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Intodaylsp尼sentationlwiIlidentifyandexplo『ＥａｎｕｍｂｅｒｏｆｃｏｎｔｅｍｐｏＩａ『y

deveIopmentsinthemuItidisdplinaryfieldofcompamtiveandintemationaleducatjon・

Indoingso,ＩｗｉＩＩｄｍｗｕｐｏｎｍｙｏｗｎ『Ecentworkonthehistoryanddevelopmentof

thefieId，anduponaselecUonofstudiescarnｅｄｏｕｔｏｖｅｒａ２５yearpenodinthe

SouthPadfic,meCaribbeanandAfnca．

ＩｔｉｓａＵｕｅｄｔｈａｔ，espedaIIyintheseinc尼asin9IygIobaIisedtimes，disdpIined

compa圃廿veandintemational尼sea『℃hcancontnbutemuchtothedeveIopｍｅｎｔｏｆ
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theo『ｙａｎｄｍｅｔｈｏｄｏＩｏｇｙ－ａｓｗｅｌｌａｓｔｏｔｈeimpmvementofpoIicyandpracticein

educationwondwide・FOrthistobeIEaliseditismaintainedthatongoingeffbrtsto

chaIｌｅｎｇｅａｎｄ，『EconceptuaIise'thefieIddeservesustainedsupport-andinqeased

attentiontowhatlｈａｖｅｐ『巳viousIyidentifiedasamo『Ｅｅｆｆ℃cﾋﾊﾉｅ,bndgingofcuItu尼s

andtmditions'（Crossley2000）．Ｔｈｅｃｏ尼ｏｆｔｈｅｐ尼sentationexaminesvanous

dimensionsofthis，bridging’thesisingrEaterdepthandpointstopossibIeways

fWwardfbrthoseengagedinadvancingthefUtu『Ｅｏｆｃｏｍｐａ圃廿veandintematjonaI

『色seaにhineducationandinthesocialsdencesmo尼gene『alIy．Ａcent面１，and

deceptiveIy副mpIe,ｑｕesUonthatisposed-andonethatshouldappeaItothewidest

ofaudiences-ishowcanwebestleamf7℃mexpenenceeIsewheだ？

ArevHnI鱈edfieId

Compa『ativeandintemational幅seaにｈｉｓｑ｣rrenWattIactingincmeaseda辻ention

withinthesocialsdences,theartsandthehumanities．Ｅ恥rtsa『ＥａＩｓｏｂａｎｇｍａｄｅｔｏ

ｓｈａ尼expenenceacmssdisciplinaryboundaries，toencoura9emultidisciplinary

colIabo『ationandtopmmobesystematjct胴ainingincompa圃廿vemethodoIogies・In

thefieIdoflaw,fbrexampIe,itｈａｓ『EcentlybeenaUuedthatt『ainingshouldincIude

compa『ativestudiesandthat：

BeingtIainedonIyinnationallawmakesustakethin9sfbrg『anted・Bylooking

outside,ｗｅchallengeourownwaysofthinking,leamfmmourmistakesandaIE

encou届gedtodobetter（Rauxloh2004：６０）．

UnderpinningthisrEv吃lisationaIEchanginggeo-poIitjcal尼Iations,theintensificatjon

ofgIobalisation，dramaticadvancesininfbImationandcommunicationtedmologies
（I〔丁）ａｎｄｐａ『adi9maticdeveIopmentsacmssthesodalsciences･Ｔｈｅ『EⅥtalisatjon

ofthefieIdofcomparativeandintematjonaIeducationhasbeenpartiq』IanydIamatic

duringtheIastdecade・Ｔｈｉｓｈａｓａｌｓｏｂｅｅｎｃｈａ面cterisedbyastmng尼seamch

orientationandbythecrEationofnewcomparative尼seaにhcentmesinleading

unive尼itiesthatindudeHon9Kong,Oxfom，NottinghamandBristol・ＴＯｔｈｉｓｗｅｃａｎ

ａｄｄｔｈｅｗｏｒＩｄｗｉｄｅｇｍｗｔhofnationaIcompa『ativeandinbemationaleducation

societiesandthebuoyantexpansionoftheWorldCouncilofCompamth/eEducatjon

Socieues（WCCES）（Schweisfi』rthl999；Ｂ『ay2003）．TheIatterumb尼IIabody
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unitesschoIa盾andpracﾛtione庵fmm33nationaI，sub-natjonaI，尼gionaIand

Ianguagebasedsodetにｓｔｏｐｍｖｉｄｅａｉｂｒｕｍｔｈｍｕｇｈｗｈｉｃｈｄｉ碇砲rtgmupsand

individuaIscanbring，compamtiveeducationtobearonthemajoreducational

pmb1emsoftheday，byfbsteringco-operationbyspedaIistsfmmdW1℃『Entpartsof

thewor1d’（WCCES2005:１）．

Reflecm9th臆gmwththel2p1WorldCon9尼ssconvenedbytheWCCESandCuban

coIIea9ues，heIdinHavanaduImgOctober2004，ｐｍｖｅｄｔｏｂｅｔｈｅｌａ『ｇｅｓｔｔｏｄａｔｅ・

AdotpingthethemeofE畝｣に石bmandSOdaﾉJUsbbetheeventattractedoverl,000

partidpantsfTom68countries,indudin9a1aUedelegationfmmBristoI・Ｔhiswasthe

fi庵tWCCESCong尼sstobeheldintheCaribbeanandthef而冒tinaSpanishspeaking

country・IvIostsignificantly,theeventwaspe函naIIysupportedbyHeadofState，

FideICastro･ThisheIpedtosmmuIateanationwidedebabethmughasequenceof

IocaIsemina盾andworkshopsdesignedboinvoh/ｅＣｕbancommunitiesinp層

confe幅ncemeetjngs･CompaIatⅣｅ幅sea『dlineducationwas,inthisway,takenwelI

beyondthewondsofmeacademicandthepolicy-maker，ｄｅｅｐｉｎｔｏｔｈｅｔｏｗｎｓ，

viIIagesandhomesofCuba．

FOrthewidergeneIalpublicperhapsthemostvisibleman稲estationofthe

contempomryimpactofcompa尼tⅣｅ『Esea『℃hineducationhaseme画edintheshape

ofcmss-nationalsn』diesofeducationaIachievement,andthewidesp幅adinfIuenceof

rEIatedIeaguetabにs、Ｉｎｔｈｅｌ９９０ｓ，ｆｂｒｅＤ<ample，muchpublicdebateintheUK

fbcusseduponthenndingsofReynoldsandFarrelIも（1996）ｓ､』ｄｙＷｂﾉﾋﾒsApaﾉt？A

ReW巳wofmtEmabbnaﾉSUrveγ富ofEUt｣℃abbnaﾉAdWev巴ment肋dUpﾘｈｇ印gIandThis

UKGovemmentsupporbeｄ尼seaにhhighlightedtheach鱈vementsofPadficRim

countries，suchasTaiwanandSingapore，inintemationalIeaguetab伯sofschooI

achievement・Theautho応condudedbysuggesmngthattheUKhasmuchtoIeam

ｆｍｍｔｈｅｍｏｒｅｆｂ『maIis魁c,whoIecIass,appmachestoteachingandIeamingcaITied

outinsuchconbexts･ivlo尼尼cently廿Ｉｅ尼suItsoftheOECD-IedPermrmancein

lntemationaIStudentAchievement（PISA）smdies,inves制gatjngtheabilitiesofl5

yearoldsmdentsin32countries，ｈａｓａ仕ractedsimiIarwor1dwideattentionfmm

poIicy-make盾,ｐ『ac廿tione庵,themediaandthewiderpublic（OECD2001,2004）．
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SomewhatparadoxicaI1y，whatisIesswidely尼cognisedisthe砲ｃｔｔｈａｔｉｔｉｓｔｈｅ

ｃｏｍｐａ圃廿veandinbemaﾛonaI妃sea『℃hcommunitythathasbeenmostcri廿caIofsuch

cross-nationalachievementstudies・HannuSimoIa，ｆｂｒｅｘａｍｐｌｅ，PrDfessorof

EducationattheUnⅣe庵ityofHelsinkiinFinland,challengesFinIandもsmngrEsu化sin

thePISAsurveyinanartide尼cenuypubIishedinthejoumaICbmpa7aけVeEtjU[麺ｂﾉ7．

InthisshedIawsatbentiontothelimitationsofoverIyfbrmaIis廿cpeda9ogiccuItu尼s

andpractices,andques⑰onswhetherintemationaIsu『veys：

…尼aIIymakeitpossibIetounde盾tandschooIingindi龍『Entcountries，or

whethertheya尼ｊｕｓｔｐａｒｔｏｆｔｈｅｐｍｃｅｓｓｅｓｏｆ,intematjonalspectade'ａｎｄ

,mutualaccountability’（SimoIa2005:455）．

Thekeypointbeingmadehe尼ｉｓｔｈａｔａｓｎｅｗ尼seaにhe宿，尼seardluse庵ａｎｄ

audienceshavecontnbutedtothe『Ev牝aIBationofinte尼ｓｔｉｎｃｏｍｐａ園tiveand

intema廿onaIsh』d砲ｓ－ｎｅｗｄａｎｇｅ庵andpHfaIIshavealsoemerged・Compa圃廿ve

surveysandIeaguetab1esmaybefasdnating，buttheycanaIsobemisleading，

damagingandpoIiticaIsensith/e，asU1efbllowin9quotationrEIatingtohigher

educationinMaIaysiaindicates：

RANnNGssPARKDEBATEABRoAD・The77mesHj9herfssecondWorldUnive宿ity

RankingshavefUeIIeddebateincountriesconcemedaboutthefUh｣尼oftheir

highereduc2monsystems・

Ｔｈｅ砲sponsewasespedalIyvi90musinIvIaIaysia，whe尼oppositionpoIiticians

haveusedtherankings,publishedonOctober28,tocritidsethegovemmentfbr

thelowinbemationaIstatusofbhecourtry'ＳｕｎⅣe庵ities、LimKitSiang，a

Ma1aysianMPandaIeadingIightintheoppositionDAPparty，descnbedthe

『ankingsas,a910baIbIow'・

洞1ｅＵｎⅣersityofIvIalaya絶Il80p1acesfTom89tol69,whiletheotherMalaysian

unⅣe庵iｔｙｔｏｆｅａtu『Ein2004，Sains,ｄｒｏｐｐｅｄｏｕｔｏｆｔｈｅｔｏｐ２００ａ代erbein9in

lllthpIacelastyear・

ＭｒＫ忙SiangcallsfbraRoyalCommissiontoIookatthecnsis（Martinlnce，

1nmeshIi9h“１１November2005:３）．
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HamIdNoahも（1986）dassiccautionaryadviceaboutthe,useandabuse'of

