情報提供施設」であり、図書館法に基づく図書館ではない。
日本盲人社会福祉施設協議会による 2017 年度調査では、全国に 84 館あり、都道府県立が 50 館、
社会福祉法人立等が 32 館とされている（竹下，2020）。日本最大の点字図書館である昭和 15（1940）
年創立の日本点字図書館と、大正期に点字出版、昭和 7（1932）年に点字図書貸出事業を開始し
た日本ライトハウスは、視覚障害者の情報提供機関の２つの柱を成すが、いずれも視覚障害者自
らが創業したものである等、点字図書館事業の中心を担ってきたのは視覚障害者自身であったと
いう歴史がある（金， 2006）。

点字図書館の全国団体である全視情協は、視覚障害者等に対して点字、デイジーデータをはじ
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め、地域・生活情報など様々な情報を提供するネットワーク「サピエ」を運営し、日本点字図書
館がシステムを管理している。「サピエ図書館」では、点字データ約 18 万タイトル以上、音声デ
イジーデータ約７万タイトル以上がダウンロード可能であるほか、全国のサピエ会員施設・団体
が製作又は所蔵する資料の目録ならびに点字・音声図書出版目録からなる、点字図書や録音図書
の全国最大の書誌データベース（約 66 万件）として活用され、それら資料をオンラインリクエ
ストなどによって利用可能としている。サピエ ID を使って、全国の公共図書館が製作したデー
タ等が集積された国立国会図書館視覚障害者等用データ送信サービスのデータも検索し、コンテ
ンツのダウンロードやストリーミングをすることもできる。

このような点字図書館に対し、関係者協議会の場では、「点字図書館」という名称には、視覚
障害者のみが利用できるというイメージがあり、それ以外の読書バリアフリー法対象者の利用の
妨げとなるとの指摘がなされている。身体障害関係者からは、視覚障害者以外も利用できること
を十分周知してほしいとの要望が、ディスレクシア関係者からは、点字図書館という名称では利
用できると言われても利用しにくいため、名称変更の検討、あるいは現在サピエ図書館で行って
いるようなサービスを行う新たな機関の設立も視野に入れた検討を求める意見が出された。

これに対し、全視情協関係者からは、点字図書館では点字図書だけでなく、録音図書や電子書籍、
サピエ図書館などの取組があることの理解は広めたいが、全国の点字図書館では多くの館で、設
置自治体の条例や指定管理規定により、利用対象者が障害者手帳を所持する視覚障害者に限定さ
れており、また、職員基準配置が５人という中では視覚障害者にサービスをすることで手一杯で
ある現状を踏まえ、点字図書館では障害者手帳を持たない視覚障害者に門戸を広げることから始
め、その他の障害者も含め誰もが図書館を利用できるようにということについては、公共図書館
が分担する等のすみ分けをする方がよいのではとの主張がなされている。また、日本点字図書館
関係者からは、視覚障害者である創業者が視覚障害者に対しての情報提供を行うために設立した
という日本点字図書館の創業理念が紹介され、個々の点字図書館の名称については、それぞれの
施設の歴史や経緯、法人格としての登記等の事情も考慮してほしいとの意見が出されている。視
覚障害者以外が利用できることがわかりにくいという点については、視覚障害者以外の当事者団
体が公共図書館と連携して周知する方法や、点字図書館のコンテンツを使う場合にも、利用者に
身近な公共図書館がサービスを行う方向性を提案している。

このような議論の中、基本計画素案の「Ⅲ　施策の方向性　１．視覚障害者等による図書館の
利用に係る体制の整備等（第 9 条関係）」で挙げられている施策「（２）円滑な利用のための支援
の充実」における点字図書館の利用対象者についての記述は、第４回会議では「点字図書館等の
利用対象者の拡大及びそれに伴う受け入れ環境の整備・アクセシブルな書籍等の充実について検
討する。」という記載が提示されていたが、第５回会議で示された修正版では「点字図書館等の
利用対象者について、アクセシブルな書籍等を必要とする方が利用できるよう制度面を含め検討
を行い、その検討結果を踏まえ、受け入れ環境の整備・アクセシブルな書籍等の充実について検
討する。」という記述にとどめられ、決定された基本計画においてもそのような記述となった（文
部科学省，2020c・2020d）。
③テキストデータの販売、アクセシブルな電子書籍等

利用者側からは、バリアフリーな書籍や電子書籍の効率的な製作の促進のために国が促進策を
講じるべきとされる、出版者から製作者への電子データの提供（読書バリアフリー法第 11 条第
2 項）が重要であるとの指摘がされている。出版社から正確なテキストデータが提供されれば、
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それまでスキャナーで読み取ってテキストデータ化、あるいは一文字ずつ手入力で打ち込んでい
た、点訳、音訳、拡大等の作業が一気に効率化される。

アクセシブルな資料の購入に関連しては、電子データ購入ができるようにすることの必要性が、
視覚障害関係者、身体障害関係者等から主張された。視覚障害関係者等からは、特に学びのため
の専門書、参考書をアクセシブルな形式で入手できない現状についての訴えがあった。

図書館関係者からは、出版社などが作成する電子書籍は、もとはアクセシブルな EPUB 形式
で作成されながら、販売・提供の仕組みの中で DRM（デジタル著作権管理）などによってアク
セシブルでないものになっているケースが多い現状が指摘され、せっかくあるデータを活用でき
るような提供・販売方法の研究開発と、図書館がそれを購入して使えるような環境づくりについ
て要望がなされた。

これに対し、日本書籍出版協会からは、電子データの提供に関し、データの目的外使用や、版
面を凝って作ることが多い出版物を電子データで提供する際の同一性保持に関する懸念が示され
た。

また、データ提供に関するコストの問題も提起された。提供すべきテキストデータは出版物製
作の過程で自動的に生成されるものではなく、校正等の手順の関係により、最終版の印刷用デー
タから改めて抽出する作業が必要であり、そのコストを誰が負担するかの問題である。出版社は
小さな会社が圧倒的に多く、担当セクションを独立して設けることは困難であること、大変厳し
い出版界の状況では、定価を上げることでの対応が難しいことから、出版社だけに負担が偏るよ
うなことになると、システムの持続可能性が担保できないとの主張がなされた。

さらに、著作権者の許諾を得るための対策が必要であるとされた。これについては、協会で出
している出版契約書のひな形では、自動音声読み上げに関する口述権の許諾については電子書籍
の発行に含めて許諾を受ける等の対応が既になされており、こうした契約関係が生きてくるので
はとの説明もされている。

一般書の電子出版を手掛ける出版社が加盟する日本電子書籍出版協会は、基本計画の策定に前
向きに積極的に関わりたいとの立場を述べた上で、特定電子書籍には、著作権者の理解や許諾、
特定電子書籍の管理・保存等、解決しなければならないハードルがあると指摘している。

取次と電子書店を含んだ流通企業の団体である電子出版制作・流通協議会からは、電子書籍の
コンテンツを読む際のアクセシビリティと電子書籍コンテンツを入手する際のアクセシビリティ
が重要であり、前者に関しては、現状では音声読み上げに対応していない書店もあること、誤読、
画像で貼られている外字、著作物との音声読み上げにおける同一性の保持、読み上げ対応の書籍
を制作する非常に大きな手間、ビューアプリなどのシステム改修の負荷等の問題点が挙げられ、
後者に関しても、なかなかアクセシブルになっていない現状と、システム改修の負荷について述
べられた。

コスト負担の問題に関連しては、電子書籍に関わる製作経費を広く皆で負担するアイデアとし
て、電話のユニバーサルサービスや私的録音・録画補償金のように、電気通信事業法がある電子
通信事業の中で何らかの経費を薄く徴収できないかという提案も出された。これに対し、総務省
からは、円滑な電気通信役務の提供を図るために公共性の観点から整備されているという電気通
信事業法の目的や理念に照らし、慎重な検討が必要とのコメントがあった。

このように利害関係やコストの問題が大きいこの分野に関しては、基本計画素案の「Ⅲ　施策
の方向性　３．特定書籍・特定電子書籍等の製作の支援（第 11 条関係）」の「（２）出版者から
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の製作者に対する電磁的記録等の提供の促進のための環境整備への支援」や「Ⅲ　施策の方向性　
４．アクセシブルな電子書籍等の販売等の促進等（第 12 条関係）」においては、情報提供や助言
等については記載される一方で、提供そのものについては、出版関係者との検討の場を設け、電
磁的記録の提供に関する課題や具体的な方法について検討していくとされた。

（2）視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画の概要
前述のように、関係者協議会における意見聴取と議論を踏まえて策定された基本計画案は、パ

