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狭義の英語教育政
策研究

政府（中央・地方）が権力
を「民主的」に用いて、英
語教育に関する特定の行動
を人々に強いることを対象
にした研究。政策提言、政
策実施、政策評価、政策過
程、政策批判
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注1: 査読誌および研究書に限定
注2: ある文献が2つ以上のカテゴリにまたがる場合、代表的だと考えられる方に含めている。

Cf. 寺沢拓敬 (2021)「英語教育政策研究の理論と方法：政策過程の記述的分
析を中心に」『江利川春雄教授退職記念論集』（pp. 147-160）渓水社



「記述 v. 規範」「過程 v. 内容 v. 実施」

記述的

規範的

過程 内容 実施

江利川 (2018) な
どごくわずか

江利川 (2018),寺沢
(2020),  広川
(2014), Butler 
(2007) ほか

江利川 (2018) 山田
(2003) 奥野 (2007) など
多数

Machida & 
Walsh(2014), Poole & 
Takahashi  (2016), 寺
沢 (2018)

あらゆる研究の大前提にな
る部分だが、それゆえ独立
した研究にはなりづらい

政策過程の記述的研究
• 後述

政策内容の記述的研究
• 基礎的。政府の宣言の要約・紹介・整理。新規性

へのハードルが高く、学術研究にはなりにくい。

実施の記述的研究
• 政策決定後の実施・帰結に関する様々な現象。
• 各政策実施主体の取り組み。
• 政策プログラムの成果検証や悪影響を含めた意図

せざる結果の分析（教育経済学・社会学区的）。
• 政策の受け手の受容・応答（教育社会学・人類学

的）

政策内容の規範的研究
• 政策の中身への批判。多数。

政策過程の規範的研究
• 政策手続きへの批判。ごくわずか。



政策過程の記述的研究

• 特定の英語教育政策がどのような審議過程・経緯で生まれたか記述

• 当該政策が作り出された原因（背景要因）は何かという因果的説明を前提にする

• 国際誌における日本を対象にした英語教育政策研究の多くはこのタイプ

• 国際的研究コミュニティが期待するのは、日本の個々の政策に対する批判より抽象

的・理論的な話

• 因果的説明を提示するからこそ、他の研究（とくに規範的研究）の基礎と

なる。

• 政策批判とはつまり政策意図の批判。意図の正確な把握には、経緯の理解が不可欠。



先行研究の問題点

政策過程を説明するために利用された根拠が偏っている

• 政策決定を宣言する公的文書、および、その遠因となるマクロな社会経済的
要因ばかりが注目され、両者を接続し得る審議経過・政策形成過程への分
析・解明は手薄。

国内外の研究者は、日本の（英語教育）政策過程を、あまりに単純化
した構図で捉えているのでは？

① 政策過程の階層性を本当に理解している？

② 政策文書の性質を本当に理解している？

③ マクロな要因の説明力・限界を本当に理解している？



① 政策過程の階層性

並列モデルの例：Butler (2007) 
• 小学校外国語活動の導入を後押しした要因（計8個。グロー
バル化、財界の要求、世論等）の分析。

• 要因間の関係は分析なし。結局のところどのようなプロセス
で外国語活動が構想されたのか、どの要因が最も重要だった
のかは不明。

• なぜ（教科や総合学習ではなく）他でもなく「外国語活動」
になったのかは説明できない

階層モデルの例：寺沢 (2019)
• 外国語活動必修化の政策過程は、中教審の運営事務を行う初
等中等教育局の「采配」を分析して初めて説明できる

• 特に海外の研究者は、こうした政策過程構造を知らないので
は？

審議会

過去の政策

グローバル化

財界の要求

・・・

特定の
政策

審議会

過去の政策

グローバル化

財界の要求

・・・

特定の
政策

文科省
特定部局

各要因を並列したモデル

各要因に階層性・影響関係を
仮定したモデル



② 政策文書の特性

「宣言」型文書に過度に依存する先行研究

• 宣言型文書：学習指導要領、その解説、中教審答申、中間まとめ

• 政策過程の観点からいうとかなり偏った文書なので「唯一無二の証拠」のように使
うべきではない

宣言型文書のバイアス

(1) 改革根拠のチェリーピッキング

(2) 根拠の並列的・総花的な提示。一方で、何がより重要かという価値判断には踏み込
まない。

例、中教審、小学校英語早期化・教科化に関する答申（2016年12月）

• 根拠として、これまでの外国語活動実践、グローバル化、諸外国の動向など様々な
点を踏まえたと述べるのみ。



小学校英語「教科化」過程の分析

Ng (2016, pp. 219-220) 