comparath/eeducationcertainIydeservesbothanupdatingandwider尼ade暦hipin

dayswhenitistooeasiIyassumedthat,Ｗｅａ『EaIlcomparativistsnow'・Yesitisgood

toseeboundariesbeMeendisdplinesandspedalismsblumn９，ａｎｄｔｏｓｅｅｎｅｗ

ｏUanisationsandpeIちonneIengagingincompa『ativeandintemationaI尼sea『℃h-but

thisisafle1dwithdistjnguishedt『aditions，anextensivelite『atu尼，anddismctive

insightsandpe盾pectives・RecognisingbothitstheorEticaIandappIied廿aditionsand

potentiaI,f℃rexample,Ｋｉｎｇ（1965：147）lon9agowamedthat,Ｉｆｗｅｄｏｎｏｔｐａｙ

ｐｍｐｅｒａｔｔｅｎｔｉｏｎｔｏｔｈislatteraspectofCompamtiveEducationasasodaIsdence，

otherpeoplewiIl・TheymaynotthencaIltheirworkComparativeEducation,butwiII

neverthelessworkoverourproperconcemswithoutbenefitofourinsights.’Thereis，

the『EfbrE,muchtobeleamedbythosenewboworkinginsucharenasifthemistakes

ofｔｈｅｐａｓｔａ尼ｎｏｔｔｏｂｅ『Eworkedorrepeated・ＢｙｗａｙｏｆｉｌＩｕ副ratio､，KonaiHeIu

ThamanもreseardlattheUnive尼ityoftheSouthPacifichasdonemuchtochaIIenge

theimpositjon（and淀quentfaiIu尼）ofwesteminspiredcumq』luminnovatjon

withinthePacific『E9ion・Forherlrepeatedand園pidaiddnvenchangeispartofthe

cumculumpmbIemthmughoutthe『Egion，ａｎｄｈｅｒｏｗｎｗｏｒｋａｒｇｕｅｓ，withstrong

Tbn9anconvicﾛon,ｆｂｒａｍｏ『Ecultu尼一sensibvemodeIofcurricuIumdeveIopmentfbr

theSouthPacricmlamanl993；1999）．

Atthehea代ofmanycomparativists'cntidsmsofintemationaIsurveys,IeaguetabIes

andextemalIygene『ateddeveIopmentpmjectsis,fi尼tIy,aheightenedawa『Enessof

thesignificanceofq｣I、尼andcontextinunde『言tandin9andpu『ちuingeducationaI

尼seaにhandeducationaldevelopment（Bmadfbotl993；CmssIeyl999）．

SecondIy，theo『EticaIIyinfb『medapprDachestocomparath/eandintemational

尼seaにhhaveIongemphasisedthedange尼oftheuncnticaIintemationaltransfErof

educationalpoIicyandp尼ctice（PhiIIips＆Ochs2003）．Ｈｅ尼Ｉcannot底istquoting

SirMichaeISadIerSnow伯mousGuildfbmlecturE（deliverBdwaybad<atthestartof

the20mcenbu『y）ｏｎｔｈｅｔｈｅｍｅ,Ｈｂｗ急ｒｃａｎｗｅﾉEamanyt力jhgofp石cbba/vaﾙ巳

加、幼estz｣りしof1bﾉ色jgnsyst巴msofedUCaUbﾉ7？SadleriswidelyIEgamedasoneｏｆ

ｔｈｅｆ℃undingfathe庵ofthefieldofcomparatjveeducatjon，andhisinfluenceIiveson

today・Ｉｎｌ９００ｈｅｗｒｏｔｅ：
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WecannotwanderatpIeasu肥ａｍｏｎｇtheeducationalsystemsoftheworI｡,like

achildstmIIingthmughagamen,ａｎｄｐｉｄ<offaflowerfmmonebushandsome

Ieavesfmmanother,ａｎｄthenexpectthatifwestickwhatwehavegatheIEdinto

thesoiIathome,weshaIIhavealMn9pIant…butifwehaveendeavoumed,ina

sympatheticspirit，ｔｏｕｎｄｅ庵tandthe『EalworkingofafbrEignsystemof

education,ｗｅｓｈａＩＩｉｎｈ｣mfindou尼elvesbetterabIetoenterintothespintand

traditionofourownnationaIeducation，ｍｏ尼sensith/etoitsunwnttenideals，

quid<ertocatchthesignswhichth尼atenitandthesubtlewolkingsofhu『tfUl

change（Sadlerl900：４９）．

Ｍｙｏｗｎ肥centwon〈（Cmssleyl999；Cmssley＆Watson2003）suggeststhatthe

dange庵ofuncriticalintemationaIt園､索rhaveintensifiedwiththeadventofmodem

technologies･Ｔｂday,fbrexampIe，newpoIicypmposaIsfbrmuIatediｎｏｎｅcontext

canbeinstantIytmnsf℃nEdacmssthegIobewhe尼theymayfindanimmediate（if

notappropriate）appIication（VUlliamy2004）．ComparatMsts,poIicy-make盾and

pmctitionerstodayaIsofBceapotentialavaIancheofinfbrmatｉｏｎ－ａｆａｒｃｒｙｆｍｍ

ＳａｄＩｅｒＳｅｍｗｈｅｎaccesstom尼ignpolicydoq』mentationandexpenencewasama]or

challengef℃rthoseworkjngincompamth/efleIds．Ｔ田nsガセｒｃａｎａＩｓｏｂｅｓｅｅｎｔｏ

ｏｐｅ冠teinotherinfluentialways，includingthemovementofideas，modeIsand

pnndpIesfmmonesectorof唯toanother-perhapsmostnotabIyincurmenttjmes，

fmmtheworldofbusinesstoeducation-bnngingwithitsimiIarpossibilitiesand
dilemmas．

Theｓｅａ尼,therEfb尼,exc辻ingandchaIlen9ingtimesfbrcompa圃tiveandintemational

尼sea『℃hinmanyfieIds・洞meswheninnovatⅣedeveIopmentsintheories，

methodologies,organisatjonsandsubstantWeissuesfbrinves価gationa『Ebeingmade

-andwhenthecontextuaIIysensitjveinsightsandpe庵pectivesofdisdpIinedand

cnticaIcompa圃廿veanalysishavemuchtoo碇rinwhathasbeencalledour,ｏｎｅｓにe

fitsaIIwond’（see,fbrexampIe,SmaIl2005）．

ApemsonaIengagement

IvlyowninteIEstincompa『ativeandintemational尼seaにｈｗａｓｓｔｉｍｕｌａｔｅｄｂｙｔｈ妃e

mainfacto庵．ｍｅｆｉＩちt,sha『Ｅｄｗｉｔｈｍｙｗ淀Anne,ｗａｓａｄｅｓｉ『Ｅｔｏｓｅｅｔｈｅｗｏｒｌｄａｎｄ
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botmveItothePacific・SecondIy,StonesofeducationinPapuaNewGuinea,boldby

fnendsthensn』dyin9withusattheUnⅣersityofLondon,playedapartininspinnga

fbcusfbrfUh』尼work･ThimdIy,pmcticalexperiencebeachin9inUKsecondaryschools

durin9thel970sgenemtedashDngpe庵onalcntiqueoftheimpactofchanging

educationaIpoIiciesonp虚ctisin9teache宿一andofthewaysinwhich尼sea『℃ｈ化seIf

toooften伯iIedtocaph｣『Ｅｔｈｅ『EaIitiesandpIacticaIimp1ica廿onsofteachingand

leamingatthattime．

SubsequentdoctoraI幅sea『℃h，unde吃ｋｅｎｉｎｔｈｅｅａｎｙｌ９８０ｓｆｍｍ山ａＴｍｂｅ

Ｕｎｉ/e庵ityinMeIboume，AustraIia，faciltatedthetIavelandfbq｣sseduponthe

bansf℃rofBritishschooI-basedq｣ITicuIumdeveIopmentst胴ategiestoPapuaNew

Guinea，Thefieldwon<componentlbrthis尼seaにｈｂｕｉＩｔｕｐｏｎｗｏｒｋｂｙｗｒ曲e盾ｓｕｃｈａｓ

垣cey（1970）ａｎｄＢｕ屯ess（1983）ａｎｄｉｎｄｕｄｅｄｏｎｅｏｆｔｈｅｆＷ言tin-depth，

quaIitatn/ecasesmdiesofasecondaryschoolengagedineducationalinnovationina

Iow-incomecountrycontext（Cmssleyl984）．

TheIocationfbrthefieldworkwasKaguaPmvindaIHighSchooIintheSouthem

HighlandsofPapuaNewGuinea･ＡｓｃａｎｂｅｓｅｅｎｆｍｍｔｈｅｆｂｌＩｏｗｉｎｇｍａｐ,Kaguais

locatedat5,000ｆｅｅｔａｂｏｖｅｓｅａｌｅｖｅｌｉｎａｖｅ『yisolatedpartofoneoftheIeast

travelledmountainran9esintheworId．

Thiswasaf℃ITnath/ｅｐｅｎｏｄｉｎｍａｎｙｗａｙｓ,sincetheSouthemHighlandswasfWちt

contactedbythewestemworldasIateasthel950s,ａｎｄｗｈｅｎｌｆＷ冒tarnvedthe尼

PapuaNewGuineahadonly尼centjygaineditsindependencefmmAustraliainl975・

Inl980KaguawasarEIaﾛveIynew，mralhighschooIwith280pupils,１１staffand

stmngcommunitylinks．

Rndingsfmmthis尼seaにｈ（somepmducedincollabo園tionwithanothervi副ting

尼seaにherandfriendbythenameofG『ahamVuIliamy）contributedtotheongoing

deveIopmentofq｣rricuIumpoIicyinthePapuaNewGuineaNatjonaIDepanmentof

Educatio、（CmssIey＆Vulliamyl986）Subsequentjythe尼ｃａｍｅａｎｉｎｖ化ationto

jointhestaffoftheUniVersityofPapuaNewGuinea（UPNG）（withaseconddesk

andmIeasaQ』mcuIumofficerlocatedwiminmeMinistryofEducation）．Thiswasto
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Iaunchanewpmg尼ｍｍｅｔｏ釦pporttheworkofbeachersinvoIveｄｉｎＱ』mculum

innovation、Ｈｅ尼ｗａｓａｄｉ尼ctbnd9ebetweentheministryandtheuniVensity．

Ｇｏｉｎｇｔｏｗｏｒｋｅａｄｌｄａｙｗａｓ,IshouIdadd,aIittIed症だ､ttothatinBristoIorTokyo，

Ｏｎｅｍｅｍｏ『ableoccasionthatmayillustIabetheimportanceofcontext,mequiIEda

visittosuperviseash』dentwon<in9withinhisschooIontheislandofManus-the

placewhe妃theanthmpoIogistMam9a『EtMeaddidmuchofherNewGuineaneldwork

（Meadl930）．Hereisamu9hitjnerary：

Ｐｂ『tﾊo蝿sby6oB岨、銭nhjH附g向Sと力ＤＣ↓Ｍａｎ鱈PrDwmmce

１．６．００amDepartPb『tMo尼sbybyjetamaftfbrRabauIinNewBnbain（bown

nowdesbUyedbyvoIcaniceruption）；

２．８．００amDepartRabaulfbrLo尼ngau,ManusIsIandbysb<-seaben

propeller-dnvenairｐａ代；

３．１２noonDepartLorEngaubownbyfbuFwheddnveLandroverover

unsealedmountainmadlbrjeb上yonsouthcoast；

４．２．３０pmDepartjeb上yinoutboaIdmoborboatbobypassinner尼efand

尼achnvg得esh｣aryheadingupboBundahiHighSdlool；

５．３．３０pm Boatgebsstud<goingupnarmwnverpassageduebo危Men

廿ees；

６．３．４５pm BeginwaIking/Wadingalongnverbank,kneedeepinmud,ｂｏ

尼achschooIbejbrEnph命11；

７．５．３０ｐｍＡｍｖｅａｔｔｈｅＨｉｇｈＳｃｈｏｏＩｂｏｂｅｗｅＩｌｇ尼ebed；

８．Ｅｖｅｎｉｎｇ Ｇｏｄｏｗｎｗ枕ｈｍａｂｒｉａ－『Ｅｕ｣ｍｍｐｏｎＩｙｐｏｓ劇bにfbIIowing尼covery1

TheinfluenceofmuchrEwamingwo､<undertakeninPapuaNewGuineaduriｎｇｔｈｉｓ

ｔｉｍｅｃａｎｂｅｓｅｅｎｉｎｄｉ碇rentwaysthmughoutmysubsequent尼sea『dTinBristoI．

IttookaninvitationfmmtheUnⅣe鱈ityofBristolfbrmetoappIyfbrapostinthe

thenSchooIofEducationinAprill990・AtthatpointintimetheSchoolofEducation

hadaIonganddistinguishedtraditionofteaching，rEseamchandconsultancyin

educationandinbemationaIdeveIopmentdatjngbacktothe1950s・Ｔｈｉｓｗａｓｌｅｄｂｙ
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RogerGa汀ettandwassupportedbystmnglinksｗｉｔｈＵ･1eOverseasDevelopment