ブリックコメント（意見公募手続）の手続きを経て（次項で詳述）、基本計画として令和 2（2020）
年 7 月 14 日公開された。

令和 2（2020）年度から令和 6（2024）年度を対象期間とする本基本計画は、「Ⅰ　はじめに」「Ⅱ　
基本的な方針」「Ⅲ　施策の方向性」「Ⅳ　おわりに」で構成されている。

「Ⅰ　はじめに」には、読書バリアフリー法成立までの背景や経緯、本基本計画の読書バリア
フリー法上の位置づけ、基本計画は障害者基本法に基づく「障害者基本計画」の基本理念や方針
を踏まえて作成する必要があること、対象期間、対象が読書バリアフリー法第 2 条第 1 項の「視
覚障害者等」であること等が記されているが、対象に関連して、読書環境の整備に当たっては、
視覚障害者等以外の、読書や図書館の利用に困難を伴う者への配慮も必要であることも記載して
いる。

さらに、「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に係る意義と課題」として、読書は一生涯に
わたって個人の学びや成長を支えるものであり、教養や娯楽を得る手段のみならず、教育や就労
を支える重要な活動である一方で、我が国において視覚障害者等が利用しやすい書籍等（「アク
セシブルな書籍等」）はいまだ少ない現状について述べている。アクセシブルな書籍等を「借りる」
側面に関しての課題として、アクセシブルな書籍等の数、製作協力人材確保、製作される書籍の質、
各図書館が所有するする書籍等の共有と効率的な利用の仕組み、今後販売が促進されるアクセシ
ブルな電子書籍等の公立図書館での利用に関する問題を、「購入する」側面に関しての課題として、
視覚障害者等にとって利用しづらい電子書籍、印刷本の出版と同時に発売されるものが少ないこ
と、電子出版の市場規模の小ささ、点字図書や大活字図書等のニーズ等が挙げられている。

「Ⅱ　基本的な方針」として、①アクセシブルな電子書籍等の普及及びアクセシブルな書籍の
継続的な提供、②アクセシブルな書籍・電子書籍等の量的拡充・質の向上、③視覚障害者等の障
害の種類・程度に応じた配慮、の３つを掲げている。

「Ⅲ　施策の方向性」では、以下の内容を掲げている。

表１　基本計画「Ⅲ　施策の方向性」に掲げられた内容

１．視覚障害者等による図書館の利用に係る体制の整備等（９条関係）
・公立図書館等や国立国会図書館、点字図書館におけるアクセシブルな書籍等の充実
・各図書館の特性や利用者のニーズ等に応じた、円滑な利用のための支援の充実
・視覚障害等のある児童生徒及び学生等が在籍する学校における読書環境の保障
・公立図書館等における障害者サービスの充実
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２．インターネットを利用したサービスの提供体制の強化（10 条関係）
・アクセシブルな書籍等の統合的な検索システムに係る十分な周知
・国立国会図書館やサピエ図書館のサービスの周知、サービス内容や提供体制等の検討
・サピエ図書館への会員加入の促進などサピエ図書館の安定的な運営に資する支援の推進

３．特定書籍・特定電子書籍等の製作の支援（11 条関係）
・サピエ図書館における製作手順や仕様基準の作成支援
・特定書籍・特定電子書籍等（＝著作権法第 37 条により製作されるアクセシブルな書籍・電子書籍等）の製作

ノウハウ共有等による製作の効率化
・製作者への電磁的記録の提供に関する課題や具体的方法について出版関係者との検討の場を設置

４．アクセシブルな電子書籍等の販売等の促進等（12 条関係）
・ICT 技術等の進歩を適切に反映した規格等の普及の促進
・アクセシブルな電子書籍等の販売等に関する著作権者と出版者との契約に資する情報提供
・書籍購入者への電磁的記録の提供に関する課題や具体的方法について出版関係者との検討の場を設置
・民間電子書籍サービスの図書館への導入を支援

５．外国からのアクセシブルな電子書籍等の入手のための環境整備（13 条関係）
・受入れ・提供機関の役割分担等による円滑な入手及び外国への提供の促進

６．端末機器等及びこれに関する情報の入手支援、ICT の習得支援（14 条・15 条関係）
・点字図書館等と ICT サポートセンターの連携による端末機器等の情報の入手支援
・点字図書館と公立図書館の連携によるサピエ図書館等の ICT を用いた利用方法に関する相談・習得支援、端
末機器の貸出等の支援
・地方公共団体による端末機器等の給付の実施

７．アクセシブルな電子書籍等・端末機器等に係る先端的技術等の研究開発の推進等（16 条関係）
・研究開発やサービス提供者に対する資金面の支援及び開発成果の普及

８．製作人材・図書館サービス人材の育成等（17 条関係）
・司書、司書教諭・学校司書、職員等の資質向上に資する研修等の実施
・点訳者・音訳者、アクセシブルな電子データ製作者等の計画的な人材の養成

「Ⅳ　おわりに」では、本計画策定後も、更なる実態把握、より具体的な目標や達成時期等に
ついての検討や定期的な評価、丁寧な周知を行うとともに、国は引き続き関係者協議会を設置し、
課題の解決に向けた取組を実施すること、地方公共団体における体制構築の必要性等について述
べられている。

さらに、本基本計画に基づく施策の推進を図る際には、その対象者である視覚障害者等の特性
の多様性を踏まえて取り組むことが求められること、聴覚障害者、知的障害者、高齢者、外国人
等、様々な状況により読書や図書館の利用に困難を伴う者への配慮も認識して取り組むことが必
要であることにも触れられている。

（3）パブリックコメントと残された課題
「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画（案）」については、令和 2（2020）

年 4 月 14 日から同年 5 月 13 日の間、パブリックコメント（意見公募手続）による国民からの意
見募集が行われ、合計 144 件の意見が寄せられた。

それらの意見は、内容により集約・分割され、基本計画の章ごとに 154 の論点にまとめられ、
それぞれにつき概要と、意見に対する政府の考え方が公表されている（文部科学省・厚生労働省，
2020a）。
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この「考え方」の趣旨を、「Ａ　基本計画に記載のとおり、意見で求められている内容の実現
に向けた施策を推進する／意見の趣旨は基本計画や既存の法令・施策に含まれている／意見を踏
まえ、基本計画の文言を修正する」、「Ｂ　基本計画に記載するスキームを通じて検討する／基本
計画に関連する項目があり、意見は今後の施策検討の参考とする」、「Ｃ　意見は今後の施策検討
の参考とする」に分類し、章ごとにその数と、「Ｃ」の「考え方」が示された意見の主な論点、
すなわち、基本計画の枠組みで対応すると明示的に回答されなかった論点を示したものが以下の
表である。

表２　基本計画のパブリックコメントに寄せられた意見の論点と政府の「考え方」
　

　 論点数 Ａ Ｂ Ｃ Ｃの主な論点

Ⅰ　
は
じ
め
に

２．基本計画について ７
100.0%

６
85.7%

０
0.0%

１
14.3%

「関係者協議会」の構成員

３．視覚障害者等の読書環
境の整備の推進に係る意義
と課題

９
100.0%

８
88.9%

１
11.1%

０ 　
0.0%

Ⅱ　

基
本
的

　
　

な
方
針

１．アクセシブルな電子書
籍等の継続的な提供

４ ３ １ ０ 　
100.0% 75.0% 25.0% 0.0%

３．視覚障害者等の障害の
種類・程度に応じた配慮

３ ２ １ ０ 　
100.0% 66.7% 33.3% 0.0%

Ⅲ　

施
策
の
方
向
性

１．視覚障害者等による図
書館の利用に係る体制の整
備等（第９条関係）

35
100.0%

15
42.9%

10
28.6%

10
28.6%

点訳絵本の充実、国会図書館の全蔵書を対
象とした図書館リクエストによる電子書籍
製作、絵の解説のついたデイジー絵本、国
会図書館オンライン対面レファレンス・対
面朗読、国会図書館主体の対面朗読、バリ
アフリー閲覧個室等ハード整備、公立図書
館のオンライン対面朗読、拡大教科書と点
字教科書両方の選択、点字用郵便利用・郵
送貸出・無償郵送の範囲拡大、都道府県・
指定都市・中核市の「読書バリアフリーセ
ンター（仮称）」設置

