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教育学における質的研究の方法論サーベイのまとめ 
栗原和樹 

  
1. はじめに 
 
	 本稿の目的は、これまで本先端課題研究の教育学分野におけるレビュー作業を今一度整理

するとともに、その作業の意義を確認することである。なお、本稿のタイトルである「教育

学」とは教育に関わる研究とほぼ同義のものとして用いており、各学問分野のディシプリン

という狭義の「学」とは異なる。また、質的研究について、エスノグラフィーやインタビュ

ーといった研究の方法の集まりとして捉えるのではなく、本稿では、「知識・自己・社会的相

互作用・文化・社会の性質に関する仮定や命題」を含んだ方法論の集合体として捉えるとい

うMetz（2000）［レジュメ⑨］の方針に則ることとする。そのため、本稿でいう質的研究の
方法論とは、特定の研究手法に限定されない。 
	 以下では、まず教育学における質的方法論の位置づけについてこれまでレビュー作業で取

り上げたレジュメに触れながら整理する。その後、質的方法論に関わる論点について整理す

る。最後に、レビュー作業を通して見えてきたことを検討する。 
 
2. 教育学における質的研究の位置づけ 
 
	 教育学における研究法について概観した Creswell（2000）［レジュメ①］によれば、近年
では重要な位置を占めている質的研究であるが、その歴史は量的研究よりも新しいものであ

る。まず、19 世紀後半から 20 世紀初頭にかけては、物理学と化学から理論が取り入れられ、
簡単な「数え上げ」がなされてきた。その後、統計的な手法や心理学に基づいたテストや測

定の実践がなされるようになった。そのような初期の量的研究に対して、20 世紀の終わり
（1960年代）から教育学の外部（具体的には、人類学や社会学）の手法を用いた質的研究が
蓄積されていくことになる。 
	 当時なされた量的アプローチへの批判は、研究が研究者の見解に頼りすぎており、（教師や

子どもなどの研究の）参加者の視点が損なわれているといったことである。これに対して、

質的研究は、研究の対象となる事象を対象者の経験や意味付けに根ざして理解することを主

眼に置いている。その点を踏まえて、Creswell（2000）は量的研究と質的研究について【研
究課題】【先行研究レビューの位置づけ】【研究の目的】【データの収集】【データの分析と解

釈】【研究の報告と評価】といった点からその差異を整理している。 
	 上記の質的研究の方法論が定着していく過程を整理したのが Metz（2000）［レジュメ⑨］
である。Metz（2000）によれば、質的研究の方法論の起源はいくつかあるものの、教育学に
おいて大きな影響をもったもののルーツは、20 世紀初頭のシカゴ学派に求められる。Mead
に代表されるようなシカゴ学派は、人びとの事象の理解や解釈が社会的構築されたものであ

ると考え、社会と個人の結びつきにおける「意味」を重視していた。さらに彼らは、集団に

おける「意味」の理解のために、長期間にわたる調査の必要性を提示していた。教育学にお

いては、教育におけるグループ（例えば、教室、学校、ピアグループ、家族、隣人など）も、
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そのグループ自身の意味体系をもつ集団として捉えられ、シカゴ学派の理論に依拠した長期

間のエスノグラフィックな調査が行われることになる1。そのような質的研究は、学校内部の

相互行為を「ブラックボックス」にしていると批判されていた量的研究に対して、学校組織

がおかれている状況を明らかにすることなどに貢献した。 
	 次に、教育学における質的研究として大きな影響を持ったものが、解釈主義的（interpretive）
2な研究である。Riehl（2001）［レジュメ⑦］は、解釈主義的な立場から行われてきた研究の
主要なテーマを次の 4 つに整理している。それは①不平等と学校教育が生徒の学力や社会的

に地位に与える影響についての研究、②学校教育と人間の発達に関する研究、③学校の組織

としての機能についての研究、④教育の政策課題についての研究の 4 つである。それぞれの

テーマにおいて、解釈主義的研究は、それまでブラックボックスとされてきた学校組織内部

の相互作用を明らかにしてきた。	

	 Riehl（2001）は、解釈主義的な研究が教育社会学の伝統的なテーマに豊かな示唆を与えて
きたとする。さらに、それらの研究は教育政策と教育実践の領域を近づけて考えることを可