Administratio、（nowtheDepar廿､entfbrlntemationaIDeveIopment,DFID），and

otherintemationaIagendessuchastheBritishCoundI、Thiswascomp1ementedbya

strongcomparath/eresear亡hprDfiIefbcussinguponasequenceofEuropeansh｣dies

di尼ctedbyPatriciaBmadfbotandsponso『EdbytheEconomicandSocialReseaにh

Council（ESRC）（seeBroadfbotetaI1993）．

Thesepa『aIlelbut尼Iatedintemationalandcompara廿vetradi廿onswithinthe

Unive盾itｙ『EflectedtheinteIlectualandpmf℃ssionaldi舵尼ncesanddMsionsthatthen

characterisedthebmaderfieIdofintemationalandcomparath/eeducaけon、Aswnters

suchasWilson（1994）haveargued，ｔｈｅ,intemational'traditjonhasmostoften

beenchaIacterisedbyapplied，poIicyrEIatedstudiescamedoutinlow-income

countnes；while,compaIativeeducation'hasatraditionmo『EdirEctIyassodatedwith

detached,theo尼ticalanah/sesofeducationinmo尼pmsperousindust､aIisedconbexts

suchasNorthAmeriＣａ，Ｅｕｍｐｅａｎｄ］apan．AIthoughthisdla『acterisationover

simplifiesaninevitabIymo尼compIexsituation,itdoesdmwattenﾛontoanumberof

significantpolansationsthathavehadamarkedimpactuponthehistoryand

developmertofthefieId・AnditistotheimpIicationsofsuchissuesthatlnowtum．

Bridgingcu他』殖Ｓａｒ１ｄ廿ad誼ons

IntheIi9htoftheabove，ＩｗｉｌｌｎｏｗｆｂｃｕｓｍｏｒＥｄｉ尼ctIyuponthenatu尼ofthe

bndgingofcuIturEsandtraditionsthesis-anduponitspotentialfbrthest『Engthening

ofcompa圃廿ve尼seaにhineducationandthesodaIsdences・Fir言th/,IwiIIsketchout

theorigins，natu尼ａｎｄｓｃｏｐｅｏｆｔｈｅｂｎｄｇｉｎｇ『ationaIe，ｗｉｔｈ『巳f℃尼ncetorEIated

oIganisationaldevelopmentｓｉｎｔｈｅＵＫａｎｄｂａｃｋｈｏｍｅｉｎＢｒｉｓｔｏｌ・SecondIy,Iwilltry

todemonsbatehowthistheo砲ticaIpositioninghasworkedoutinpIactice，ｉｎｔｈｅ

ｆｂ『moftwosequencesofrElated『EseaにｈprogrammesoThefl『言ｔｏｆｔｈｅｓｅｄ『ａｗｓ

ｕｐｏｎｍｙｃｏＩｌａｂｏｍｔｉｖｅｗｏｒｋｉｎｔｈｅａｒＥｎａｏｆ尼sea『℃handevaluationcapadty

st『EngtheningintheSouth、ThesecondisrElatedtocumulativestudiescamedout

bymembe盾ｏｆｍｙＥｄｕｃａｔｉｏｎｉｎＳｍａｌｌＳｔａｔｅｓＲｅsea『℃ｈＧｍｕｐ（ｓｅｅ
www・smalIstates・netfbrfUrmerdetails）．
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ＩｎｔｈｅＵＫ，１９９７sawthecmeationoftheBritishAssodationfbrlntemationaIand

ComparativeEducation（BAICE）．ThisIEsuItedfromtheamal9amationoftwo

fbrmersode廿esthatprEviousIyservedsepa『atecompara廿veandinbemationaI

constjtuendes（Watson2001；Suthenand，Watson＆CmssIey2006）．

OIganisationaIly,ｔｈｉｓ幅p尼sentedabridgingofthetwoacadaT1icandpmfessionai

cuIh｣尼sthata尼notedabove-thecompamtiveandtheintemationaI・Ａｓａｍｅｍｂｅｒ

ｏｆｔｈｅｆ℃undingNationalB〈ecutⅣｅＣｏｍｍｉｔｔｅｅｆ℃rBAICE，ｍｙｏｗｎｗｏｒｋｏｎ

,IEconceptuaIisingthefield′playedapartinartiq』Iatingthe冠tionalef℃rthenew

society（Cmssleyl999）．AtBristoIthisorganisatjonaIbndgingand園tionalewas

aIso『EnectedinthesubsequentIaunchinｇｏｆｏｕｒｃｕｒＴもntCLIOResear℃hCentrEfbr

lntemationaIandComparatiVeStudies（ICS）．

ＡｓｍａｙｎｏｗｂｅａｐｐａＩＥｎｔ,thebridgingofcuIbu尼sthesisp幅sentedhe尼ｈａｓｅｍｅＩｇｅｄ

ａｓｍｕｃｈｆｍｍｃｒｉｔｉｃａｌ『Enecnonupondir巴ctpmFessionaIpracuceinintematjonaI

deveIopment,ａｓｉｔｈａｓｆｍｍｐｅ『sonalengagementw忙ｈｔｈｅｄｉｖｅ尼etheo画caland

historicaIlitembu『Esthatinfb『ｍｃｏｍｐａ尼tﾊﾉeandintemationaIeducation、１ｔ尼aches

back,fbrexample,tomycombinedunive庵ityandIvIinistryofEducationexpenencein

PapuaNewGuinea，ａｎｄｔｏｍｏｒｅ尼centUnive盾ityofBristoIworkomEsea『℃hand

evaIuatjoncapacityinBelにe，KenyaandTanzaniaSimilarly，ｉｔｅｍｅ心esfmm

theo『Eticalsdlo1a庵hｉｐｏｎｔｈｅｎａｔｕＩＥａｎｄｆＵｔｕｍｅofcompaIath/eandintemationaI

尼seaにhcamedoutfbrthepositionin90fouｒｏｗｎＲｅｓｅａ1℃hCentr巳；andfbran

infIuentiaISpecial,MiIlennium'IssueofthejoumaICbmpaﾉatjVeEdt』にａｂｂｎ,ｅｄ化edwith

Peter］arvis，titledCbmpaﾉaガＶｅＥＵｔ画加、ノｂｒｔｈｅ２ＺｓｔＣＢｎｔｚ"γ（CmssIey2000；
CrossIey＆]arvis2000）．

Inthiswolkthecontempo届ryrEsu屯enceofthefieldwasacknowled9ed，butitwas

alsosu9gestedthatimprDved尼seaにhimpactandrEIevancefbrthe21stcenmry

demandedafUndamentalstmengtheningofIinkagesbetweenmanyofthecultu『Es

andtraditionsuponwhichtheheIdhasbeenbuiIt・Extendingthisinitjalanah/sishe『E，

itisarguedthat,despitetheomanisationalchanges『EflecbedinBAICEandlCS,much

cansmIIbe9ainedfmmamo尼effEctivebrid9ingacmsspamdigmaticanddiscipIina『ｙ

boundaries,andbetweentheoIEticalandappliedsmdies；ｐｏＩｉｃｙａｎｄｐ届ctice；ｍｉｃｍ，

macmandotherIeveIsofanaIysis；speciaIistandmainstr巳ａｍ尼sea『℃htraditions；
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smdiesofthepastandthoseofthep尼sent；thehumanitiesandthesodalsdences；
and肥searchintheNorthandtheSouth．

InmanywayssuchefYbrtscouIdheIｐｔｏａｄｄ尼ssthechallenges園isedaboutthe

impact,authontyandaccessibiIityofeducationalandsocialrEseamchthmughoutthe

1astdecade（see,fbrexampIe,GibbonsetaI1994；Harg尼avesl996；Hil1agel998；

TboIeyandDa『byl998；CmssIey＆Holmes2001）．Stmmquist（2005:108）has，

fbrexampIe，IEcentjyu⑲edcompamtiviststochaIIengegmwinggIobaIinequaIities，

enga9ein,colIectjveactjon，ａｎｄｓｐａｎｄｈ/e庵ecommunitieswithinandbetweenthe

no『thandsouth'・Indeed,ongoingworksu9geststhatthe『Ｅａ尼ａｇｍｗｉｎｇｎｕｍｂｅｒｏｆ

ｗａｙｓｉｎｗｈｉｃｈｔｈｅｂridgingthesiscanbeappliedtotheadvancementofcompa圃廿ve

andintemationaIr巳seaにhbothwithineduc誠jonandbeyond・ItistoexampIesofthis，

ｉｎｍｙｏｗｎｃｏｌｌａｂｏ『ativewo水,thatlnowtum．

1．ReseamhandevaIu甜oncapac忙yfbrintema箇onaIdeveIopment

Betweenl994and2006anumberofiinkedresearchandevaIuabonsbudieswe『e

carriedoutincoIIaborationwithcoI1eaguesinBnstol,Bath,BeIize,Kenya,Rwandaand

Tanzania，Thefi『言tsmdy（1994-1999）wasdesi9nedtodocumentthenaturEand

quaIityofteachingandIeaminginBeIにeanpnmaⅣschooIs-andtoheIpeA/aIuatethe

impact,ｉｎpractice,oftheDFIDhmdedBelizePrima『yEducationDeveIopmentPmject

（BPEDP）（Crossley＆Benne比1997）．Thesecondtwo-phasesh』dyconsisbedof

thefbrmath/eandsummatjveevaIuationoftheimpIementationofthePnmarySchooI

IvIana9ementPmject（PRISM），designedtot園inheadteache宿inIeade庵hipskiiIsin

Kenya（1996-2000）．ThiswascombinedwithaIEflecth/eandhistoricaIIys化uabed

analysis（2001-2005）ofthetheo『Eticalmundationsofthepmjectand化sassodated

尼sea『℃handevaIuationstrategies（Crossleyetal2005）．Thethimsh』dｙ（2000‐

2002）③<aminedtheimplicatjonsofglobalisationfbreducatjonandtrainingpoliciesin

RwandaandTanzania（T1klyetal2003）．

Ｆｍｍａ尼sea『℃ｈｐｅ尼pec廿vetheseinitiatn/escanbeseentobuildcumulatjveIyupon

eachother・ＷｈｉｌｅｅａｃｈｈａｄａｄＷｆ℃尼ntsubstantⅣefbcus,allwerEfi』ndedbyDFID

andallprioritisedimpmvedstakeho1derpartne庵hipsandprccessgoaIsdesignedto

contributetothestmengtheningof尼seard･1andevaIuationcapadtywithintheSouth．
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Fmmtheoutset,thiswasseentoindudewaysofimpmvingthecontextsensitiv忙y，

andcrDss-q｣IturaI尼searchskillsandexperlenceofaIIinvoIved-indudin9the

No『thempartne宿．ThekeyoIganisatjonaIpartnershipsestabIishedfbreachofthe

th尼esh』diesa『EiIlustmtedinthefbllowingChart：

1８

Thesub副antﾊﾉefindingsofeachspedficstudycanｂｅ尼adeIsewheだ,ｂｕｔｈｅ『Ｅｉｔｉｓ

ｍｏ『EpertinenttoexplorEhowtheycoIIectⅣelydemonstratedifW℃rEntdimensionsof

thebridgingthes贈ｉｎｐ冠cmce・Ｉｔｉｓｔｈｅ面ｂ『EthepmcessgoaIsandassodated

尼sea『℃hshategiesthatarもmostiIluminatjngfbrp尼sentpumoses・InalIth尼ecases

itcanbeseenthatthe尼seaにｈｗａｓｃａｍｅｄｏｕｔｂｙｉｎtematjonalteamsof幅seaにheIs

-emphasisin9Iong-te『mcoilabomtionbetweeno屯anisationsandpe『言onnelinboth

theNorthandtheSouth・Thishadtheadvantageofcombininginside盾familiarwith

thecuItu田IcontextsinvoIved，withoutside鱈whocanbnngfreshandchaIIenging

perspec面ves-ast園tegymuchcommendedintheintematjonaIlitemh｣尼（Spindler

＆SpindIerl982；Osbometal2003）．ＩｎｔｈｅＢｅｌにeanandKenyanstudiesemphasis

wasalsopIacedoninvoIvingp『actitione盾infbrmsofparticipalpryorac芯ｏｎ『Eseaにｈ
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andevaluation・ThisisconsistentwimDeIanty4s（1997）pmposalfbrsocialresearch