２．インターネットを利用
したサービスの提供体制の
強化（第 10 条関係）

11
100.0%

９
81.8%

０
0.0%

２
18.2%

国会図書館ウェブサイトのアクセシビリ
ティ・検索の改善、書籍のデータ版の情報
集約

３．特定書籍・特定電子書
籍等の制作の支援（第 11
条関係）

10
100.0%

２
20.0%

２
20.0%

６
60.0%

理数系・専門書籍のアクセシブル化、電子
書籍フォーマットの標準化、大学で扱う文
献の電子化、デイジー図書製作、紙スキャ
ンの無駄、電磁的記録提供促進のための国
による補償金及びデータ支給調整機関設置

４．アクセシブルな電子書
籍等の販売の促進等（第
12 条関係）

29
100.0%

３
10.3%

12
41.4%

14
48.3%

サプライチェーン全体にわたる対応、全て
の出版物への音声・点字データ発行の義務
化、国際標準の理解促進、電子図書全般の
取扱の法整備、公教育への ICT 普及、ア
クセシビリティに関する調査、出版社への
電子データ提供義務化、図示表現、指導書
の電子データ提供、利用者側への予算、国
会図書館献本への電子書籍献本義務化、健
常者でも障害者でも利用可能な販売体制と
利用環境構築重視、無許可複写・転載を
禁ずる一文、電子データ提供範囲の限定、
EPUB 中心の施策

６．端末機器及びこれに関
する情報の入手支援、情報
通信技術の習得支援（第
14 条・第 15 条関係）

10
100.0%

７
70.0%

０
0.0%

３
30.0%

必要な支援の具体的提示、端末機器の貸出
制度・購入時の助成金制度、教職員を支援・
指導する人材の育成・配置と財政的裏付け
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基本計画の記述と直接結びつかない論点を集めた「その他」を除くと、「Ｃ　意見は今後の施
策検討の参考とする」とされている割合は、「３．特定書籍・特定電子書籍等の制作の支援（第
11 条関係）」（60.0％）及び「４．アクセシブルな電子書籍等の販売の促進等（第 12 条関係）」（48.3％）
が高くなっており、前者の中でも特に、電子書籍や制作過程での電子データの取扱いに関連する
内容において「Ｃ」が多くなっている。この分野の論点については、残りの大多数も「基本計画
Ⅲ４．（３）に記載する出版関係者との検討の場等を通じて検討」との「考え方」が示されており、
基本計画が策定された後も、議論を要する論点が特に多い分野であると考えられる。

５．基本計画を受けての施策

（1）関係者協議会で示された「当面の施策」
基本計画策定後の令和 2（2020）年 10 月 2 日に行われた第６回関係者協議会において、「当面

の取組」として、関係省庁等が行っていく施策が説明されている（文部科学省，2020e）。
総論として、都道府県等への計画策定の働きかけ（通知・研修・全国会議等を通じた策定の依

頼、策定状況の調査、HP 等での策定事例の紹介等）、国民等への周知（HP やリーフレット、関
係団体や地方公共団体への周知依頼）について述べられたほか、個別課題に係る今年度・来年度
の取組として、以下のような内容が挙げられている。

表２　基本計画のパブリックコメントに寄せられた意見の論点と政府の「考え方」（つづき）
　

　 論点数 Ａ Ｂ Ｃ Ｃの主な論点

Ⅲ　

施
策
の
方
向
性

７．アクセシブルな電子書
籍等・端末機器に係る先端
的技術等の研究開発の推進
等（第 16 条関係）

７
100.0%

７
100.0%

０
0.0%

０
0.0% 　

8．製作人材・図書館サー
ビス人材の育成等（第 17
条関係）

14
100.0%

９
64.3%

０
0.0%

５
35.7%

点字図書館職員の人数、点字図書館管理職、
専門性の高い音訳・点訳の有償化と専門音
訳・点訳者の身分保障、製作人材の国家公
務員としての雇用、情報の地域間格差の解
消、国会図書館における音訳者等の養成と
登録

Ⅳ　

お
わ

　
　

り
に

　 ４
100.0%

２
50.0%

１
25.0%

１
25.0% 各市中央図書館に「読書バリアフリーセン

ター（仮称）」設置　

そ
の
他

　
　11

100.0%
２

18.2%
０

0.0%
９

81.8%
電子書籍のアクセシビリティの認定組織、
機器のアクセシビリティの評価、公立図書
館への人的措置に関する指針・補助金・自
治体予算の限定化・好事例提供、「自治体
関係者会議」の設置、デイジー製作と重度
障害者の職域開発、医療機関と連携した情
報提供、費用の効率化、教員への模擬試験
等問題・模擬試験や検定試験結果分析のア
クセシブルなデータ提供、センター試験点
字データのダウンロード

　

文部科学省・厚生労働省「「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画（案）」に関するパブリックコメン
ト（意見公募手続き）の結果について」（2020）より著者作成
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（2）その後の文部科学省の動き
①令和３年度予算案
「図書館における障害者利用の促進」として、司書・職員等の支援人材や障害当事者でピアサポー

トができる人材の育成を行う予算、地域において公立図書館、学校図書館、大学図書館、点字図
書館等の様々な館種の図書館が連携したネットワークを構築することにより、各館の物的・人的
資源の共有やフォーラムの開催等を行う予算を計上している（文部科学省，2020f）。
②地方公共団体の計画策定に関する事務連絡

令和 2（2020）年 12 月 22 日付で、文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安

表３　「当面の取組」として説明された内容
１．視覚障害者等による図書館の利用に係る体制の整備等（第９条関係）
(1) 国立国会図書館での製作及び他機関製作分の収集（国立国会図書館）
(2) 図書館等におけるテキストデータ製作支援の実験の取組（国立国会図書館）
(3) 点字図書館における取組の充実（厚労省）
(4) 大学図書館等における取組（文科省、国立国会図書館）
(5) 各図書館間の連携強化（文科省・厚労省・国立国会図書館）
２．インターネットを利用したサービスの提供体制の強化（第 10 条関係）
(1) サピエ図書館への支援強化（厚労省）
(2) 各インターネットサービスの周知（国立国会図書館）
(3) 各インターネットサービスの連携強化（文科省・厚労省・国立国会図書館）
３．特定書籍・特定電子書籍等の製作の支援（第 11 条第１項関係）
(1) サピエ図書館への支援強化（厚労省）
(2) 点字図書館・公立図書館等の連携強化（厚労省・文科省）
(3) 書籍の製作状況の調査（厚労省・文科省）
４．特定書籍・特定電子書籍等の製作の支援（第 11 条第２項関係）

アクセシブルな電子書籍等の販売等の促進等（第 12 条関係）
(1) 電子書籍市場の拡大等に関する調査（経済産業省）
(2) 民間電子書籍サービスについて、図書館における適切な基準の整理（国立国会図書館）
５．外国からのアクセシブルな電子書籍等の入手のための環境整備（第 13 条関係）
(1) マラケシュ条約に基づく視覚障害者等用データの国際交換サービスの実施（国立国会図書館、厚労省）
(2) 中心的な役割を果たす機関に係る周知等（文化庁）
６．端末機器等及びこれに関する情報の入手支援、情報通信技術の習得支援（第 14 条・第 15 条関係）
(1) 点字図書館における取組の充実（厚労省）
(2) 障害者 ICT サポート総合推進事業の着実な実施（厚労省）
(3) 日常生活用具等給付事業の推進（厚労省）
７．アクセシブルな電子書籍等・端末機器等に係る先端的技術等の研究開発の推進等（第 16 条関係）
８．製作人材・図書館サービス人材の育成（第 17 条関係）
(1) 司書等を対象とした研修の実施（厚労省、文科省、国立国会図書館）
(2) 点字図書館における取組の充実（厚労省）
(3) 各図書館等との連携強化（厚労省・文科省）
(4) 製作人材育成の調査（厚労省）
(5) 司書・司書教諭等の養成課程及び講習における学習（文科省）

「当面の取組について」（視覚障害者等の読書環境の整備の推進に係る関係者協議会（第６回）配布資料）より著者作成
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全課障害者学習支援推進室、同局地域学習推進課図書館・学校図書館振興室、厚生労働省社会・
援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室は、連名で事務連絡「視覚障害者等の読書環境の整
備の推進における留意事項について」を、各都道府県・指定都市・中核市担当課あてに発出した。

この事務連絡は、読書バリアフリー法第 8 条に定める地方公共団体による計画策定において留
意すべき点を記載し、策定する内容の例を挙げ、計画策定を促進する内容となっている（文部科
学省・厚生労働省，2020b）。

６．考察

（1）議員立法の類型からの考察
茅野（2016）はこれまで行われてきた類型化の切り口を、①対象となる分野・政策内容に着目

した分類、②「成立」の可否や可能性に着目した分類、③成立過程の態様に着目した分類、④主
体に着目した分類、と整理し、個々の類型の主なものについてその内容と変化について述べてい
る。