能にしてきた一方で、社会学的な批判的スタンスをゆるめることにもつながりうると指摘す

る。そのため、社会学的な問いを追求する「教育社会学  the sociology of education」と教
育実践により直接的に対応するための「教育社会学 educational sociology」との緊張関係を
認識することが必要性を提示している。また、教育社会学は、他の分野や下位分野の研究を

利用して、自らの問題、視点、研究方法論を拡大することが求められるとも主張している。 
	 もう一つ、教育学、特に教育社会学における質的研究の位置づけを論じる際に、確認しな

ければならないのがイギリスを中心とした「新しい教育社会学」の影響である。「新しい教育

社会学」とは学校や教育機関内部の権力関係や社会構造との関連を明らかにすることを目的

とした一群である。1970 年代初頭、「新しい教育社会学」の動きが広まった頃、イギリスで
は個々の機関がエスノグラフィーを行うことは習慣化していた。そのようなイギリスにおけ

る教育学的エスノグラフィーの展開を整理したのが、Woods（1988）［レジュメ⑩］である。
Woods（1988）によれば、エスノグラフィーは、「公式の説明」とは対照的であり、ある一
つの集団について、その集団内部で共有されている意味の理解に貢献することができる。ま

た、社会学の中で長らく共有されてきたマクロ−ミクロの接合という問題についても、マルク
ス主義の援用などによって貢献してきた。さらに、エスノグラフィーは、教師が自分ごとと

して捉えている問題を、教師自身が用いている言語によって理解しようとすることによって

教育における理論と実践の間の距離を縮めることもできるとされている。 
	 以上のようなエスノグラフィーのなかで古典となっているのがWillis（1977）"Learning to 
Labour"（邦題：『ハマータウンの野郎ども』）である。Willisの研究は、先に挙げた Riehl（2001）
やWoods（1988）においても質的研究の重要文献として挙げられている。このWillisの研究
を事例としてエスノグラフィーにおける匿名性という問題点を指摘したのがWalford（2007）
［レジュメ④］である。Walford（2007）は、Willis の著作が古典となりえたのは、著者と

                                            
1 エスノグラフィーは、人類学においても行われている。Metz（2000）は、社会学と人類学の目
的や研究対象の違いについても触れている（詳しくはレジュメ②、p.2 参照）。 
2 一般的には実証主義に対置される立場であり、社会現象は我々の知識と独立に存在するのでは
なく、我々の解釈の仕方が重要であるとする考え方を指す。解釈主義と解釈学の違いについては、

主に教師研究を対象に論じた白松（2018）がある。 
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読者の双方による過度の一般化に関係していると指摘する。この過度な一般化とは、十数名

のインタビューデータから労働者階級「全体」の文化を描き出したと読み取れるような結論

を導出していることを指す。Walford（2007）はそのような過度な一般化は、「匿名性」を担
保しようとする研究者側の配慮に起因するという。匿名の対象者についてのエスノグラフィ

ーは、読者にその物語を他の事例に当てはめることを容易にする。それはときに有効である

が、他方で当てはめられた他の事例の複雑さを捨象してしまうこともあるだろう。Walford
（2007）が指摘するのはまさにこの後者の危険性であった。 
	 最後に、質的研究が浸透した後、1990年代から 2000年代には、参加型・アドボカシー型
とも呼べる実践が展開した（Creswell	 2000）［レジュメ①］。代表的なものが、実践に携わ
る教師が研究の過程に参加する研究群である。Lampert（2000）［レジュメ⑧］によれば教
師研究を誰が行うべきかは常に問題とされてきた。特に、1980年代後半から教師研究は、教
師について（on teachers）のものではなく、教師によって（by teachers）なされるものとし
て考えられるようになり、研究に教師が参加することが奨励された。Lampert（2000）は、
教師が研究に参加することで、研究者が保持している言語の統語論や意味論を変革する可能

性もあるが、同時に安易に教師の「声」を聞くことが教師の参加としてみなされることにつ

いての危険性もあるという。そして、研究手法も発展途上であり、今後はより多様な研究手

法により、教育の実践者（例えば教師）の研究への参加が望まれるとも述べている。 
	 以上のように、教育学において質的研究が占める位置は、量的研究が教育を外部の言語（変