tobeconceptuaIisedas,discursivepractice‘,wherebypmbIemsa尼democraticaIIy

identified，definedandexamined・Ｉｎａ尼latedvein，Chambe盾，anadvocateof

participatory幅seaにhindevelopmentwon<，ｃａｌｌｓｆ℃ｒｔｈｅ尼seaにherSmletobe

transfbnT1edinsimi1arwayssothat：

Fmmplanning,issuingo『｡e庵,tmnsf℃rringtechnologyandsupervisin9,theyshWt

toconvenin9,伯cilitatin9,seaにhingfbrwhatpeopleneedandsupportingoFrom

beingteache尼theybecomefadIitato庵ofIeaming（Chambe盾1994：３４）．

Intheseth尼esmdiesbridgeswerethusbuiItbeMeentheNorthandtheSouth，

between尼sea『℃he庵，poIicymake盾ａｎｄｐ画ctitione盾，andbetweeninside尼ａｎｄ

outside尼．Inaddition，ａｌｌｔｈ尼ｅｓｈ｣diesweIEmuItidisdplinaryinnab｣尼，pmvided

尼sea『℃htrainin9thatbridgedpa『adigmaticboundaries，incomomtedmacmand

micmIevelsofanaIysisandlocabedcontemporarypolicycritiquewithinathomu9hb／

尼seaにhedhistoricalfiamework・Finally，andperhapsmostsignificantIy，eachof

thesestudiesusefUllyiIlustratethepossibiIitiesanddilemmasthata幅encounbeIEd

whenefYbrtsa尼madetoinvesけgatedeveIopmentissueswithincrEasedsensj廿vityto

whatAmoveandTOnEs（2003）calIthe,dialecticofthegIobaIandthelocaI'・Ｉｎｔｈｉｓ

尼spectwecanseehowtheseinitiatives，designedpartlytohelpstIEngthenIocaI

rEsea『℃handevaIuationcapacity，ａ尼firmIy9roundedinpe庵pecnvesthata尼

incrEasinglyIEgardedasthehallmarkofdiscipIined，contextsensitive，ｃｏｍｐamtive

andinbemationalrEseaにh、

TbdaytheinfluenceandpotentiaIofsuchcollabo『ativeappmachesto尼seaにharE

bein9explo『EdfUrtherinthecontextofanewDFIDfUndedResea『℃hPmgramme

Consortium（RPC）ｌｅｄｂｙＬｅｏｎＴｉｋｌｙ・Thisf℃cusesuponstudiesdesi9nedtoheIp

impmvethequaIityofeducationinIowincomecountries,andthemodeofope園tion

continuestofb『EgroundIong-te『ｍ，intemationalpartne盾hipsand尼sea１℃hcapacity

stmengthening（Cmssley2006）．TheRPCisthusanovertlycolIabomtiveinitjative

centrEdonpaltne盾hipsbetweentheUnive庵ityofBristol,theUnive盾忙yofBath,the

UnⅣe庵ｉｔｙｏｆＤａｒｅｓＳａｌａａｍ,Tanzania，theKigaIilnsmh』teofEducaけoninRwanda，

theUnive宿ityoftheCapeCoast，Ghana，andWitwate庵mndUnive尼iｔｙｉｎＳｏｕｔｈ
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Africa（RPC2005）．Thispointstoanexdtjngnewphaseofdevelopment尼sea『℃h
fbrallinvolved．

2．EducationaIdevEIopmentinsmaIIstates

Asecondsequenceofsh｣diesthathelpstoiIIustratethepotentialofthebridging

thesis，drawsattentiontotheUnive宿ityofBnstoIもEducatjoninSmallStates

ReseaにｈＧｍｕｐ，andtocumu1ath/eworkcarriedoutbyasuccessionofdocto面｜

砲sea『℃hstudentssincethegmoupwasfbundedinl994・TheonginsofthisinitjatⅣe

lieinBristoIparme尼hipsestabIishedwithBeIにeancolIeagues，ｗｎｈＳｔＵ』dan

rEsear℃he庵andwiththeCommonwealthSeqEtanatintheearlyl990s･Atthatpoint

intime,manyofthesmallstatesoftheCommonweaIth（廿IosewithIessthan１．５

miIlionpeople）ｗｅ尼inc尼asinglyconcemedaboutthedominanｃｅｏｆＩａＵｅ壷te

pe尼pectivesandprioritiesintheagendaspu鱈uedbyinfIuentialdeveIopment

age､des（B面ｙ＆Packerl993）．ＩｎＢｅＩ吃e,fbrexampIe,theirrluenceoftheWorld

Banksupported］omtienConfe尼ｎｃｅ－ａｎｄｉｔｓｐｍｍｏｔｉｏｎｏｆｂａｓｉｃｅｄｕcation-

IegitimisedtheBankも1990sinvesbnentintheBPEDP，Thiswasdespitethefactthat

manysmaIlstates，indudingBelにe，arguedthatprimaryeducationwasless

pmblematicfbrthem,ａndlessofaprlorityintheirowndeveIopmentpIannin9，The

politjcsofthedevelopmentpmcess，nevertheless，IinkedpmspectsfbrfinanciaI

supporttotheacceptanceofdominant,intemational'agendas．

Partofthe『ationaIefbrtheSmallStatesReseaにhGmupwastocontnbutetothe

stmengtheningof尼sea『℃hcapadtyinsuchconbexts，thmughpartne尼hipsand

colIabo『ationthatwouldimpmvetheirabiIitytoadvancelocaIlypemeivedpnontiesin

intematjonala尼､as・FOrthisa,bridging'ofworldviewswasessenbal．

AsDamePearIetteLouisy,afbundermemberoftherEsea『℃hgmupandcumentHead

ofStatefbrStLucia,hassinceaUued：

ltisnoteasytoavoidthedange盾ｏｆ,uncritjcaltransf℃rifonelacksthenational

orinstitutionalcapacitytoundertakethetypeof『Eseaにhorinvestjgaﾛveinquiry

necessaryto,q｣stomise'theexpenencesofothe盾，howevertriedandtested…

Ｉｔｈａｓｐｍｖｅｎｖｅｒｙｄ而cuItsometimestope庵uadedeveIopmentagenciesthat
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thecontextsandci『℃umstancesof釦b-SahamnAf補ｃａｏｒＬａｔｊｎＡｍｅｎｃａ，ｆｂｒ

ｅｘａｍｐＩｅ,donotnecessariIyapplytotheCanbbean『Egion（Louisy2001：435‐

436）．

Shegoesontosuggestthat：

Ｍｏ尼ｑ』n℃ｎｔｓｈ』diesintheeconomic,cuItu面I,sodalandpoIiticaIcontexbsand

historiesoftherEgion,ｃａＩＴｉｅｄｏｕｔｅｉｔｈｅｒｂｙｔｓｏｗｎｓｃｈｏ１a尼ａｎｄ尼sea『℃he胴sor

prefe画bIyincoIIabo『ationwithothe『sfmmoutsidetherEgion,wouIdaddtothe

dataavaiIablefWusebytheintemationaIcommun忙ｙ（Louisy2001：436）．

BybuiIdingupanetworkofsmalIstates'schoIa『sengagedineducation,theGSoEhas

workedha『dtosupportsuchinitjatives,ｔｏｇｅｎｅＩａｔｅｍｏ『EcriticaIpe尼pecuvesonthe

developmertpriontiesofsmaII創乙bes,andtocontributetoimpmvedqDss-cuIbu園I

unde盾tandinginthisa尼na．

Asequenceofthreedocto『alsmdiesoneducationinStU』ciaandtheOrganisationof

EastemCaribbeanStabes（OECS）ｂｙＬｏｕｉｓｙ（1993），ＨｏＩｍｅｓ（2001）ａｎｄ

Ｂｍｗｎ（2006）iIIustratethisweIlandshowhoweHbrtshaveinqEasingiybeen

madetoworkincolIaborationwithStLudanperちonneI，ａｎｄｔｏｅ<pIore尼sea『℃h

prioritjescoIlecth/dyidentifiedwithinthenatbnandwiderCaribbeanregion・Louisyも

ownresear℃hcombinedmacmandmicroleveIanah/sesandexaminedthepotential

fbrstron9erregionaIhighereducationpa『tne庵hipswKhintheCaribbean･She

continuesasanactivememberoftheResea『℃ｈＧｍｕｐｔｏｔｈｅｐ尼sentday,bridging

the尼searchｑ｣ltu『ＥｓｏｆＢｎｓｔｏｌａｎｄＳｔＵ｣cia，andfaciIitatin9continu忙y,fieldaccess

andcol1aborative尼lationshipsfbrbothKeｉｔｈＨｏＩｍｅｓａｎｄＬｙＩａＢｍｗｎ・Ｔｈｅｓｍｄｙ

ｃａｍｅｄｏｕｔｂｙＨｏＩｍｅｓｂｕｉｋｕｐonLouisylscallfbrmo幅effEdjveparmershipsandfbr

9『Eaterにgitimationoflocalfb『msofknowledge・Indoingsoheworkedindose

coIIaboIationwithIvIinisWofEducationpem5onneI,adoptedapostcoIoniaItheoI釦cal

fTamewon<,anddevelopedacritjcalanaIysisOftheinfluenceofwestemr巳seaIdland

deveIopmentpa冠digmsinStLudaandtheCaribbeanｏＴｂｄｔｅｈｉｓｏｗｎｗｏ『ｄｓＴｈｉｓ

面isesques廿onsabouthowknowledgefbreducationaIdeveIopmentispmducedand

whoseinte尼stsareseIved’（HoImesl999:１）．
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LylaBmwnも尼centh/compIetedworkextendstheexaminatjonofparme尼hip

processesintheOECS，againutjIisingacoIIaborativeframeworkthatgenerated

insiderpe盾pecUvesandsbDn9supportfromwithinStLucia，Inconsidering危cto尼

thathindertheefV℃ctn/enessofmanydevelopmentpartne盾hips，ｔhissmdybuilds

uponacritiqueofthewestempaceofchan9ethathasemergedfmmexperlencein

eachoftheth尼ecoIlabo『atⅣｅ尼sea『℃handevaIuatjonprOjectsdisq』ssedearlier

（seeCmssIey＆Watson2003:80-81）．Howeverjthetheo尼ticaIdimensionoftime

asaconceptandresourceindevelopmentco-ope胴ationisexpIoredhemein

considerabIedepth，ｉｎｗａｙｓｔｈａｔｈａｖｅｄｉ尼ctIEIevancefbrpolicy-makersstｒＭｎｇｔｏ

ｉｍｐｍｖｅｔｈｅｓｕｃｃｅｓｓｏｆｉｎｂｅｍａtjonalpartne庵hips、Furthercompa『atjVeand

intematjonal尼seaにｈｏｎｄｉｆY℃ringconceptlonsandusesofけmecouIdhavesi9nificant

implicationsfbrmtu尼development尼search,ａｎｄfbrthebrid9ingofculburesthesis

施seIf-and，Isuggest，応rmanyor9anisationsandindMdualsｗｈｏａ尼cunEntIy

experiendngthepoliticaIandpmfessionalIamiRcationsofmpidchan9einour

globalisingworId．

ConCIuSiOns

WhatisrEqui尼dis9enuinedialogueamon9partne庵whonotonIytalkbutaIso

Iistenandｈｅａｒ（Samo汗1998:２４）．

Incondudinghe尼itistemptingtoindude危rtoomanycompleD‘廿esandissuesfbr

comfbrtabIedi9esnon・IwiIItheIEf℃ＩＥｂｅｍｉｎｄｆＵＩｏｆｔｈｉｓａｎｄｔｒｙｂｅｂｏｔｈｃondseand

accessibIe・Indeed,IwouldaUuethatthisisinitselfanimportantcondusion-since

impmveddantyandaccessibilityisessentialifthefindin9sof幅seaにhinanyfieId

（compara廿veorotherwise）ａ尼tobridgethevanedcuItu尼sandtraditionsofthe

gmwingdive鱈ityofcontemporaⅣstakehoIde庵andaudiences・Andiftheglobal

democratisationpmcessistohaveanimpactwithinthesodalsciencesthemseIves．

DjaAOgUe

Thefi鱈ｔｏｆｍｙｔｈ尼econdudin9pointsistherEfbr巳thatimpmveddialo9ueiscentraI

totheconceptionofbridgin9thatisadvocatedhe幅．ＡｓＲｅｉｍｅ盾ａｎｄＭｃＧｉｎｎ

（1997）suggestintheirbook〃WbﾉmedDjaAogue：ｕｓ１ｈｇノ巴sea７ｄ７ｔＤｓ力ape

edt｣と万ｂｂｎｐｏ"とｙａｍｕｎｄｔｈｅｗａb(,because尼sea『℃h-basedknowIedgeisconstructed
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withinspedficvaIuefiameworks,ｐｏｌｉｃｙdedsiOnscannotbebasedsoleIyon尼sea『℃h‐