そこで述べられた分類にあてはめつつ、読書バリアフリー法について考察する。
①分野・政策内容：「議員の道徳観、倫理観などに基づく法律」あるいは「議員個人型」
「子どもの読書活動の推進に関する法律」や「身体障害者補助犬法」などが分類されているカ

テゴリで、近年、議員立法が活性化する中で「道徳観、倫理観に基づく」ものとはいえないが、
党派を超えた議員個人の問題関心をベースとして超党派の議員連盟などを基盤に立法化が推進さ
れるケースとともに「議員個人型」としてまとめることもできるとされる類型である。

障害者の生涯学習関連の議員立法において「２．読書バリアフリー法制定までの経緯　（4）議
員立法のプロセス」で述べたような過程で主要な役割を果たした議員は、このテーマに関心をも
つ議員であると考えられ、障害当事者団体等が関連する新たな立法を求めようとする場合、要望
を提示する有望な相手先となり得る。関連する立法が続くことにより、こうした議員の動きがよ
り可視化され、関連分野での立法の連鎖が起きやすい状況が生じている可能性がある。
②政策実現型と政策表明型：政策実現型

議会における多数派の政策を背景とし、成立率が高く、与党議員による提案、与野党議員によ
る共同提案、委員会提案があるとされる類型である。

読書バリアフリー法の場合、超党派の議員連盟で法案が検討され、委員会発議で提出されてお
り、成立可能性が極めて高い類型と考えられ、実際、衆参両院において全会一致で可決されている。
③成立過程の態様：超党派型

超党派の議員グループが、官僚に委ねていては解決が困難なテーマに主体的に取り組み、政治
主導で立法を行う例の増加についての指摘（谷，2003）が、超党派型の説明で述べられている。

障害当事者団体の要望を受けて各政党の PT や委員会が読書バリアフリー法について取り上げ
始めた平成 29（2017）年頃の文部科学省は、平成 28（2016）年 12 月の大臣講話で示された障害
者支援の総合的な推進に関する方針に従い、障害者の生涯学習政策に取り組み始めたところであ
り、現在読書バリアフリー法関連の取りまとめを行っている障害者学習支援推進室は、平成 29

（2017）年 4 月 1 日に新設されたばかりであった（小松，2018）。読書バリアフリー法の内容は社
会教育、初等中等教育、高等教育、文化等、文教施策の幅広い分野にわたっており、障害者の生
涯学習の観点から総合的・横断的に取り組める部門がなければ、検討・立案は困難である。この
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時期に、議員立法に向かうプロセスが動いていたからこそ、マラケシュ条約を契機とした、この
タイミングでの法成立が可能となったと考えられる。
④主体に着目：政策実現型

国会自律型、政策実現型（議員・政党の主体的な政治立案、政治主導）、政府依頼型（政府部
内で各省庁間の調整が困難、何らかの事情で政府からは提出しにくい場合に与党が中心となって
議員立法を行うもの）があるとされるが、読書バリアフリー法は政策実現型であるといえる。

（2）読書バリアフリー法成立の波及効果
読書バリアフリー法は、テキストデータの販売、アクセシブルな電子書籍等の分野に関しては

大きな課題を残しているものの、パブリックコメントに対して示された政府の「考え方」の傾向
にみられた通り、関心のある国民が求める多くの論点について法の枠組みによる施策推進が見込
まれるものであり、障害者の読書環境の改善に大きく資すると考えられる。

そうした直接効果のほか、以下のような波及効果も期待される。
①社会教育施設による障害者の生涯学習機会提供に向けた意識づけ

文部科学省が平成 31（2019）年 1 月～ 2 月に都道府県・市区町村の公立公民館・生涯学習センター
等の社会教育施設を対象に行った調査によると、障害者の生涯学習支援に関わった経験がある施
設は 14.5％、障害者への学習支援事業を行っている施設は 10.3％にとどまっている。（文部科学省， 
2019d）。

読書バリアフリー法の成立により、社会教育施設である公共図書館が障害者サービスについて
果たすべき役割が明らかになり、各地域で点字図書館等との役割分担が具体的に議論されること
によって、障害者の学習機会提供は福祉施設が行うものという意識があった自治体においても見
直しが行われ、その他の社会教育施設での学習機会提供につながる契機となり得る。
②障害者の学習機会へのアクセスの向上

視覚障害者等が公共図書館の利用者となることにより、公共図書館で開催されている各種講座・
イベントへの参加の機会が増えることなども期待できる。また、公共図書館の中には、利用登録
者に定期的に送るアクセシブルなニュースレター等を通して、近隣で行われるイベントの情報を
障害のある利用者に提供している館もある（文部科学省，2020g：調布市立図書館や新宿区立戸
山図書館の事例）。より多くの障害者が情報提供機関としての図書館とつながることで、学習機
会へのアクセスを向上させる可能性が広がると考えられる。
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In recent years, with the development of ICT (Information and Communication Technology), 
the shift to ICT in education has become an urgent issue in Japan. In this context, the "Expert 
Committee on the Utilization of Educational Data" has been discussing the utilization of 
educational data as a pressing matter in Japan. As CBT is now able to collect the log data of test 
takers, which could not be collected through the conventional Paper Based Testing (PBT), there is 
an urgent need for the usage of data.

Therefore, this paper reports on the "Log-File and Process Data Meeting and Training" that the 
author attended in 2019, and summarizes the current status of discussions on the usage of log-data 
in international large-scale academic surveys.

In assessments conducted through CBT, log-file data is inevitably generated. It is necessary to 
define in advance what to use as process data in accordance with the purpose of utilizing the data. 
In other words, we should not just utilize process data in the dark, but should carefully consider 
the issues and problems involved in usage of the process data. In addition, the results of analysis 
and research using process data cannot be simply generalized, and abstract discussions based on 
the results should be avoided. In addition, it is necessary to consider ethical issues when utilizing 
the process data.

大規模国際学力調査におけるログファイル及びプロセスデータの
利活用に関する研究事例について

－ 2019年国際会合（Opportunity versus Challenge : Exploring Usage of Log-File 

and Process Data in International Large Scale Assessment）の議論を中心に－
Research Trends on the Usage of Log-File and Process Data in International Large Scale 

Assessments

猿田　かほる
SARUTA Kahoru

Abstract
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１．はじめに

近年、我が国では高度情報技術の進展に伴って教育の ICT 化が急務として進められている。
2019 年 12 月 19 日に「GIGA スクール実現推進本部」が設置された。GIGA スクール構想は、
Society 5.0 時代を生きる子供たちにとって、教育における ICT を基盤とした先端技術等の効果的
な活用が求められる一方で、現在の学校 ICT 環境の整備は遅れており、自治体間の格差も大きい。
また、令和時代のスタンダードな学校像として、全国一律の ICT 環境整備が急務であることを
背景としており、１人１台端末及び高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備するとともに、
並行してクラウド活用推進、ICT 機器の整備調達体制の構築、利活用優良事例の普及、利活用の
PDCA サイクル徹底等を進めることで、多様な子供たちを誰一人取り残すことのない、公正に個
別最適化された学びを全国の学校現場で持続的に実現させることが目指されている（文部科学省 , 
2019）。

また、こうした動きを踏まえ、全国学力・学習状況調査のコンピュータ使用型調査（Computer 
Based Testing、以下 CBT）化について、「全国的な学力調査の CBT 化検討ワーキンググループ」
において、専門的・技術的な観点から検討が行われている最中である。

大規模国際学力調査に焦点化すると、OECD が実施する「生徒の学習到達度調査」（Programme 
for International Student Assessment、以下 PISA）では、2015 年調査から CBT へ移行（国立教育政
策研究所，2019）1、IEA（国際教育到達度評価学会）が実施する「国際数学・理科教育動向調査」

（Trends in International Mathematics and Science Study、以下 TIMSS）では 2023 年調査から完全
CBT 移行を予定している（国立教育政策研究所，2020）2。また、OECD が実施する「国際成人力
調査」（Programme for the International Assessment of Adult Competencies、以下 PIAAC）においても、
2011 年調査から CBT が導入されている（国立教育政策研究所，2013）3。

日本国内において教育の ICT 化が進められている中で、並行して教育データの利活用につい
ても喫緊の課題として、「教育データの利活用に関する有識者会議」において、議論が進めら
れている。従来の筆記型調査（Paper Based Testing、以下 PBT）では収集できなかったテスト受
検者のログデータが、CBT では収集可能になったことにより、そのデータの利活用の目的や方
法を整理し、利活用の在り方を検討することも急務である。近年、LA（Learning Analytics）や
EDM（Educational Data Mining）の研究領域において、MOOC（大規模公開オンライン講義）や
LMS（Learning Management System）、教育用デジタルコンテンツ等の学習ログに関する分析・研
究（例えば、野田・金子，2020；小柳，2019；李，2018；田口ら，2017；緒方ら，2016a；緒方ら，