数など）によって捉えるのに対して、教育に関わる人びと自身の言語でその世界観を明らか

にすることができるという観点から正当化されてきた。 
 
3. 教育研究の「科学」化に抗して 
 
	 ここまで述べてきたように、質的研究は教育学においては一定の地位を占めてきた。しか

し、質的研究が社会学の中で重要な位置を占めていた期間は短い（Metz	 2000）。近年教育
学を「科学」化しようとする動きがある。それは、ランダム化比較実験をはじめとした実験

的手法を、科学的研究手法として最上位のものとして設定し、質的研究をその下位に位置づ

けるという動きである。Maxwell（2004）［レジュメ⑤］は、アメリカの国立研究評議会によ
って出された『教育における科学的研究 Scientific Research in Education（以下：SRE）』
に示された質的研究の位置づけが不当であることを主張する。	 	 	  
	 Maxwell（2004）によれば、SREには次の前提と仮説があるという。①因果の規則性の仮
定、②プロセス志向（process-oriented）アプローチよりも、変数志向（variable-oriented）
アプローチの優位性、③単一の事例から因果関係を観察する可能性の否定、④因果説明にお

ける不可欠な要素としてのコンテクスト（context）の役割の無視、⑤社会科学における因果
説明のための意味の重要性の無視、⑥質的研究と量的研究が推論の論理（logic of inference）
を共有しているという主張、⑦因果説明の方法についてランダム化実験や他の量的研究の質

的研究に対する優位性の 7 つである。しかし、Maxwell（2004）はこの 7 つのそれぞれが、
教育研究においては前提として当てはめることが出来ない、もしくは質的研究の目的と量的

研究の目的とすることが異なることを主張する。例えば、SREにおいて、教室のコンテクス
トは変数化可能なものだけが研究に用いられるが、どのように変数化を試みても、④で指摘
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された文脈の影響を取り除くことはできないといった点を指摘している。以上の検討を踏ま

えて、Maxwell（2004）は科学的実在論の立場の重要性を提起し、質的研究の重要性を提示
する。 
	 そのように目的の異なる量的研究と質的研究であるからこそ、Maxwell（2004）はその組
み合わせが重要であるとする。量的研究と質的研究の組み合わせは一般的に混合研究法

（mixed-method）と呼ばれる。混合研究法は、2000 年代に入りようやく議論が交わされる
ようになっており3、Johnson＆Onwuegbzie（2004）［レジュメ⑥］もその一つである。Johnson
＆Onwuegbzie（2004）は量的・質的研究双方のメリット・デメリットを整理した上で、い
かに二つの研究を組み合わせることができるのかを議論している。彼らによれば、混合研究

法における「混合」は研究プロセスの中で把握されるべきである。まず研究プロセスは次の

8つのステップから構成される。(1) 研究課題の決定、(2) 混合研究が適切かどうかの判断、
(3) 混合方法または混合モデルの研究デザインの選択、(4) データを収集する、(5) データを
分析する、(6) データを解釈する、(7) データの正当化(legitimate)、 (8) 結論を出し最終報
告書を書く、の 8つである。そして主に(4)〜(7)のそれぞれの段階において「混合」ができる
可能性がある。そのため、どのような問いを解くのかによって研究手法は選び取られるべき

であるとされる。 
	 以上のように、教育学において質的研究はその地位を危ぶまれながらも量的研究とは異な

る問いや関心を明らかにする方法論として位置づけられてきた。	  
 
4. 教育学における質的研究方法論における論点 
 
	 これまで整理してきたように、教育学において質的研究が常に一定程度の地位を占めてき

たのは、教育学という領域の特性に起因する部分もあるように思われる。Griffiths（1998）
［レジュメ②］は、教育学および教育研究4は、教育は主題も場も様々な学問分野、フィール