basedevidence、InsteadtheycaIlfbr，infbrmeddialogue’acrossculturaIand

pmfessionaIboundaries,sugges廿ngthat：

Reseaにhcanbringfreshairandnewperspectives,butithastobeincorporated

intoapmcessofcommunicationsothatitinfbrmsthemeaningsofthiscoI1ectn/e

constructionofeducatjonaIpmbIemsandoptions（Reime尼＆McGinnl997：

26）．

Theconsiderationofaltemaﾛvepolicyoptionstheyalsoargue：

…shouldtakeplacenotwithinthesimpIifiedenvimnmentoftheanaIystbutin

therEalworIdwhereconqEtepe『ちｏｎｓａｎｄｇｍｕｐｓｅｘｐ尼ssthesemuItiple

interests（Reimers＆McGinnl997:２７）．

This『EsonatesweIlwithGibbonsetaIも（1994）viewthatcontempo『arymodesof

knowledgepmductionarEinc妃asingIydlaractensedbythecoIlabo『ationofdi碇rEnt

stakehoIden5andbyaflowbackandfbrthbetweenthetheo尼ticaIandthep冠c葱cal・

Suchbridgingis，however，。而ｃｕＩｔｔｏａｃｈｉｅｖｅｉｎｐ『acticeasthevanoussmdies

consideＩＥｄｈｅ尼indicate,andasGinsbuUandGomstiaga（2001：196）emphasise

inrEportingthat：

…ourindividualandcollectiveeffｂ比stoachievedialoguebetween

theoristS/尼seaにhe庵andpolicymake『S/practitione庵arEnotlikeIytobeeasy，

Nevertheless，likethegoalofawondcharacterisedbypeace，hEedomand

jus廿Ce,thegoalofdiaIo9uebetweenandamongtheoristsand幅seaにhe尼ｏｎ

ｔｈｅｏｎｅｈａ､｡,andpolicy-make庵andpractitione庵,ontheother,ｉｓｏｎｅｆ℃rwhich

weshouIdstrug91e．

D派冒尼nCe

IvlysecondbmadcondusionemphasisesthatthebridgingofcuIbu尼sandtraditions

envisagedhe尼celebratesandvaIuesdiff℃砲nce-andappIiescompa冠tⅣe

pe宿pectjvesandpmcessestogene画tenewcreativity・Bakhtinもunderちtandingof

suchpmcessesishelpfUlinthis尼spectwhenhesuggeststhat：
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AmeaningonIyIEveals施sdepthsonceithasencounterEdandcomeintocontact

withanother,fbrEignmeaning…Weraisenewquesはｏｎｓｆｂｒａｆｂ尼igncuitu『E，

onesthatitdidnot『aiseitseIf；ｗｅｓｅｅａｎｓｗｅ尼toourquesﾛonsinit；andthe

fbrEignq｣ｈ』ぬ妃ｓｐｏｎｄｓｔｏｕｓｂｙＩＥｖｅａｌｉｎｇｔｏｕｓｔsnewaspectsandnew

semantiｃｄｅｐｍｓ…suchadiaIogicencounberoftwoo｣lturesdoesnot『Esultin

merpingormb<ing・Ｅａｃｈ尼tainsitsownunityandopentotality,ｂｕｔｔｈｅｙａ尼

mutuaIIyenriched（Bakhtinl986:７）．

InthisIight，ｗｈｉｌｅourbndgin9pmcessmayencouIa9eablumngofboundaries

betweenconsﾛtuendes,paradigmsandpemsonneI-thisdoesnotequateinanyway

toaninbeIlectualorpmfessionaIcompmmiseorbIandseamchfbrconsensus・Rather，

asarguedatlengthelsewhe肥（Cmssley＆Watson2003），itpnoritisesandvalues

theongoingcrBativityandonginalitythatthejuxtapositionofd症幅ntworIdviews

maygene『ａｔｅ－ａｓｗｅｌｌａｓａｎｉｍｐｍｖｅｄａｗａ尼nessoftheimplicationsofcultu尼Iand

contextualdWf℃尼nces．

Ｃｂｎｔ巴xt

FinalIy,mythi『dconclusion『己h｣mstothequestion『aisedattheoutset,ａｂｏｕｔｈｏｗｗｅ

ｍｉｇｈｔｂｅｓｔｌｅａｍｆｍｍｅｘｐｅnenceelsewhe尼．DmwinguponherIongand

distinguishedca尼erinChina,RuthHayhoe（2005）makesahelpfUIcontributjonby

appIyingtheworkofleadingChinesecompa『ativistGuMingyuan（2001）．Ｐｍｆ℃ssor

GuもwoIkalsocallsfbrimpmvedunde『言tandingsbetweencuItu尼sandacknowledges

,theIEmarkablecapadtyofConfi』cianculturEtoaccommodateotherｑ』Iburesand

abso巾someoftheirbestelementsintoitself’（Hayhoe2005：582）．Accomingto

Hayhoe,thisisnotthmughthesimpIecopyin90rbonDwingofideas,butthmugha

criticalIyinfbrTneddiaIecuc,sensitivetocuIb｣『alidentityandcontextuaId施肥nces、In

thislight，ｉｔｉｓａｒｇｕｅｄｈｅ幅ｔｈａｔｗｅｃａｎ，indeed，leammuchfmmexpenence

elsewheだ,buttociteStenhouse（1979:5-6）thisisbestdoneinwaysthathelpto

,tutorourjudgemenピー『Ecognisingthatcompa同bve尼seaにｈ,dealswithinsight

園ｔｈｅｒｔｈａｎＩａｗａｓａｂａｓｉｓｆｂｒｕｎｄｅＩ富tanding'・ＩｖＩｙｏｗｎｗｏｒｋＩ巳nectsthese

pe盾pectives，challengesuncnticalintemationalt『ansferandsuggeststhat,context

matte庵'ｍｏ尼thanisoftenrEalised，notonIybypolicy-make盾，ｂｕｔａＩｓｏｂｙｍａｎｙ
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尼seaにhe庵woIkin9ineducatjonandacmssthesocialsciences（CmssIey＆]arvis
2001）．

ｌｔｃａｎｂｅｓｅｅｎｈｏｗｓｅｎｓｉｔＭｔｙｔｏｏ｣lbu尼ａｎｄｃｏｎｔｅ<t，combinedwithstmong

coIlabo『ative尼seaにhtraditions,hashelpedtoshapeadistjnctⅣelyBristolapproach

tocomparativeandintemationaI尼seaにhineducation・Ｃｅnt『aItomuchofthiswork

arEinnovativｅａｐｐｍａｃｈｅｓｔｏ尼seaにｈｉｎｓｐｉＩＥｄｂｙｖａｒｉｏｕｓｆｂ汀､ｓｏｆｂｎｄｇｉｎ９ｉｎ

ｃｕＩｍ尼sandtraditions･Lookingtothefi』tu『E,itishopedthatthepeIちonaInana廿ve

thathascontributedtotodaylsprEsentation，wiII，ｆｂｒｅｘａｍｐＩｅ，ｂｅｓｅｅｎａｓａｎ

ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎｏｆｗａｙｓｉｎwhichongoinginnovationsinnanative尼searchintheGSoE

（T届har2006）alsoholdmuchpotentialfbrappIicationbycompa圃廿ｖｅ肥sea『℃he庵

worldwide．
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文化や伝統をつなぐ

教育における比較・国際的研究の現代的発展

マイケル・クロスリー

山崎智子（訳）

はじめに

本日の講演において、私は、比較・国際教育の学際的な領域における現代的発展のうち、

いくつかを特定化し、掘り下げるつもりである。そうすることで、私は、この領域の歴史や

発展に関する私自身の最近の著作、そして南太平洋、カリブ海、そしてアフリカにおいてこ

こ25年間行われてきた選りすぐりの研究について述べよう。

学問的な比較・国際研究は、徐々にグローバル化する時代においては特に、世界規模の教

育における政策や実践の改善と同様、理論や方法論の発展に多大に寄与することができると

議論されている。これが実現されるためには、一貫した支持に値する分野に対して挑戦し、

「再概念化」するという継続的な努力と、私がより効果的な「文化と伝統をつなぐこと（架

橋）」（Crossley,2000）として以前に特定化したものへの注目を高めることとが継続される

必要がある。この講演の核は、この「架橋」テーゼの様々な次元について深く検証すること、

そして、教育学と、さらには社会科学一般における比較・国際研究の将来を切り開くことに

努力している人々に見込みのある方法を指し示すことである。提示されている中心的な、そ

して見た目には単純な問い－そして最も幅広く聴衆の方たちにアピールすべき問レーは、い

かにわれわれは経験から良く学ぶかということである。

再活性化された領域

比較・国際研究は現在のところ社会科学、学芸（1heaIts）、そして人文科学において注目

を集めるようになっている。学問的な境界を超える経験を共有し、学際的な共同研究を奨励
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し、そして比較の方法におけるシステマティックなトレーニングを促進するための努力が払

われてきている。例えば法学の分野では、最近、比較研究をトレーニングの中に組み込むべ

きであると議論されてきており、また、以下のようにも議論されている。

国内法のトレーニングを受けるだけでは、物事をきちんと評価することはできない。外

を見ることによって、我々 は我々 自身の考え方について吟味したり、自分のミスから学

んだり、そしてより良くできるように奨励されたりするのである。qRauxloh2004:60）

この再活性化を支持するということは、地政的（geo-pclitical）関係、グローバリゼーショ

ンの強化、情報通信技術（ICT）の劇的な発展、そして社会科学を横断するパラダイム的な

発展を変化させることである。過去１０年の間、比較・国際教育の領域の再活性化は、特に

ダイナミックなものであった。これはまた、強力な研究志向や、香港、オックスフォード、

ノッティンガム、そしてブリストルを含む主要な大学における新しい比較研究のセンターの

創設によって特徴づけられる。これに対して、国内の比較・国際教育学会（sociay）の世界
規模での成長や、世界比較教育学会協議会（WOrldCouncilofCompamdveEducation

Sociedes：WCCES）の爆発的な拡大を付け加えることができる（Schweisfimhl999うBmy
2003）。後者の協議会は、３３もの国、地域、言語などを土台とした学会からの研究者や実

践家をその傘下に集め、フォーラムを形成している。このフォーラムを通じて、異なる集団

や個人は、「世界の様々 な地域出身の専門家による協働の場を作り出すことによって、比較

教育に対して、その時代の主要な教育問題について関心を払うようさせることができる」
（WCCES2005:l）。

この成長を反映して、2004年１０月にハバナで開かれたWCCＥＳとキューバの仲間たちが

主催した第１２回世界会議は、今までのところでは最大のものであった。このイベントのテ

ーマは「教育と社会的正義」で、ブリストルからの多くの代表団を含む68カ国1,000人が
集まった。これはカリブ海で開かれた最初のWCCES会議であり、また、スペイン語使用国