1　 日本は、PISA2009 年調査時から、国際オプションである 40 分間の CBT に参加しており、PISA2015 年調査からは
全面 CBT 移行した。PISA2018 年調査に参加した 79 か国・地域のうち PBT で実施した国は９か国・地域で、それ
以外は CBT で実施した（国立教育政策研究所，2019）。

2　 TIMSS2019 年から、基本的に CBT 実施となり、並行して PBT 実施も認められている。そのため、日本は PBT で
調査を実施した（国立教育政策研究所，2020）。

3　 PIAAC では、調査対象者の自宅等において、専用のコンピュータを用いて対面方式で調査が実施される。背景調
査では、調査員が質問項目を読み上げ、回答を入力する。読解力、数的思考力、IT を活用した問題解決能力の調
査は、対象者本人がコンピュータを用いて解答する。しかし、①背景調査において「コンピュータを使った経験が
ない」と回答した場合、②自らコンピュータ調査を拒否した場合、③コンピュータの導入試験（ICT コア）で「不
合格」になった場合は、PBT で実施する。PBT の場合、IT を活用した問題解決能力の調査は行われない（国立教
育政策研究所，2013）。
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2016b；山田，2015；久保田，2015 など）の蓄積は活発に行われてきているが、大規模国際学力
調査でのログデータの利活用については、日本国内においてほとんど先行研究が行われていない
のが現状である。

そこで本稿では、筆者が 2019 年 5 月に参加した「ログファイル及びプロセスデータ会合・研修」
の報告をすることで、大規模国際学力調査におけるログデータの利活用に関して国際的にどのよ
うな議論がなされているのか、現状についての論点をまとめる。

２．ログファイル及びプロセスデータの概念とその利活用について

まず「ログファイル及びプロセスデータ会合・研修」の概要について紹介し、そこで議論さた
ログファイルやプロセスデータとは何かという概念や定義について解説する。

2.1.　ログファイル及びプロセスデータ会合・研修
The Educational Research Centre（ダブリン：アイルランド、以下 ERC）、Educational Testing 

Service（プリンストン：アメリカ、以下 ETS）の共同開催による「ログファイル及びプロセスデー
タ会合・研修（Opportunity versus Challenge: Exploring Usage of Log-File and Process Data in Inter-
national Large Scale Assessments）」（以下、「会合・研修」）は、2019 年 5 月 16 日から 17 日にアイ
ルランド・ダブリンの Hotel Riu Plaza the Gresham を会場に開催された4。「会合・研修」には主催
機関である ETS、ERC 関係者をはじめ、各国の教育機関関係者、研究者、PISA 及び PIAAC 等
の調査実施機関関係者ら約 60 名が集まった。1 日目と 2 日目の午前に開催されたログファイル
及びプロセスデータに関する会合では、ログファイル及びプロセスデータに関する概念・定義、
研究分野の今後の方向性及び優先事項、方法論的・理論的アプローチ、倫理的問題、プロセスデー
タの活用分析・研究事例等について報告・説明を受け、議論をするというものであった。2 日目
午後に開催されたログファイル及びプロセスデータに関する研修では、PISA2015 年予備調査の
データから ETS が作成した生徒の解答プロセスに関するデータベースを用いて、事前に参加者
から収集したリサーチクエスチョンの中から主催者によって抽出された４つに大別されたリサー
チクエスチョン（①生徒が項目において、初動までにかかった時間のデータをどのように利用す
るか。国によって類似パターンがあるかどうか。また、性別による違いがあるか。②生徒の初動
までに時間をかけるパターンと成績にはどのような関係があるか。③１つの大問の中で、生徒た
ちはどのような方略で問題項目を解いているか。彼らの問題を解く順序について。また、国や性
別による違いはあるか。④反応行動パターンは大問間で一貫しているか。）に沿ってプロセスデー
タ分析について、演習形式で実際の手順等を確認し、それに基づいて検討を行った。

2.2.　ログファイルとは
2.2.1.　ログファイルの定義

Stephen 氏の基調講演（Provansik, 2019a）によると、ログファイルとは CBT において記録され

4　 会合・研修の一部資料は、ERC のホームページからダウンロードできる（https://www.erc.ie/programme-of-work/
independent-research/student-performance-in-pisa-at-different-times-of-the-year/opportunity-versus-challenge/）。なお、本稿
に掲載されている会合・研修の内容は全て、発表者らから公開許可を得ている。

https://www.erc.ie/programme-of-work/independent-research/student-performance-in-pisa-at-different-times-of-the-year/opportunity-versus-challenge/
https://www.erc.ie/programme-of-work/independent-research/student-performance-in-pisa-at-different-times-of-the-year/opportunity-versus-challenge/
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た全てのデータのことを指す。すなわち、受検者が入力を行った順序や速度（クリックやキース
トロークなど）から、調査を実施するために使用されたデバイスの VPN5 まで、ありとあらゆる
ものがログファイルとして収集される。一方、受検者がテスト問題に取り組む過程（プロセス）
を反映した実証的なデータのことをプロセスデータと言う。認知的及び非認知的、特に心理学的
な構成要素を反映している。ログファイルの中で、そのままプロセスデータとして扱うことがで
きるものもあれば、ログファイルを変換又は処理することでプロセスデータとして扱うことがで
きる場合もある。つまり、調査中に収集される全てのデータがログファイルであり、その中の一
部がプロセスデータなのである。換言すると、「ログファイルはプロセスデータのデータソース」

（Provansik, 2021；2）ということである。ログファイルとは、CBT 開発の過程で生成された副産
物であり、また、プロセスデータ自体はログファイルの意図的な活用（ログファイルからの抽出）
のことを意味する（同上）。

例えば、PISA2012 年調査における読解力の CBT パイロット調査の結果をもとにした分析
（OECD, 2016）においては、生徒のナビゲーション行動が以下のような手順でログファイルから
変換した上で、プロセスデータとして扱われている。調査問題の中で、各課題に関してナビゲー
ションシーケンスに含まれるステップ（異なるページへつながるタブやリンクをクリックするこ
と）の数は課題を通して合計される。この数を全体的なブラウジング活動指標に変換するために、
同じデジタル読解力の問題を与えられた生徒における順位を示すパーセンタイル順位が計算され
ている。その際には、すべての参加国からの生徒に関する重み付けなしのプールされた分布が使
用されている（同上）。

しかしながら、ログファイルとプロセスデータの線引きは曖昧で、何をプロセスデータと定義
するかによって、その線引きが変化する。さらに、分析で使用するために「プロセスデータから
新しい変数を作成することは複雑であり、教育測定の分野全体では、この複雑さが理解され始め
たばかりである。生データと採点された解答／回答の品質保証のためのガイドラインは数多く存
在するが、プロセスデータ変数の作成とその品質保証のための実践基準に関する文献は限られて
いる」（OECD, 2020 : 2）のが現状である。

2.2.2.　教育測定の変遷
教育測定における問題開発、問題形式、テスト設計、テストの組立て、アクセシビリティタイ

ミング、経路、妥当性、フィードバックの９つの側面について、過去、現在、そして未来でどの
ように変化してきたか、またこれから変化するであろうか、その在り方の変遷を整理したものが
図表１である（Provansik, 2019a）。この図表では、現在の大規模国際学力調査がどのような方向
に向かっているのか、その流れが示されている。

例えば、従来の PBT では、テスト設計は１ページ目から最終ページまで試験中に変わること
がなく静的で、タイミングや経路といったものは測定できなかったが、現在 PISA などで行われ
ている CBT では、タイミングや経路といったログファイルが収集できるようになり、受検者に
よってテスト問題が変わるなどテスト設計及び組立てが半静的、半自動化になっている。そして
未来の調査では、受検者のデータによって調査問題を自動的に開発してゆくことができ、またロ

5　 VPN とは、「Virtual Private Network」の略で、通信事業者のネットワークやインターネットなどの公衆ネットワー
ク上で作られる、 仮想的な専用ネットワークの総称（JPNIC, 2017）。
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グファイルが収集できるだけでなく、効果的な利活用が可能となり、またその結果から受検者等
へのアドバイスやフィードバックとして返してゆくことできるようになる、と見込まれている。

2.2.3.　ログファイル及びプロセスデータが生成・活用される過程
CBT 開発の一連の流れを整理したものが図表２である（Provansik, 2021）。図表２の中の「①