• 2013年12月「グローバル化に対応した英語教育改革実施計画」（英訳版）

• グローバル化や東京オリンピックが小学校英語の早期化・教科化を後押ししたと記述。

↓実際には

江利川 (2018, see also 寺沢 2020)

教科化の重要な契機は

• 2013年6月の閣議決定：一転、教科化をトップダウンで決定

• その背景となる内閣の教育再生実行会議における審議（ 同1－5月 ）

💀上記閣議も教育再生実行会議も議事録なし。議事要旨は和文のみ。



③ マクロな要因による大雑把な説明図式

言語政策研究でお馴染のマクロな（マクロ過ぎる）説明変数

• グローバル化。グローバルビジネス。国際語の重要性。日本人の英語力不足への不満感。「非能率」な英語教育
や受験英語への不満感。世論。ネイティブスピーカー信仰。欧米への憧れ。等々

問題１：曖昧すぎる（脱分析概念化、キャッチフレーズ化）

• 概念規定が曖昧になり、定義次第で、「影響を及ぼした」とも「及ぼさなかった」とも言えてしまう。

問題２：説明力が強すぎる

• 「何でも説明できる理論」は、実は何も説明していない。

• 過去数百年、 「グローバル化」の影響がなかった社会現象は存在しない

問題／効能：国際誌では歓迎されやすい？

• マクロ（過ぎる）理論は、実証性・説明力にかかわらず、理論志向の研究者とのコミュニケーション可能性を向
上させる効能がある。そのため、国際誌・国際学術的コミュニティでは注目されやすい。

• 「査読攻略法」として、マクロ（過ぎる）変数で政策過程を説明しようとする誘因がある？



今後のありえるべきアプローチ

• アクター間・要因間の階層性を考慮した枠組みに基づく

• 「宣言型」の目立つ文書だけではなく、審議過程・政策過程を
丁寧に検討する

• マクロな要因に過度に頼らず、適切なレベルの理論を導入する



日本の英語教育政策過程の
全体像 (1)



英文文献にしか依拠できない
研究者からの見え方

日本の英語教育政策過程の
全体像 (2)



具体的方法

A. 審議過程の分析（タイムスパン短め）

• 会議録・議事録の内容分析

• インタビュー、エリートオーラルヒストリー（Shoppa, 1993）

B. 政策史

C. 政策過程や教育行政機能に固有の理論

• マクロ要因と個々の事例・現象を接続するメゾレベルの要因

• 公共政策研究における「of の知識」（秋吉, 2015）

• 一見自明なのにまだよくわかっていない日本の教育行政制度（青木, 2019; 2021）

D. 複数・多数の政策過程事例の比較

• 一般的傾向、ひるがえって特定事例の特殊性の解明

• 国家単位（Baldauf, Kaplan, Kamwangamalu, & Bryant, 2011; Enever, 2018; Nunan, 2003; Rixon, 
2013）

• 自治体レベル、学校レベル



審議過程・議事録分析の意義

引用

さらに、「英語教育の開始時期についても検討を進める」

（傍線原文ママ）という一文が唐突に付け加えられていま

す。臨教審のヒヤリングを受けた一人である小池生夫

（元・大学英語教育学会会長）は、自分の主張が取り上げ

られた結果であり、「後の展開に移るきっかけになった」

と証言しています（鳥飼, 2014, p.99)。たった一人の意見で、

小学校英語教育についての一文が入ったのかどうか確証は

ありませんが、経済界をはじめとする委員たちから支持さ

れたのでしよう。小池が総括するように、この答申が現在

までの方針のスタート」となります。(p.20)

鳥飼玖美子 (2019) 「英語教育政策史から考える小学校英語」綾部保志編『小学校英語への専門的

アプローチ』（pp. 11-30）春風社

臨教審「国際化に関する委員会」議

事録の分析（寺沢, 2021）

第19回（1986年3月17日）

• 第二次答申案（「英語教育の開始時期につ

いても検討を進める」）の承認。

第21回（1986年6月19日）

• 小池生夫氏、臨教審ヒアリングに招聘

第三次答申・最終答申には早期化提言はなし



これから必要なこと

• 政策過程の研究
• 2010年代から政策過程が官僚主導から官邸（or政治家）主導になり、
いいかげんな政策決定が誘発されるリスクが増えている

• エビデンスに基づく英語教育政策
• 福音？ →効果的なプログラムを科学的に判定できる

• トロイの木馬？ →「効果がないならやめてしまえ」コストカットに都
合のいい論拠として使われかねない

• 基礎情報としての社会調査
• 大規模調査（プロジェクトチームによる調査）でしかできない代表性
のある量的社会調査
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