家で開かれた最初のものでもあった。最も意義深いのは、このイベントは国家元首であるカ

ストロ将軍によって個人的に援助されたことである。これは、会議に先立つミーティングに

キューバの地域社会を巻き込むようにデザインされたセミナーやワークショップの結果を通

じて、全国規模の討論を活気づけるのを助けた。教育における比較研究は、このように、キ

ューバの町、村、そして家の奥深くで、学者や政策立案者の世界を越えてなされている。

より広範な一般的社会にとって、教育における比較研究の現代的インパクトの最も明らか

なものはおそらく、学業成績の国家横断的な研究という形で、そして、それに関連するリー
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グテーブルの広範な影響のなかに姿を現している。例えば、1990年代の英国における公的

なデイベートの多くは、レイノルズとファレル侭eynoldsandFaITell）の研究である『分

離する世界？イングランドを含む学業成績に関する国際調査批評』(恥rﾉ｡s〃””Ａ

Ｒｅｗｅｗｑ/､〃”"α"o"αﾉｓ”vg)ﾉsq/,醒脚cα"o"αﾉＡＣ〃jeve碗e"r肋cﾉ脚鋤"ｇＥ》２９ﾉα"｡,1996）
の調査結果に焦点を当てていた。英国政府は、学校の成績に関する国際的なリーグテープル

における台湾やシンガポールといった環太平洋諸国の成績に焦点を当てた研究を援助した。

この本の著者たちは、英国はそのような文脈から導き出される教授や学習のためのより形式

主義的な、一斉授業アプローチから学ぶことが多くある、と示唆することで結論としている。

32カ国の15歳の能力について調査した、最近のＯＥＣＤ主導のPISA研究の結果は、政策立

案者、実践家、メディア、そして広く一般からの世界規模の注目を集めた（OECD2001,
2004）。

いささか矛盾するが、あまり広く認識されていないことは、このような様々な国家を横断

する成績研究に対して比較・国際研究の集団が最も批判的であるという事実である。例えば、

フィンランドのヘルシンキ大学の教育学の教授であるアンヌ・シモーラ値annuSimola）

は、最近出版したＣｏ”α、"vEEﾋｶｨ”"o"誌において、フィンランドのPISAの調査におけ

る好結果について批判している。この中で、彼女は、過度に形式的な教授学的な文化と実践

の限界について注意を喚起し、また、国際的な調査が、

本当に異なった国における学校教育を理解することを可能にするのか、あるいは、それ

らが本当に「国際的なスペクタル」や「相互の説明責任」の過程の一部分であるのか

（Simola2005:455）

と間うている。

ここでのキーポイントは、新しい研究者として、研究利用者や聴衆が、比較・国際研究に

対する関心の再活性化に貢献しているということである----新しい危険や落とし穴も出現し

てきている。国際的調査やリーグテーブルは魅力的である、しかし、それらは以下のマレー

シアの高等教育に関する引用が示しているように、まぎらわしく、損害を与え、政治的に微

妙なものでもある。

ランキングは随所に広がって、議論を誘発させる。『タイムズ』高等教育版の第２回世

界大学ランキングは、各国における議論を活気づけている。その反応は、野党の政治家

が、自国の大学の国際的に低い地位について政府を批判するためにそのランキングを使
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用したマレーシアにおいて特に活発であった。マレーシアの国会議員であり、野党

DAP（民主行動党）の大物でもあるリム・キット・シャン（LimKitSiang）が、ランキ

ングを「グローバルな暴風ｊと評した。マレーシア大学は、他のマレーシアの大学（マ

レーシア科学大学）が2004年に前年度の１１１位の後に200位から脱落したのと同時に、

89位から169位へと80位も順位を落とした。KitSiang氏は、王立委員会にその危機を

調べるよう要求した。（MaItinlnce,”esHig力鉱llNovember2005:３）。

ハロルド・ノアqHaIddNOah：1986）による比較教育の「使用と濫用」についての古典的

警告的なアドバイスは確かに、「現在われわれすべてが比較教育者である」と非常に容易に

推測される今日においては、最新の読者層とより広がった読者層の両方にとって価値あるも

のだ６学問や専門主義の間の不鮮明さの境界を見ることは、確かに良いことである。また、

比較・国際調査における新しい組織や個人的な関与について見ることも良いことだ６しかし、

これは卓越した伝統、広範囲な文献群、そして特有な洞察や視点がある領域である。その理

論的、応用された伝統や潜在能力を認識して、キング侭ing：1965:147）は、かつて、「も

し我々が、この社会科学としての国際教育の後者の側面に適正な注意を払わなければ、他の

人たちがそうするであろう。彼らは当時、彼らの仕事を比較教育とは言わなかったが、しか

し、やはり我々の洞察の利点なしに、我々の適正な関心事に手を加えるであろう」と警告し

た。それ故、過去の間違いが調整されるか、繰り返されることになっていないならば、その

ような領域で働いている新しい人々から学ぶことが多くある。実例によって、南太平洋大学

（UnivasiwcflheScudlPacihc）のコナイ・ヘル・ターマン（KonaiHeluThaman）の研究は、

太平洋地域における西洋に触発されたカリキュラム刷新の負担（そしてしばしばの失敗）に

ついて吟味することに大きく寄与した。彼女にとって、度重なる急速な変化は、地域を通し

たカリキュラム問題の一部であり、そして、彼女自身の研究は、強いトンガの信念をもち、

南太平洋のためにカリキュラム発展の文化により敏感なモデルに賛成するものであった

（Thamanl993;1999）。

国際調査についての多くの比較教育学者の批判の中心は、第一に、リーグテーブルと外部

的に発生する発展プロジェクトは、教育的な研究や教育的な発展を理解して、探究すること

における文化と文脈の重要性についての認識を高めたということである⑱roadfbotl993う

Crossleyl999）。第二に、比較・国際調査に対する理論的に形成されたアプローチは、長い

こと、無批判な教育政策や実践の国際的な移動の危険を強調してきた。ここで私は「いかに

我々は外国の教育制度から実践的な価値のあるものを学ぶことが出来るのか」というテーマ

に関する有名なマイケル・サドラー卿の（２０世紀の初めに行われた）ギルフォード講義を
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引用せずにはいられない。サドラーは、比較教育の分野の創始者のひとりと広く考えられて

おり、そして、彼の影響は今なお生き続けている。１９００年に彼は以下のように書いている。

我々は、庭を散歩し、茂みから花や数枚の葉っぱを摘んでくる子供のように、楽しみな

がら世界の教育制度をほつつき歩くわけにはいかない。自分ちの庭に持ち帰ったものを

挿し木することができたら、私たちはそれを生かすことができるだろう。しかし、我々

が、同‘情的な精神をもって、外国の教育システムの本当の仕事を理解するよう努力して

きたのであれば、次に我々は我々自身の国の教育の精神と伝統によりよく踏み込むこと

ができるのである。その文章化されていない理想により敏感に、それを脅かすものの前

兆と、それを傷つける変化の微妙な働きにより早く気付くようになる。

私自身の最近の研究（Crossleyl999；Crossley＆Watson2003）は、無批判な国際的な移

転の危険性が最新のテクノロジーの出現で強まったことを示唆している。たとえば今日、あ

るひとつの文脈において形成された新しい政策提案は、（もし適切でなければ）即座に適用

が出来そうなところであれば地球のどこででも、すぐに移転されることができる（Vulliamy

2004）。今日、比較教育学者、政策立案者と実践家は、また、潜在的な情報の雪崩に直面す

る。外国の政策文書と経験への接近が比較教育の分野で働いている人々にとって大きな挑戦

であったサドラーの時代からは隔世の感がある。移転はまた、思想、モデル、そして原則と

いったものが、生活のある領域から他の領域に動くということを含めて、その他の影響力あ

る方法で機能していることにも見られる。おそらく、現代で最も顕著なものは、ビジネス界

から教育への移転であるが、同様の可能性とディレンマを持ち込みながら。

したがって、多くの学問領域の比較・国際研究にとってエキサイティングでチャレンジン

グな時代である。調査のための理論、方法論、組織と実質的な問題の革新的な開発がなされ

ており、文脈に対して敏感な洞察と、学問的に体系化され、批判的な比較分析に基づく展望

が、我々 の「ひとつのサイズで、全ての世界に間に合います」（例えばSmall2005を見よ）

と呼ばれてきたものを十分提供する、そんな時代である。

個人的な取り組み

比較・国際研究に対する私自身の関心を刺激したのは、以下の三点である。第一は、世界

を見て、太平洋へ行ってみたいという願望である。これは、私の妻アンと共有されるもので

あった。第二に、その時ロンドン大学で共に学んでいた友人から聞いたパプアニューギニア

の教育の話は、その後の研究の焦点を示唆するという役割を果たした。第三に、1970年代
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を通じて、イギリスの中等教育学校で実際に教えていたという経験は、教育政策の変化がも

たらす現場の教員への影響に対する批判、そして、当時、教授学習の現実と実践的含意を把

握することにしばしば失敗していた研究そのものに対する個人的な強い批判を引き起こした。

1980年代始めに行われたオーストラリアのメルボルンのラ・トローブ（Lambe）大学に

おける博士論文のための研究は、旅行を容易にして、パプアニューギニアに英国流学校に基

礎をおくカリキュラム発展戦略の移転に焦点を当てたものである。この研究のためのフィー

ルドワーク構成要素は、レーシー（Iacey：1970）とバーガス（Bulgess：1983）のような書

き手による研究に基づいたものであり、低所得国家という文脈において教育革新に携わって

いる中等教育学校に関する最初の本格的な、かつ質的な事例研究を含んでいた（cmssley
l984）。

フィールドワークの場所は、パプアニューギニアの南部高地のカグワｑ<ag』a）公立高校

であった。地図でもわかるようにカグワは世界でもほとんど足を踏み入れられたことのない

山脈のうちのひとつの、非常に孤立した地域にあり、海抜5,000フィートに位置している。

ここ南部高地は、1950年代頃に西洋世界と初めて接触したため、その時期は様々 な意味

で形成期であった。また、私が最初にそこに到着したとき、パプアニューギニアは1975年

にオーストラリアから独立したばかりであった。1980年の時点で、カグワ校は280人の生

徒、１１人のスタッフと強いコミュニティーから成る、比較的新しい、地方の学校であった。

この研究からの調査結果（その一部は客員研究者であり友人であるグレアム・ヴァリアミ

ー（GrahamVulliamy）と共同のものである）は、パプアニューギニアの教育省（National

DepartmentofEducation）のカリキュラム政策の発展に貢献した（Crossley＆Vulliamy
l986）。その後、（文部省内のカリキュラム担当役人との二足のわらじで）パプアニューギ

ニア大学（UPNG）のスタッフに加わらないかとの誘いが来た。カリキュラム革新に関係す

る教員の研究を援助する新しい計画を開始することになっていた。ここには文部省と大学の

間の直接的な橋があったのである。

毎日仕事に行くことはブリストルまたは東京でのそれとは少し異なっていた、と私は付け

加えなければならない。文脈の重要性を例示するかもしれないひとつの忘れがたい出来事は、

働きながら学生を監督するためにニューギニアのマナス（Manus）島の学校訪問が要請され

たときのことであった。この島は、人類学者であるマーガレット・ミード（Margaret
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Mead）が数多くのフィールドワークをした場所でもある（Meadl930）。ラフな行程は、以