評価の枠組み」「②調査問題の作成」「③調査問題のパイロットテスト」「④予備調査（データ収
集）」「⑤スコア結果」「⑥アイテムの統計処理とパラメータのレビュー」「⑦最終的なアイテムプー
ル選択」「⑧本調査（データ収集）」「⑨スコア結果」「⑩ IRT スケーリング、重み付け」「⑪分析、
最終レポートの作成」「⑫データセットのリリース」という一連の流れは、PBT 開発における一
連の流れと同様である。

PBT から CBT への移行によって追加されたプロセスが、図表２の中の［A］から［I］である。
まず、コーダーが評価の枠組みに書き込まれた調査項目を HTML 等の何らかのフォーマットで
デジタル処理する（［A］）。次に、コーダーがアイテムやテストレットをデータ収集システムに
プログラムする（［B］）。また、この CBT 開発の中ではデバイスの管理が必要である（［C］）。予
備調査（データ収集）の後には、ログファイルをアイテムの統計情報やパラメータとともに確認
し、最終的なアイテムプール選択に役立てる（［D］）。コーダーは、最終的な調査ツールとログ
ファイルをプログラムする必要がある（［E］）。そして、本調査（データ収集）の後には、ログファ
イルを確認し、プロセスデータを抽出する（［F］）。抽出されたプロセスデータは、レポート作
成や分析に使用することができるが（［G］）、データセットで公開する場合はプロセスデータを
匿名化する必要がある（［H］）。またさらに、プロセスデータはスケーリングに利用される（［I］）。

図表１．教育測定の変遷

過　去 現　在 未　来

問題開発
Item Development

労働集約型
Labor Intensive

労働集約型
Labor Intensive

自動化
Automatized

問題形式
Item types

一般的
Generic

強化された
Enhanced

実生活
Real-life

テスト設計
Test design

静的
Static

半静的
Semi-static

データドリブン
Data-driven

テストの組立て
Test assembly

労働集約型
Labor Intensive

半自動化
Semi-automatized

自動化
Automatized

アクセシビリティ
Accessibility

限定的
Limited

ユニバーサル・デザイン
Universal design

適応型
Adaptive

タイミング
Timing

測定不能
Not measurable

測定可能
Measured

活用可能
 Used

経　路
Pathways

観測不能
Not observable

観測可能
Observable

モデル化
Modeled

妥当性
Validity

コンテンツ／コアベース
Content/core-based

コンストラクトベース
Construct based

プロセスベース
Process based

フィードバック
Feedback

総括的評価
Summative

総括的評価
Summative

診断的評価
Diagnostic

出典：Provansik (2019a)
日本語訳は筆者による。
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CBT 開発の一連の流れの中における、プロセスデータのインプットとアウトプット、すなわ
ちプロセスデータの生成と活用のプロセスを図表２でそれぞれ、［インプット 1］から［インプッ
ト 4］、［アウトプット 1］から［アウトプット 5］として示している。プロセスデータの最初の
インプットは、「①評価の枠組み」で定義された調査内容に関する認知プロセスの理論的理解の
必要性である［インプット 1］。次に、アイテム測定を目的としたプロセスの定義（すなわち出
題の意図）を策定する必要がある［インプット 2］。つまり、調査問題の作成自体が、単なる正
答／誤答の定義にとどまらず、測定されるべきすべての認知プロセスを特定し、定義することが
重要である。その上で、調査で測定されるターゲットプロセスを把握するためのコーディングが
必要となる［インプット 3］。これは、プロセスの定義の一貫性だけでなく、プロセスデータを
分析する際にどのような内容を取得しているのかを把握できるようにするために、プロセスデー
タについて変数名を使用するなどの標準化された方法でコーディング（及びラベリング）する。
最後に、ログファイルから何を抽出すべきかを明確にし、それをサポートするためのコーディン
グを効率的に行うためには、プロセスデータを事前に定義する必要がある［インプット 4］。プ
ロセスデータのインプットを整理すると、①明確な評価の枠組みの設定、②その評価の枠組みに
基づいて吟味された上での作問、③測りたい側面についての明確な判断基準に沿った採点、そし
て④収集したログファイルの中から事前に定義されたプロセスデータの抽出、この一連の過程・
要素が肝要である。

一方、プロセスデータのアウトプット、すなわち収集可能なプロセスデータを検討するにはま
ず、調査を実施するデバイス自体の使用によって得られるパラデータが必要である［アウトプッ
ト 1］。このパラデータによって、調査問題の配信に関する問題を特定するための情報を取得し、
調査の整合性をモニターすることができる。次に、アイテムの信頼性を検証・確認するために、

図表２.　CBT 開発の一連の流れ

出典：Provansik (2021)
日本語訳は筆者による。

［［イインンププッットト 1］］

認認知知ププロロセセススのの
理理論論的的理理解解

［［イインンププッットト 2］］

アアイイテテムム測測定定をを目目的的ととしし
たたププロロセセススのの定定義義

（（出出題題のの意意図図））

［［イインンププッットト 4］］

ププロロセセススデデーータタのの
事事前前定定義義のの必必要要性性

［［イインンププッットト 3］］

タターーゲゲッットト
ププロロセセススをを

捉捉ええるるたためめのの
ココーーデディィンンググ

①①評評価価のの枠枠組組みみ

②②調調査査問問題題のの作作成成

③③調調査査問問題題のの
パパイイロロッットトテテスストト

⑤⑤ススココアア結結果果

⑥⑥アアイイテテムムのの統統計計情情報報とと
パパララメメーータタののレレビビュューー

⑦⑦最最終終的的なな
アアイイテテムムププーールル選選択択

④④予予備備調調査査（（デデーータタ収収集集）） ⑧⑧本本調調査査（（デデーータタ収収集集））

⑨⑨ススココアア結結果果

⑩⑩IRTススケケーーリリンンググ、、
重重みみ付付けけ

⑪⑪分分析析、、最最終終レレポポーートト
のの作作成成［［B］］ココーーダダーーががアアイイテテムム

ややテテスストトレレッットトをを
ププロロググララムムすするる

［［A］］
ココーーダダーーがが
アアイイテテムムをを

処処理理

［［E］］ココーーダダーーがが最最終終的的なな調調査査ツツーールル
ととロロググフファァイイルルををププロロググララムムすするる

（（デデーータタママネネジジメメンントト））
［［C］］デデババイイススのの

管管理理

［［G］］ププロロセセススデデーータタのの分分析析、、
レレポポーートト作作成成

［［H］］デデーータタセセッットトににリリリリーーススすするる
ププロロセセススデデーータタのの匿匿名名化化

［［F］］ロロググフファァイイルルをを
レレビビュューーしし、、

ププロロセセススデデーータタ
をを抽抽出出

［［アアウウトトププッットト 4］］

ススココアアリリンンググ入入力力のの
たためめののププロロセセススデデーータタ

［［アアウウトトププッットト 5］］

パパフフォォーーママンンスス
（（成成績績））

指指標標ととししててのの
ププロロセセスス
デデーータタ

⑫⑫デデーータタセセッットトののリリリリーースス
［［アアウウトトププッットト 1］］

調調査査のの整整合合性性

ををモモニニタターーすするる
たためめのの

パパララデデーータタ

［［アアウウトトププッットト 2］］

フフォォレレンンジジッックク
なな目目的的のの

たためめののププロロセセスス
デデーータタ

［［アアウウトトププッットト 3］］

研研究究ののたためめのの
ププロロセセススデデーータタ

［［D］］ログ
ファイル

［［I］］ススケケーーリリンンググ
ににププロロセセスス

デデーータタをを使使用用



85

大規模国際学力調査におけるログファイル及びプロセスデータの利活用に関する研究事例について

ログファイル及びプロセスデータはフォレンジック6 な目的のために使用される［アウトプット
2］。そして研究目的のプロセスデータ［アウトプット 3］は、プロセスデータのアウトプットと
して最も注目されており、パフォーマンス（成績）指標としてのプロセスデータに関連する思考
のパターンを特定するなどの活用方法が期待されている。最後に、プロセスデータの活用方法と
してスコアリングプロセスに入力されるプロセスデータ［アウトプット 4］とプロセスデータ自
体をパフォーマンス（成績）指標とするプロセスデータ［アウトプット 5］がある。さらに、スケー
リングにプロセスデータを使用することでスコアリング入力するためのプロセスデータが得られ
た結果、それが項目反応理論（Item Response Theory、以下 IRT）7 スケーリングに影響を与える。

