２版

様

式

Ｃ−１９、Ｆ−１９、Ｚ−１９ （共通）

科学研究費助成事業

研究成果報告書
平成 ２８ 年

６ 月 １８ 日現在

機関番号： ３２６３４
研究種目： 基盤研究(C)（一般）
研究期間： 2012 〜 2015
課題番号： ２４５３１０１８
研究課題名（和文）私的領域の不安定化問題を背景としたイギリス性教育の政策分析的研究

研究課題名（英文）Analysing policies and practices for school sex education in the UK with the
background of the growing instability among the private sphere
研究代表者
広瀬

裕子（HIROSE, HIROKO）

専修大学・文学部・教授
研究者番号：４０２０８８８０
交付決定額（研究期間全体）：（直接経費）

3,100,000 円

研究成果の概要（和文）： 私的領域の不安定化問題を背景にして中等学校の性教育を義務化したイギリスの性教育の
その後を追跡調査し、成熟近代を把握するための素材と知見の収集を行った。並行して、日本の性教育批判のマクロな
動きの整合的な把握を試みた。
イギリスでは、中央レベルで、中等学校での必修部分の拡大と初等学校での性教育義務化の両方を可能にする「人格
・社会・健康教育(PSHE)」の必修化問題が政策課題となり、地方レベルでは、ロンドンのハックニー区が、極めて高い
10代の妊娠率を激減させるなどして注目されたことを確認した。さらに、ハックニー区の成果が、同区で進んでいた独
自な教育のガバナンス改革と不可分であることを突き止めた。

研究成果の概要（英文）：
This research followed the school sex education introduced in the UK in 1994,
which made second school sex education compulsory. This policy mirrored the instability growing among the
private sphere.
The new target in the policy making is to make PSHE mandatory; this would automatically function to
abolish the boundary set on the sex education curriculum, and would make the primary school sex education
compulsory.
At the local level, the very high teenage pregnancy rate was lowered significantly in the Borough of
Hackney in London. The research found that this success was achieved by the Hackney Learning Trust, a
non‑profit private company, during their engagement to improve whole education in Hackney. The Learning
Trust (TLT) was established when the Hackney LEA was judged as failing and closed by the Labour
Government. The remarkable success observed in Hackney ought to be analised together with the
characteristics of the school improvement by TLT.
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１．研究開始当初の背景

２．研究の目的

性教育を、教育内容や教育方法分析ではな

本研究の目的は、国家が不安定化する私的

くマクロに分析する方法は少なく、そうした

領域をメンテナンスするという、成熟した近

手法は広瀬の研究(『イギリスの性教育政策

代社会に特徴的な政策パターンを端的に表

史: 自由化の影と国家「介入」』勁草書房、

出したイギリス(イングランド)の性教育制度

2009)で端緒についた段階であった。広瀬の

を追跡調査し、成熟近代という段階の社会的

研究の他には、池谷壽夫がドイツをフィール

特徴のさらなる把握とそれを分析する理論

ドに行った研究(「1950 年代における DDR

作業のための知見を得ることにある。

の性問題と性教育」『日本福祉大学子ども発

具体的には、1994 年に中等学校の性教育

達研究』3、2011 に連なる一連の研究)が顕著

を必修化した中央における性教育政策のそ

なものとしてあるのみであったが、性教育を

の後を追跡調査すると同時に、地方レベルで

教育内容、プログラム立案過程、政府の関与、

10 代の妊娠を激減させるなど優れた性教育

関係者の政治的対抗関係、世論を総合的して

実践を組織遂行したロンドンのハックニー

分析する手法は、広瀬に先駆的独特のもので

区の取り組みを調査して、その詳細を明らか

あり、日本はもとより広瀬がフィールドとし

にすることである。

たイギリスにおいても広瀬ほど本格的なも
のはなかった。

なお、ハックニー区の調査の過程で、区の
優れた実践の背景に、区独特の教育のガバナ

私的価値領域を扱う性教育が、学校教育と

ンス改革が密接不可分に動いていたことを

の接点において人々の意識や生活環境の変

突き止めたため、そのガバナンス改革の性格

化、それを内包する社会の質的変化を端的に

について明らかにすることも追加の目的と

映し出すフィルターになることは想像に難

なった。

くない。それゆえ、性教育をマクロな文脈で
分析する方法は、背景にある公私二領域の関
係変化を有効に把握できるという利点があ

３．研究の方法
イギリスの現地調査が手法の中心であり、

る。広瀬は、15 年にわたりイギリスの性教育

中央レベルでは、政策に対する強力なロビー

を上記手法により詳細に分析し、イギリスに

で あ り 助 言 機 関 で あ る 性 教 育 協 会 (Sex

おける性教育の全体像を明らかにしながら、

Education Forum: SEF)、ブルック(Brook)、

私的領域を扱う性教育が、自律的な価値観を

家族計画協会(Family Planning Association:

内面に持ち得ない人々を多く登場させた社

FPA) 、 全 国 こ ど も 協 議 会 (National

会変化をいち早く照射していたことを突き

Children’s Bureau: NCB)、地方レベルでは、

止め、不安定化する私的領域を国家がメンテ

効果的な性教育実践を組織したロンドンの

ナンスするという、日本も含めた成熟した近

ハックニー区において情報資料の収集と関

代社会に特徴的な政策パターンが創出され

係者へのインタビューを実施した。インタビ

たことを明らかにした(『イギリスの性教育政

ューを実施したのは以下の 13 人である。

策史－自由化の影と国家「介入」』) 。

・Lucy Emmerson,

イギリスでは、私的領域の不安定化を背景

Coordinator of the Sex Education Forum

にして 1994 年から中等学校で性教育が義務

中央政府の性教育政策に強い影響力を持

化され、それが定着を見せる一方で、さらな

つ性教育協会を実質的にリードしている人

る性教育制度の拡充が議論され始めていた。

物。性教育の義務化以後の全国的な性教育の
状況と、焦点化されている問題やトピックに

ついて聴取した。

教育改革についての見解を得る。

・Adrian Kelly,

・Stephen Ball,

Teenage Pregnancy Co-ordinator, City &
Hackney PCT

Professor, IOE
イギリスの教育政策研究の第一人者。研究

ハックニー区の 10 代の妊娠を激減させた

者の立場から、成功していると言われるハッ

プロジェクトを中心で担った人物。プロジェ

クニー区のラーニントグ・トラストによる教

クトの詳細と、セクシュアル・ヘルスのため

育改革についての見解を得る。

の日常的な業務内容について聴取した。

・Cllr Rita Krishna,

・Nicola Baboneau,

Cabinet member for children’s service,
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London Borough of Hackney

Learning Trust
ハックニー区の 10 代妊娠を激減させたプ

ハックニー区の内閣の教育行政担当。
TLT とカウンシルの関係について詳細な情

ロジェクトを、関連領域を連携させて全体を

報を得た。

率いた人物。ハックニー区で 10 代の妊娠を

・Hilary Smith,
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・Jane Lees,
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Hackney Learning Trust
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Chair of SEF

・Richard Cherry,

性教育協会(Sex Education Forum)を代表

Head of Business Development and Sales
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・Neil Weeks,
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・Simon Blake,
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・Anthony Giddens,
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CE, Brook
セクシュアリティ領域の若者支援でイギ

４．研究成果

リスの中心的な活動をしている NPO の代表

中央レベルの性教育政策に関しては、1990

者。若者のセクシュアル・ヘルスに関する
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Professor, IOE
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ックニー地域を調査した経験を持つ人物。研

置くなど従来には見ない本格的な総合政策

究者の立場から、成功していると言われるハ

的プロジェクトとして遂行された。プロジェ

ックニー区のラーニントグ・トラストによる

クトは一定の成果を上げて 2000 年代末に終

了した。その後、社会が性教育領域として注

いる。こうした動きの背景には、常に SEF

目するイシューは「セクシュアライゼーショ

や PSHE 協会(PSHE Association)などの民

ン」と呼ばれる、幼い少女が性的に装ったり

間専門家集団による強い働きかけがあるこ

振舞ったりする現象に移る傾向が見られた。

とは言うまでもない。

労働党政府においても、それに続く保守党連

地方レベルではロンドンのハックニー区

立政府においても首相をはじめとしてこの

に注目した。貧困や多民族を背景にして国内

件に対する懸念が表明されるなど中央レベ

でも高い 10 代の妊娠率を抱えていた同区は、

ルの政策に関連させて頻繁に言及されてい
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る。ただし、この注目現象には波があり、2014
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クニー区における地域の教育施策の実施母

ー環境問題が拡大するのに伴って 2015 年ご

体は地方政府であるカウンシルではなく、地

ろから再度政策課題として浮上し、文化・メ

方 教 育 当 局 (Local Education Authority:

ディア・スポーツ省(Department for Culture,

LEA)から全権限を奪取した非営利民間会社

Media and Sport)と内務省(Home Office)は
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2015 年から 2020 年までのそれぞれの政策計
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強力な介入によって、前代未聞の再生プロジ
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ェクトとして行われたものであり、ハックニ

同じく中央レベルの注目すべき政策動向

ー区の顕著な教育改革の成果はこの特異な

として、学校での性教育の主要教科の一つで

プロジェクトにおける TLT という独特な組

ある「人格・社会・健康教育 PSHE(Personal,

織の存在と無関係に理解することはできな

Social and Health Education)」を必修化す

い。本研究はハックニー区における TLT によ

る動きがあった。この動きは、一旦は、労働

る諸改革を有事のガバナンス改革と把握し、

党政府の下で進み、法案通過が秒読みとなっ

その改革の実相を明らかにすることも後付

ていたのだが、2010 年の保守党連立政権へ

けの目的としながら、同区の性教育の成功を

の交代によって頓挫した形となっていた。し

分析した。

かし必修化の流れは水面下で生きており、新

一方、イギリス調査で確立した手法を応用

政府の下で 2014 年頃から再度動きが活発化

して、日本の 2000 年代の性教育批判現象の

した。すなわち、2013 年に教育水準監査院

マクロな動きの分析を行い、文部科学省及び

(Ofsted)が、学校での PSHE 及び「性と人間

中央教育審議会の対応が性教育批判に対す

関 係 に 関 す る 教 育 SRE (Sex and

る緩衝材として機能したこと、性教育批判が

Relationship Education)」の授業は未だ不十

「一部の過激な性教育」に対する批判という

分であるという査察報告書を提出して政府

よりは、日本の性教育のメインストリームを

と学校に積極的な対応を求めた。2015 年 2

ターゲットとするものであったことを明ら

月には、議会の庶民院(House of Commons)

かにした。

教育特別委員会が、PSHE と SRE に特化し
て議論を行って、この領域に関する政府に見
解を求めた。政府はそれに対して、質の高い
PSHE と SRE は子どもたちの生活には不可
欠であるという趣旨で回答し、現在に至って
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