下の通り：

ポート・モレスピーからブンダヒ高校へ（マナス地区）

朝６時

ポート・モレスビーを飛行機で出発し、ニュー・ブリテンのラバウル（現在では
火山によって壊滅された町）に到着

朝８時

ラバウルを出発、マナス島ローレンガウに客席６席のプロペラ飛行機で向かう。
正午

ローレンガウを四駆のランドローバーに乗って出発ｂ舗装されていない山道を

走って南側海岸の桟橋に向かう。

午後２時半

桟橋を小型モーターボートで出発し、岩礁を抜けて、ブンダヒ高校へと続く川
の河口へと向かう。

午後３時半

倒木のためボートでそれ以上先に進めないことがわかる。

午後３時45分

ボートをあきらめ、膝まで泥につかりつつ、川岸に沿って歩き始める。日没前
に学校に到着するためだｂ

午後５時半高校に到着、歓迎を受ける。

夕方マラリアで寝込む。回復しなければ帰れないｂ

この間にパプアニューギニアで行った非常に得るところが多かったこの研究の影響は、そ

れ以降のプリストルでの私の研究を通して、様々な方法で見て取れる。

１９９０年４月に教育学部（当時）のポストに応募するよう、ブリストル大学から誘われた。

その当時、（ブリストル大学の）教育学部には、1950年代にまで遡る教育と国際的発展に

関する教育、研究、そしてコンサルティングといったものに関する、長く、卓越した伝統が

あった。これはロジャー・ギャレット（RogerGarTett）によって導かれたものであり、海外

発展行政部（OverseasDevelopmentAdministration：現在の国際開発省、つまりＤＦＤと

その他の国際的機関（例えばブリティッシュ・カウンシル）との強いつながりによって支え

られていた。これは、ブロードフット（PatriciaBroadfbot）が統括し、ＥSRCによって財政

的に支援された一連のヨーロッパ研究に焦点を当てた強力な比較研究の分析によって補完さ

れた（Broadfbotほか'993を見よ）。

ブリストル大学の中でのこういった平行しているが関連した国際・比較（研究）の伝統は、

その当時の国際・比較教育のより幅広い分野の特徴を描写した、知的で専門的な差異と境界

を反映したものであった。ウィルソン（Wilson:1994）が論じたように、「国際的な」伝統

は、低所得の国において行われている、応用された政策関連研究によって最もしばしば特徴

づけられる。それに対して、「比較教育」には、より繁栄している工業化された文脈（例え
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ぱ北アメリカ、ヨーロッパと日本）において、客観的、理論的な教育の分析に関連するより

直接的な伝統がある。この特徴描写は複雑な状況を単純化し過ぎている嫌いはあるものの、

このフィールドの歴史と発展へのきわだった影響を持ったいくつかの重要な分極化に注意を

促す。そしてそれこそ、これから私が述べる問題の含意である。

文化や伝統をつなぐ

上記に照らして、ここからは、より直接的に文化と伝統の架橋テーゼの本質に、そして、

教育と社会科学の比較研究を強化するその潜在能力に集中することにしよう。第一に、英国

とブリストルにおける関連した組織の発展に言及しつつ、私は架橋の原理の起源、性質と範

囲を描く。第二に、関連した二つの研究プログラムで、この理論上の位置決めがどのように

実際にはうまくいったかを示す。第一のものに関しては、研究の領域の私自身の共同の仕事

と南側で高まってきた評価能力を利用する。第二のものは、私が主催する小国における教育

研究グループ（EducationinSmallStatesResearchGmup：詳しくはwww､smallstatesnetを見

よ）のメンバーによって行われた累積的な研究に関連しているものである。

英国では、1997年に国際・比較教育英国学会（theBritishAssociationfbrIntemationaland

ComparativeEducalion：BAICE）が創設された。これは、以前別々 であった比較・国際教

育の二つの学会の合併により生まれたものであった(Watson2001；Sutherland,Watson＆

Crossley2006)。組織的には、これは二つのアカデミックかつ専門的な文化（比較と国際）

の架橋を意味していた。BAICEのための全国理事会価ationalExecutiveCommittee）創立

のメンバーとして、「領域を再概念化する」ことに関する私自身の研究は、新しい社会のた

めに原理を明瞭に表現することで役割を果たした（Cmssleyl999）。この組織の橋渡しと理

由づけは、その後、ブリストル大学CLIOResearchCentrefbrlntemationalandCompamtlve

Studies(ICS)が創設された際にも反映された。

今は明らかかもしれないが、ここで提案されている文化の架橋という命題は、比較・国際

的研究の専門的実践を直接批判的に反省するところから生じている。ちょうど比較・国際教

育研究を形成する多様な歴史的かつ理論的論文を書くという個人の活動から生じているよう

に。例えばそれは、私の大学とパプアニューギニアの文部省での組み合わされた経験まで、

そしてまた、より最近ではベリーズ、ケニヤとタンザニアの研究と評価能力に関するブリス

トル大学の研究にまで遡る。同様に、それは我々自身の研究所の位置づけのために、また、

ピーター・ジヤーヴイス⑲eterJarvis）とともに編集した『２１世紀のための比較教育』

（Cb'"pvJm"だEﾋｵb'αz""/br肋e2ﾉ"α"伽りﾉ）というタイトルの『比較教育』（CbP71pammｨ９
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E上かamibw）誌の影響力ある「ミレニアム」特別号のために敢行された比較・国際調査の本質

と未来に関する理論的探究から生じている(Crossley200qCrossley＆Jarvis2000）

この仕事において、そのような領域の現代的復活は認められたが、２１世紀のための改善

された研究の衝撃と適切さは、この分野がその上に打ち立てられてきた多くの文化と伝統の

間の根本的な強いつながりを要求したということもまた示唆していた。この主要な分析を拡

大すると、それが、BAICEとICSに反映される組織上の変化にもかかわらず、多くは、パ

ラダイム的学問的境界を横切り、理論的研究と応用研究、政策と実践、ミクロ、マクロ、そ

して他のレベルの分析、特別な専門家と主流の研究の伝統、過去の研究と現在の研究、人文

科学と社会科学、そして北と南における研究といったものの間のより効果的な架橋によって

いまだ多くのものを得られることができると主張できる。

様々な点で、そのような努力は、ここ１０年を通して教育的・社会的研究の影響、権限と

アクセスしやすさに対する挑戦について明確に表明する助けとなった（例えばGibbonsetal

l994;HaIgreavesl996；Hillagel998;TooleyandDarbyl998；Crossley＆Holmes2001を見

よ）。例えば、ストロムキスト（Stromquist：２００５：108）はより大きくなってきている世界

的な不平等に疑問を呈して、比較教育学者に「南北の中の、そして、南北の間の集団的な行

動と多様な範囲のコミュニティーの拡大」に従事するよう訴えている。実際、進行中の仕事

は、架橋という命題が教育の範囲内で、そして、教育を越えて比較・国際研究の進歩に適用

できる多くの方法があることを示唆している。これを例示するために、次に私自身の共同研

究について述べよう。

1．国際的発展のための研究と評価の能力

1994～2006年に、いくつか関連し合った調査と評価研究が、ブリストル、バース、ベリー

ズ、ケニヤ、ルワンダとタンザニアの仲間と協力して行われた。最初の研究（1994～１９９９

年）は、ベリーズの小学校で教育と学習の性質と質を報告するように、そして実際には

DFmの資金を供給されたベリーズ初等教育開発プロジェクト（BelizePrimaryEducation

DevelopmentPrQject：BPEDP）において、その影響を評価するのを手助けするように設計

されていた(Crossley＆Bennettl997)。第二の、二段階から構成された研究（1996～2000年）

は、ケニヤの校長のリーダーシップスキルの訓練をするという初等教育管理プロジェクト

（PrimaIySchoolManagementPrQject：PRISM）の実施の形式的な評価と累積的な評価から

成りたつものであった。これは、そのプロジェクトの理論的基礎の分析とそれに連なる研究

と評価戦略の、反省的で歴史的な分析（2001～2005年）と組み合わされた（Cmssleyetal
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2005）。第三の研究（2000～2002年）は、ルワンダとタンザニアにおける教育とトレーニン

グ政策へのグローバリゼーションの意味について検討したものである（mdyetal2003）。

研究上の見通しから、これらのイニシアティブは、互いに累積的に打ち立てられていると

見ることができる。各々の実質的な焦点は異なっているが、これら全てはDFmによって資

金の供給を受け、そして、全ての優先させられた改善されたステークホルダーのパートナー

シップやプロセス・ゴールが南側における調査や評価能力を高めることに貢献するようデザ

インされていた。初めから、これは文脈に対する感受性を向上させる方法、そして、参加者

全ての文化横断的な調査のスキルや経験一北側の協力者も含めて－を含んでいた。三つ

の研究それぞれのために確立される鍵となる組織のパートナーシップは、以下のチャートの

ように例示される。

研究と評価能力パートナーシップ:199M宮2006

プロジェクト

l・ベリーズ初等教育発展プロジェクト

(l99kH999）

2．ケニヤ初等学校管理プロジェクト

(1996-2000＆20012005）

3.ルワンダとタンザニアにおけるグロー

バリゼーションと発展のためのスキル

(2000b2002）

主要なパートナー機関

プリストル大学

ベリーズ文部省

ベリーズ師範学校

ベリーズ大学

全国カリキュラム開発ユニット

地区教育行政当局

参加学校

ブリストル大学

ケニヤ教育科学技術省

ケニヤッタ大学

英国教師センター

参加学校

その他民間調査機関およびコンサルタント

ブリストル大学

バース大学

ダルエスサラーム大学

キガリ教育研究所（ルワンダ）

すべてのプロジェクトは英国国際開発省（DFm）による資金と後援を得ている

これらの研究の実質的な調査結果については他で読むことができる、しかし、ここでは、そ

れらが如何に実践において架橋というテーゼの異なった範囲をひとまとめに論証しているの

かについて探るほうがより適当であろう。したがってそれ故、最も現在の目的を啓発するの

は、プロセス・ゴールと、協働の調査戦略なのである。三つのケース全てにおいて、調査は、

4０



B"ﾋｶg加ｇａ伽花sα”恥脚”o応

北側と南側の双方における組織と個人の間の長期間の協力を強調するような国際的な調査者

のチームによって行われたことがわかる。これには、斬新で挑戦的な視点を持ってくること

ができる部外者と、関係する文化的な文脈に精通している内部者を結びつけるという長所一

一国際的な論文で非常に賞賛される戦略一一があった（Spindler＆Spindlerl982;OSbomet

al2003）。ベリーズとケニヤの研究においては、参加型あるいはアクションリサーチや評価

という形で、実践家を巻き込むことに力点が置かれていた。これは、社会調査を「言説的実

践」として概念化するというデランテイ（Delanty：1997）の提案と一致している。それに

より、問題は民主的に明らかにされ、定義され、検討される。関連した傾向において、発展

作業における個人参加方式研究の主唱者であるチェンバース（Chambers）は、それに類似

した方向で変わる研究者の役割を要求する。それは、

計画し、命令を発し、テクノロジーを移植し、監督することから、人々が求めているも

のや援助を集め、促進し、探し出すことにシフトする。教師から学習のファシリテータ

ーとなるのである（Chambersl994:34）

これらの三つの研究において、架橋はこのように、北側と南側の問で、研究者、政策立案

者と実践家の間で、そして、内部者と部外者の間でつくられた。さらには、全三つの研究は

系列的な境界をつなぎ、マクロ・ミクロレベルの分析を取り入れ、綿密に調査された歴史的

なフレームワークを用いて現代の政策の批判を位置づける調査のためのトレーニングを供給

する、学際的な性質のものである。最後に、そして最も重要なことに、これらそれぞれの研

究は、努力が、アーノーブとトーレス（AmoveandToITEs：2003）が「グローバルとナショ

ナルの弁証法」と呼んだ、増大する感受性とともに発展の問題を調査するために努力が払わ

れた場合に出くわす可能性とジレンマを、描き出す。これは極めて役に立つ。この点で、

我々は、部分的には、地域研究と評価能力を高めるのを助けるようにできているこれらのイ

ニシアティブが、どのように、ますます、学問的に、文脈に関して繊細で、比較・国際的な

研究の特質と考えられている展望にしっかりと基づいているか見ることができる。

今日、研究へのそのような集団的アプローチの影響と可能性は、レオン・ティクリー

（LeonTikly）が主導するＤＦＤの資金援助を受けた新しい研究プログラムコンソーティウム

（ResearchPTogrammeConsortium：RPC）の文脈において、さらに探られている。これは

低所得の国で教育の質を改善するのを助けるような研究に集中しており、オペレーションの

様式は、長期の、国際的なパートナーシップと調査能力の強化を前面に押し出している。

RPCは、このように、ブリストル大学、バース大学、タンザニアのダルエスサラーム大学、

ルワンダのキガリ教育研究所、ガーナのケープコースト大学、そして南アフリカのヴイトヴ
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アーテルスラン卜大学間の協力関係に集中する、明らかに協力的なイニシアティブである