上述のように、ログファイル及びプロセスデータは、調査の対象となる領域を定義する評価の
枠組みの開発を起点としたテスト開発から、予備調査や本調査の実施、採点、統計処理、分析・
レポートの作成、最終データセットの公開、さらに調査実施後に得られたデータの分析に基づく
テストの改良といった、CBT 開発の一連の流れの中で必然的に生成されるものである（図表２
参照）。ログファイルは、プロセスデータを抽出するために意図的に開発されたものではなく、
CBT 開発に伴って生成された副産物なのである（Provansik, 2021）。そして、その生成されたプ
ロセスデータは最終的なスケーリングのために利用される。PISA のように、仮説すなわち測り
たい能力（コンピテンシー）があらかじめ設定されており、またそれを検証するためのプロセス
データがある場合は、適切なプロセスを記録するための項目、例えば「アイテム測定を目的とし
たプロセスの定義（出題の意図）」や「ターゲットプロセスを捉えるためのコーディング（採点）」
といった項目をテストに事前に組み込む必要がある。

2.2.4.　ログファイル及びプロセスデータの例
ここでは、具体的に大規模国際学力調査におけるログファイルとはどのようなものかについて、

以下で例を挙げて説明する。
まず、PISA、PIAAC、TIMSS などの定量的調査では、採点された解答／回答プロセス、解 

答／回答プロセス経路、タイミングデータ及びアクションデータ等のログファイルが収集されて
いる。

一方 TIMSS1999 調査の理科授業ビデオ研究等の定性的調査においても、ログファイルは収集
されている（Roth ら，2006）。この場合、授業記録等（例えば、割り当てられた作業の種類（「ク
ラス全体の作業」、「個人の作業」、「ペア／パートナーの作業」、「小グループの作業」のカテゴリ
を持つ作業等々）、語数など）が、コード化され記録されている（同上）。

以下では、PISA を例に具体的な、公開されているログファイル及びプロセスデータの内容に
ついて説明する。

PISA の場合、OECD の PISA ホームページから調査結果のデータベース（SPSS 形式又は SAS

6　 フォレンジックのもともとの意味は「法廷の」や「法医学の」、「法的に有効な」などといった意味で、IT 業界で
はコンピュータや記録媒体に含まれた法的証拠にかかわるデジタル的な法科学の一分野をデジタルフォレンジック
と呼ぶ。主に用いられるのは、ハードディスクや USB メモリといったメディアの中に保存されたファイルを法的
な証拠として利用するといった場面で、具体的な作業の流れとしては、まずメディアの収集を行って完全なコピー
を作成し、そのコピーに対して解析や行い、その結果を報告するというまでがデジタルフォレンジックの一連の流
れであるとされている（NTT コミュニケーションズ，発行年不明）。

7　 IRT とは、ある項目が正しく解答／回答される確率（正答率）は、直接観察できない潜在的な特性や能力の関数で
あるという概念に基づいた、心理測定理論である（American Psychological Association, 発行年不明）。
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形式）がダウンロードできる。公開データベースの中に含まれるプロセスデータは、「解答／回
答プロセスに関するあらゆるデータとして定義することができる。一般的に、そのようなデータ
は、解答／回答プロセスのタイミングに関連するデータのような比較的基本的なものから、調査
中の生徒の視線データ（eye-tracking data）のような比較的洗練されたものまで様々である」（OECD, 
2020）。

プロセスデータは、各生徒の調査セッションのログファイルにタイムスタンプ付きのテストイ
ベントが書き込まれることで取得される。以下の図表３は、PISA の調査配信システム（Student 
Delivery System、以下 SDS）で記録されるすべてのイベントを示している。PISA では、すべて
のイベントやイベントの詳細がログに記録されるわけではなく、ログに記録されるイベントは、
項目の種類やコンピュータ画面上の表示によって異なる。例えば、キープレスはログに記録され
るが、どのキーを押したかは記録されない。そのため、反応行動の種類（例えば、テキスト作成
と編集）を区別することはできない。また、１つの画面に２つの問いが表示されることがあるた
め、プロセスデータと個々の問いを常に明確に結びつけることはできない。また、ログファイル
が大きく、ノイズが多い場合があることにも留意する必要がある。例えば、PISA では、技術的
な問題のためにテスト管理者が生徒を別のコンピュータに移動させる必要があり、SDS を完全
に再起動するか、又は中断した場所に早送りして対処するケースがあった。このような場合、ロ
グファイルを修正したり、マージしたりすることは容易ではない（同上）。

2.3.　ログファイル及びプロセスデータの利活用に関する分析・研究の事例
ここでは、「会合・研修」での分析・研究の事例の報告と PISA のプロセスデータを利用した

分析・研究の事例について整理する。

2.3.1.　「会合・研修」で報告された分析・研究の事例
「会合・研修」で行われたプロセスデータを用いた分析・研究の報告の内容は、①受検者の行

動や認知戦略の理解に関する分析・研究と② “ 操作時間 ” を変数として使用した分析・研究の２
つに大別される。

①　受検者の行動や認知戦略の理解に関する分析・研究では、以下のような報告が行われた。

図表３.　PISA の SDS に記録されたイベントログのリスト（アルファベット順）

1 breakoff（ブレイクオフ） 12 paste（ペースト）
2 change（変更） 13 PSReadyToScore（採点準備）
3 click（クリック） 14 PSscored（採点完了）
4 copy（コピー） 15 question Loaded（問題のロード）
5 cut（カット） 16 run_simulation（シミュレーションの実行）
6 dblclick（ダブルクリック） 17 score Now Result（得点（現在の結果））
7 drop（ドロップ） 18 scoring（採点中）
8 keypress（キープレス） 19 selectionevent（セレクションイベント）
9 move（移動） 20 selectWord（ワードの選択）
10 onltemBegin（問いの解答開始） 21 stimulusAndQuestionLoaded（課題文と問題のロード）
11 onltemEnd（問いの解答終了） 22 stimulusLoaded（課題文のロード）

出典：OECD (2020), Table1. 括弧内の日本語訳は筆者による。
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・ 生徒がどのように考え、どのように行動するかについて具体的な情報を用いて、指導と学習
を改善するための研究（Saldivia, 2019；Frank, 2019 など）。

・ 高成績者（ハイパフォーマー）と低成績者（ローパフォーマー）、又は初心者とエキスパー
トの戦略を区別する要因をより理解するための研究（Greiff, 2019；He, 2019；Santos, 2019 な
ど）。

・ 動機づけと成績との関係をより理解するための研究（Vergolini, 2019 など）。
②　また、“ 操作時間 ” を変数として使用した分析・研究では、以下のような内容を明らかに

した研究の報告が行われた。
・ 努力尺度－時間データから作成された代理指標について（Vergolini, 2019 など）。
・ 作業時間（操作時間）は問題項目から一般化して抽象化することができるが、正答に至るま

での時間と誤答に至るまでの時間との間に差がないこと（He, 2019）。
・ 時間に基づいて成功と失敗を区別することはできないこと（Santos, 2019）。
・ 反応時間のデータが、①生徒の習熟度／スキル、②テスト領域、③テスト（使用）言語、④

問題項目の認知的要求（例：熟練度の低い受検者は同じ速度で読み進めるが、熟練度の高い
読者はより難易度の高い問題（項目）について読むのにより時間がかかる）に作用すること

（Yamamoto, 2019）。

2.3.2.　PISA のプロセスデータを利用した分析・研究の事例
PISA では、2015 年調査以降 CBT に移行し、プロセスデータが利用可能になったことで、様々

なトピックについての研究が可能になった。PISA のプロセスデータを用いた調査・研究のトピッ
クとしては、以下のようなものが挙げられる。

・ 欠落データの処理（Lu & Wang, 2020；Ulitzsch ら，2019）。
・ 方略（Greiff & Avvisati, 2015；He ら，2018）。
・ 生徒の努力とエンゲージメント（Anaya & Zamarro, 2020；Michaelides ら，2020；Ulitzsch ら，

2019）。
・ 応答時間のスケーリング（Shin ら，2020）。
・ 生徒の探究心のプロファイル（Teig ら，2020）、等。
・ しかし、上記のトピックのような現状行われているほとんどの研究では、問題（項目）の比

較的小さなサブセットについて実施されている（von Davier ら、2019）。

３．ログファイル及びプロセスデータの利活用に関する諸課題

「会合・研修」では、大規模国際学力調査におけるログファイル及びプロセスデータの利活用
に関する具体的な研究・分析の報告とともに、ログファイル及びプロセスデータを利活用する上
での課題や問題についても提示、議論が行われた。以下では、その諸課題を①方法論的・理論的
課題、②不適切な利活用に関する課題、そして③倫理的課題の３つの側面に分けて整理する。