ドと関わっており定義が容易ではないとする。さらに、「教育」という言葉自体、「何か良い

もの」という意味を含む価値的な言葉であるため、教育学は、倫理的な枠組みの中で行われ

るとする。つまり、教育学は子どもや生徒の教育の改善のために行われることが前提とされ

ているということである。例えば社会学、歴史学、哲学のように知識に対する好奇心の探求

であることを主張するものではないということ。教育学は、必ずしも教育やそのプロセスに

ついて（about）の研究ではない。むしろ、教育学は、教育のための（effect on、for）研究
であり、教育実践の発展に参加する研究である。 
	 しかし同時に、「改善」の根底にどのような価値体系があるのかは定かではないことも

Griffiths（1998）は指摘する。そして、その価値体系は論争的ですらあるという。そのため、
どの教育学にも倫理的・政治的な枠組みが根底にある。Griffiths（1998）は、この点につい
てポストモダニズムの立場から、確固たる価値体系の基礎付けが出来ないことを指摘する5。

                                            
3 日本においても、『教育学研究』2011年、第 78巻「教育学における新たな研究方法論の構築と
創造」という混合研究法についての特集が組まれている。 
4 レジュメ②では、「教育研究」という訳語を用いたが、本稿では同義の意味で教育学を用いてき
たため、教育学で統一して表記する。 
5	 Griffiths（1998）はその点を踏まえて、研究を遂行する際に研究者が依拠する価値体系を明示
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つまり、教育学において得られた知は、常に不確かであり論争的な知見にとどまるというこ

とである。そのように考えるならば、事象を変数化してその因果関係を説明するという量的

なアプローチは、その根底にある価値体系が論争的である以上、常にその知見の基盤が問わ

れることになる。Griffiths（1998）自身が明言しているわけではないが、この点において質
的研究の居場所が見いだせるのではないだろうか。 
	 もう一つ、教育学の中でも教育社会学においては、「理論」との関係も再検討されている。

先に Riehl（2001）［レジュメ⑦］が示したように教育社会学には、社会学的な問いを追求す
る「教育社会学  the sociology of education」と教育実践により直接的に対応するための「教
育社会学 educational sociology」との緊張関係がある。Boyask（2012）［レジュメ③］は、
近年の教育政策が後者の教育実践への直接的な介入を重視した結果、特定の介入がもたらす

因果モデルを提供するための道具として教育社会学の研究が行われるようになったことを指

摘する。そこでは、経済学の論理との結合から、経済的に有用であると期待されるものに限

定して教育研究が行われ、特定の介入の効果を実証的に明らかにする統計的研究が重視され

るようになる。これは同時に、教育社会学が元来の文脈とは異なり、社会学理論との関係が

後景化したかたちで行われることへとつながっている。ここで社会学理論との関係というと

きに、Boyask（2012）が想起しているのはMillsの「社会学的想像力」つまり、個人的な問
題を公共（社会）の問題として考えることが社会学の目的であるとする議論である。そのた

め、教育社会学者にとっての現在の課題は、教育研究へのアプローチの強化および社会理論

と方法論の再接続の方法の検討である。つまり、教師や学習者やその他の人びとが身近な環

境で直面する問題（＝個人的な問題）と、「社会構造の公共的な問題」との関係を明らかにす

ることが必要であると Boyask（2012）は主張している。 
 
5. レビューを通して 
	 教育社会学において質的研究が占めてきた位置については我が国においても検討がなされ

てきた（例えば、清水・内田 2009、間山ら 2018など）。しかし、その多くは質的研究の内部
においてどのような蓄積がなされてきたのかを検討しており、本レビューで取り上げた量的

研究との対比という論点を、詳細に検討したものは少ない。その意味で、質的研究の方法論

の位置を再検討するために有意義な作業であった。また、Griffiths（1998）［レジュメ②］が
指摘した実践への貢献も、我が国の教育社会学は模索してきた（渋谷ら	 2015）し、Boyask
（2012）［レジュメ③］が指摘したような、理論との関係についても都度検討されてきた（例
えば、日本教育社会学会	 2014）。本稿の議論やこれまでのレビュー作業はそのどちらの論点
にも資するものとなったと考えられる。 
	 本稿では主に質的研究の方法論からみた量的研究との関連を論じてきた。他方で、量的研

究からは質的研究がどのように求められ、位置づけられているのかという点の検討は今後の

課題としたい。 
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