3.1.　方法論的・理論的課題
「会合・研修」では、ログファイル及びプロセスデータを活用した分析を行う上で、ログファ

イル及びプロセスデータをどのように使用するかについての方法論的・理論的枠組み及びその方
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向性を明確にすることが重要であり、さらにそのためにはそもそもログファイル及びプロセス
データを何とみるか、境界線はどこかといった定義についても明確にする必要があるということ
が指摘された。具体的には、方法論的・理論的課題として以下のようなことが示された（Provansik, 
2019b）。

・ 調査受検者の努力度合い（努力指標）を図るための変数として、各項目への応答時間や合計
時間などの “ 操作時間 ” を用いることは妥当であるかどうか、十分に検証する必要がある。

・ プロセスデータを利活用するためには、事前にデータを整理したり新たな変数を作成したり
する等の複雑な作業を行う必要がある。したがって、ログファイルをプロセスデータに変換
するためのガイドラインや企画の策定が必要である。

・ ログファイル及びプロセスデータ分析を行った上で、更にそれを定性的なデータで補完する
ことも必要である。（例：調査受検者に対して、どのように考えてテストへの解答を行った
かをインタビューするなど）

“ 情報の生成（Information generation）”（正しい結論にたどりつくために正しい手順を踏む）と “ 情
報の解釈（Information interpretation）”（結論を正答とみなす）を区別することが重要である。

・ プロセスデータと研究の質を向上させるために、CBT テスト開発と分析との間に相互作用
的なフィードバックループが不可欠である。

3.2.　不適切な利活用に関する課題
3.1. で上述したように、「会合・研修」では、ログファイル及びプロセスデータの活用に当たっ

ては、方法論的・理論的課題があることが指摘されており、ログファイル及びプロセスデータの
使用に当たってのガイドラインや規格の策定についてはまだ確立されておらず現在議論の最中で
あるが、ログファイル及びプロセスデータの活用に際しては、最低限、以下の３つの事項につい
ては避けるべきであるとの見解が示された（Provansik, 2019b）。

・ 分析・研究の結果明らかとなった、高成績に関する方略（行動パターン等）を全生徒に教え
るべき方略であると結論づけること。

・ 授業や診断的な評価を行うことによって、生徒が新しい考え方ややり方を試すための構造化
されていない機会を失うような方法でプロセスデータを利活用すること。

・ ログファイル及びプロセスデータ分析の結果を、単純に一般化すること。また、１つの項目
から全ての項目へ、又は１つのプロセスから複数のプロセスへの過度に一般化すること。特
に、PISA 等の大規模国際学力調査では、分野、測定する側面、国、言語等々によって全く
異なるため、ログファイル及びプロセスデータ分析結果による乱暴な議論は避けるべきであ
る。

3.3.　倫理的課題
「会合・研修」の Murchan の報告（Murchan & Siddiq, 2019）では、CBT は効率性や柔軟性、採

点の一貫性があること、そして受検者のエンゲージメントをモデル化できる可能性があるという
利点がある一方で、ログファイル及びプロセスデータの使用に際して、以下のような倫理的な課
題があるということが指摘された。

・ 生徒の解答／回答を倫理的に問題のある方法で使うこと（例えば、生徒個人が特定されるよ
うな方法で情報を公開すること）及び解答／回答から生徒を識別するような目的（例えば、



89

大規模国際学力調査におけるログファイル及びプロセスデータの利活用に関する研究事例について

デジタルペンによる生徒の筆跡を再現し、それを公開する等）のために、ログファイル及び
プロセスデータを利用すべきではない。

・ 調査の受検者が、調査を受検すること自体には同意していたとしても、プロセスデータがそ
の後の分析と解釈に使用されることに対しては同意しているとは限らない。

４．おわりに

本稿のまとめとして、大規模国際学力調査におけるログファイル及びプロセスデータの利活用
に関する現状を整理する。CBT で実施される調査においては、ログファイルデータは必然的に
生成されるものである。そして、その中で何をプロセスデータとするかは、そのデータの利活用
の目的に沿って事前に定義することが必要である。すなわち、ただ闇雲にプロセスデータを活用
するのではなく、プロセスデータを利活用する上での諸課題や問題点等に留意した上で、慎重に
検討してゆく必要がある。また、プロセスデータを用いた分析・研究の結果は、単純に一般化で
きるものではなく、結果を受けた乱暴な議論は避けるべきである。また、プロセスデータの利活
用に際しては倫理的問題にも留意する必要がある。

以上の「会合・研修」で報告・検討された内容を踏まえると、大規模国際学力調査におけるロ
グファイル及びプロセスデータの利活用に関する研究分野は国際的にもまだ黎明期にあり、今正
に分析・研究が蓄積されている段階であると言えよう。今後も引き続きこの分野における分析・
研究の動向を注視していきたい。
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国立教育政策研究所紀要編集要項

平成１８年１１月２２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、（６）を除きいずれも未発表であることを原則と

する。
（１）論文：オリジナルな研究成果をまとめたもの。
（２）研究ノート：研究方法、教材開発、教育実践などをまとめたもの。
（３）資料：調査結果や研究報告を資料としてまとめたもの。
（４）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。
（５）解説：教育研究分野の動向を解説したもの。
（６） 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。

（１）研究所の所員
（２）研究所の評議員、名誉所員、旧所員
（３）客員研究員、フェロー、特別研修員、研究補助者
（４）研究所の共同研究における研究分担者
（５） 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
（６）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。ただし、第３条の分類によらない原稿はこの

限りではない。
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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。

（１）審査する者は、会議の議を経て座長が委嘱する。
（２）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。

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 　紀要は、研究所内外の研究者等の利用に供するため、大学やその他の教育関係機関等に配

布するとともに、研究所のホームページに掲載する。
　　２　投稿者は、前項に係る研究所の利用について、許諾するものとする。
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 　　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。

附則
　　本要項は、平成２５年９月３０日から適用する。

附則
　　本要項は、平成２６年１０月２０日から適用する。

附則
　　本要項は、平成３１年２月４日から適用する。
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令和２年度国立教育政策研究所紀要編集会議設置要項

令 和 ２ 年 1 0 月 ７ 日
国立教育政策研究所長決定

１　趣旨
　 　令和２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

発部に令和２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
（１） 会議は、次の者をもって構成する。
　　　　　石﨑　　宏明　　研究企画開発部長
　　　　　橋本　　昭彦　　教育政策・評価研究部総括研究官
　　　　　志々田まなみ　　生涯学習政策研究部総括研究官
　　　　　山森　　光陽　　初等中等教育研究部総括研究官
　　　　　濱中　　義隆　　高等教育研究部総括研究官（副部長）
　　　　　卯月　　由佳　　国際研究・協力部総括研究官
　　　　　二井　　正浩　　教育課程研究センター基礎研究部総括研究官
（２） 会議の座長は、研究企画開発部長とする。
（３） 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
　　紀要は、自由投稿により構成する。

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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論　　　文

「教員採用統一試験」の政策形成過程

　－「負担軽減」のロジックに着目して－

　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 前田　麦穂

研究ノート
小学校複式学級による学力スコアへの影響

　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 小林　淑恵、今村　聡子

資　　　料

高校における学校組織レジリエンス要因特定の試み　

　－公立高校における比較調査を通じて－

　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 福畠　真治

教育センター指導主事の資質・能力と育成の特徴に関する一考察

　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 篠原　清夫、米沢　崇、脇本　健弘

付　　　録
国立教育政策研究所紀要編集要項
令和元年度国立教育政策研究所紀要編集会議設置要項
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●論　　　文

　 専門職資本と授業研究の関係　－カザフスタン調査を基に－

　　　　  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 千々布　敏弥

●研究ノート

　 「チームとしての学校」 施策におけるレジリエンス概念の意義

　 　 －組織レジリエンスの枠組みに焦点を当てて－

　　　　  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  福畠　真治

●解　　　説

　 実効的な生徒指導の取組を促す方策

　 　 －教職員が主体的に関わる生徒指導の体制づくり－

　　　　  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 滝　充

　 読書バリアフリー法 ・ 同基本計画の制定過程と政府の動向

　　　　  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  小松　幸恵

●資　　　料

　 大規模国際学力調査におけるログファイル及びプロセスデータの

　 利活用に関する研究事例について

　 　 － 2019年国際会合（Opportunity versus Challenge: Exploring Usage of

Log-File and Process Data in International Large Scale Assessment）

の議論を中心に－

　　　　  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  猿田　かほる

●付　　　録
国立教育政策研究所紀要編集要項
令和２年度国立教育政策研究所紀要編集会議設置要項
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