(RPC2005）。これは、関係する全ての発展研究の刺激的な新しい段階を指している。

2.小国における教育の発展

架橋というテーゼの潜在能力を明らかにする手助けとなる研究の第二の結果は、架橋の可

能性を描き出させ、ブリストル大学小国における教育研究グループ（UniversityofBristol，s

EducationinSmallStatesResearchGroup）とそれを引き継いだ1994年からの博士課程の学

生たちによる累積的な業績への注目を喚起した。ブリストル大学のパートナーシップを基礎

とするこのイニシアティブの起源は、1990年の初めにベリーズの同僚、セントルチアの研

究者、そしてコモンウェルスの事務局とともに創設された。この時点では、コモンウェルス

内の小国（人口150万人未満）の多くは、有力な発展エージェンシーによって続行される課

題について、大きな国家の視点とプライオリティ－の優位についてますます懸念を抱いてい

た（Bray＆Packerl993）。ベリーズでは、たとえば、世界銀行がジヨムテイエン

（Jomtien）会議を支援したこと一－そして基礎教育を推進したこと－の影響は、ＢＰｍＰ

における世界銀行の1990年代の調査を正統化した。これは、ベリーズを含む多くの小国が

初等教育をそれほど問題だと見なしていないこと、そして彼らの発展計画の中でそれほど重

要な位置を占めていないという事実を軽視している。にもかかわらず、発展プロセスの政治

は支配的な「国際的」課題の承認に、財政援助の見通しをつけた。

国際的なアリーナにおいて、地元で認められたプライオリテイーを押し進める彼らの能力

を向上させる協力と協同を通して、小国研究グループ（SmallStatesResearchGToup）の理

論的根拠の一部は、そのような文脈で研究能力を強化することに貢献することになっていた。

このために、世界観の「架橋」は、欠かせないものであった。

調査グループの創設メンバーであり現在のセント・ルチア（StLucia）の国家元首である

パーレット・ルイジー（PeaI1etteLouisy）夫人がその後以下のように論じた

もし研究あるいは調査研究のタイプを、他者の経験に合わせて「変更する」のに必要な

国家的あるいは組織的な能力を持たないならば、「無批判な移転」の危険性を避けるこ

とは容易ではない。しかしながら、試みられたし、テストもされた。サハラ以南のアフ

リカまたはラテンアメリカの文脈と状況が、たとえば、カリブ海の地域に必ずしもあて

はまるというわけではないと発展エージェンシーを説き伏せることは、時々非常に難し

いとわかった（Louisy2001：435-436）。
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彼女は、以下のように示唆し続ける：

自分たちの学者と研究者による、または、より望ましいのはその地域の外からの他者と

の協働によってもたらされる、その地域の経済的、文化的、社会的・政治的文脈や歴史

に関する最近の研究は、国際社会によって使用されることが可能なデータを追加する。

（Louisy2001：436）。

教育に従事している小国の学者ネットワークを構築することによって、ＧＳＣＥはそのよう

なイニシアティブを支持し、小国の発展の優先順位についてのより重要な見通しを提出し、

この領域で改善された異文化間の理解に貢献するよう、まじめに取り組んできている。

ルイジー（Loui可：1993）、ホームズ（HoImes：2001）、およびブラウン（Bmwn：2006）

による、セント・ルチアと東部カリブ海諸国組織（theOrganisationofEastemCaIibbean

States：OECS）での教育に関する三つの一連の博士論文はこれをよく検討しており、どれ

ほどの努力がより一層、セント・ルチアの人々と協力して働いて、国家とより広いカリブ海

の地域の中で集団で確認される研究の優先順位を探っていったかについて明らかにしている。

ルイジーの研究は、マクロとマイクロレベルの分析を結合して、カリブ海におけるより強い

地方の高等教育パートナーシップの可能性について検討した。今日のリサーチグループの活

動的メンバーとして、彼女は、ブリストルとルチアの研究文化をつなぎ、連続性、フィール

ドアクセス、そしてキース・ホームズ（KeithHolmes）とライラ・ブラウンLylaBrown）

との協力関係を促進し続けている。ホームズによる研究は、より効果的な協力、そして、地

域での知識形成の一層の合法化を求めるルイジーの呼びかけに基づいたものであった。そう

する際に、彼は文部省職員と協力して、ポスト植民地主義の理論的フレームワークを採用し

て、ルチアとカリブ海で西洋の研究開発パラダイムの影響の批評的な分析法を開発した。彼

自身の言葉を用いると、「これは、教育的な発展のための知識がどのように生産されるか、

そして、誰の利益に奉仕しているのかという問いを生む」のである（Holmesl999:l）。

ブラウンの最近の研究は、再度セントルチア内から内部者の視点と強い支持を集めた協働

の枠組みを利用しながら、OECSでのパートナーシップ・プロセスの調査まで検討対象を拡

大している。多くの発展パートナーシップの効果を阻害する要因を考慮する際に、この研究

は以前に議論された三つの共同の研究と評価プロジェクトの各々の経験から出てきた西洋の

ペースでの変化に対する批判に基づいている（Crossley＆Watson2003:8081を見よ）。し

かしながら、発展についての協働における概念と資源としての時間という理論的次元は、国
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際的パートナーシップの成功度を高めるためにがんばっている政策立案者にとって直接的な

適切さを持っているという方法で、かなり根源的に明らかにされた。さらに、種々の概念や

時間の使い方に関する比較・国際的な研究には、将来の発展研究のための、そして、文化の

架橋というテーゼ自体のための重要な含蓄がある。そして、思うに、現在グローバル化する

世界において急速な変化の政治的・専門的な分岐を経験している多くの組織と個人のための

重要な含意がそこにはあるのである。

結論

必要とされていることは、ただ単に話すだけでなく、聴き、そして聞きもするパートナ

ーの間の本物の対話である（Samofrl998：24）。

快適な消化のために、結論において、あまりにも多くの複雑性と問題を含まないようにす

ることは魅惑的である。したがって、これを心にとめ、簡潔で分かりやすいものにするよう

試みることにする。私はこれが本来重要な結論であると主張したい。なぜならば、いかなる

分野（比較であってもそうでなくても）の研究の調査結果が、現代のステークホルダーと観

衆の増大する多様性の様々な文化と伝統をつなぐようなものであるのならば、そして、世界

的な民主化の過程が社会科学自体の範囲内で影響を与えるようなものであるのならば、改善

された明快さとアクセスしやすさは重要であるからである。

対話

したがって、私の三つの関連する点で最初のものは、改善された対話がここで主唱される

架橋という概念の中心であるということである。レイマーズとマッギン侭eimersand

McGinn：1997）の著書である『インフオームド・ダイアローグー世界の教育政策を形成す

るために調査を利用する』（ﾉWb”ｅｄＤｍﾉog7‘e:"s加gだ"α'℃hrosﾉ'qpeezjh‘α､o"poﾉｋＩｙ

ａｍＩ"zZﾉ油ewo棚において示されているように、研究に基づく知識が特定の価値枠組みの

範囲内で創られるため、政策決定は単に研究に基づく証拠だけには基づき得ない。その代わ

りに、彼らは文化的・専門的境界を越えて「情報に基づいた対話」を要求する。そして、以

下のように提案する。

研究は、新鮮な空気と新しい展望を持ってくることができる、しかし、教育的な問題と

オプションの、この総体的な構築の意味について知らせるためには、コミュニケーショ

ンの過程を取り込まなければならない（Reimers＆McGinnl997:26）
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彼らも論じているが、代替の政策オプションの思索は、

アナリストによって簡略化された環境の範囲内においてではなく、具体的な人とグルー

プがこれらの複数の利益を表す現実の世界で起こらなければならない侭eimers＆

McGinnl997:27）。

これは、知識生産の現代の様式が一層多様なステークホルダーの協同によって、そして、

理論的であるものと実践的なものの間で行き交う流れによって特徴づけられるというギボン

ズ他（Gibbomsetal.:1994）の見方に非常に共鳴するものである。しかし、そのような架橋は、

本講演で考察してきたいろいろな研究が示すように、そして、ギンスバーグとゴロステイア

ーガ（GinsburgandGorostiaga：2001:1％）が以下のようにその報告で強調しているように、

実践において達成することは困難である。

理論家・研究者と政策立案者・実践家の間で対話を成し遂げる我々の個々の、そして集

団的な努力は、容易なものではない。それでも、平和、自由と正義といった世界的に受

け入れられているゴールのように、一方では理論家と研究者、他方では政策立案者や実

践家の間での対話というゴールは我々が奮闘すべきものの一つである。

差異

第二の大きな結論は、ここで構想される文化と伝統の架橋が差異を賛美し評価する、そし

て新しい創造力を生み出すために、比較の視点と過程を適用すると強調するものである。そ

のような過程についてのバフチン（Bakhtin）の理解はこの点で役に立つ。彼は以下のよう

に提案している。

あるひとつの意味は、もう一つの意味、見知らぬ意味に遭遇して、接触するようになる

や否や、その深さをあらわにする。我々は、見知らぬ文化についての新たな疑問を持つ。

それはそれ自身では生じてこなかったものだもそして我々は我々の疑問に対する答えを

その中に見いだす。そして見知らぬ文化は、その新しい側面や、新しい意味論的な深さ

を露わにすることによって応答する。そのような二つの文化の対話的遭遇は、合体とか

混合の結果ではない。それぞれはそれ自身の統一性を維持しており、完全に開いている。

しかし、それらは相互に豊かになるのである（Bakhtinl986:7）。

このような意味では、我々の架橋プロセスは、選挙民、パラダイム、人事といった間にあ

る境界線を暖昧にすることを奨励するかも知れないが、コンセンサスを求めるための知的．
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専門的な妥協や手当りしだいの調査というものとは一切同じものではない。むしろ、詳細に

他で論じたように（Crossley＆Watson：2003）、それは、ちょうど文化的・文脈的差異の

意味についてさらに改善された認識と同様に、異なる世界観の並置を生み出すような現在進

行中の創造性と独創性に優先順位をつけ価値をおくものである。

文脈

最後に、私の三つめの結論は、我々が他所の経験から如何に最もよく学ぶかという方法に

ついての、初めの問題に戻る。中国での長期にわたる自らの第一線で活躍しているというキ

ャリアに依拠し、ヘイホー（RuthHayhoe：2005）は、中国の指導的比較（教育）学者であ

るグ・ミンギヨァン（GuMingyuan：2001）の研究を適用することで、役に立つ貢献をして

いる。グ教授の研究もまた文化の間の改善された理解と、「他の文化を取り入れて、それら

の最善の要素のいくつかを吸収する儒教文化の顕著な能力」を認めることを要求するもので

あるqIayhoe2005：582）。ヘイホーによると、これはアイデアの単純なコピーまたは借り

入れを通じてではなく、文化的なアイデンティティーと文脈的差異に敏感な、批判的に情報

を与えられた弁証法を通じてであった。そうならば、我々は本当に、他所の経験からの多く

を学ぶことができると主張することができる。しかし、ステンハウス（Stenhouse：1979:5‐

6）を引用すると、このことは、比較研究が「理解の根拠として、法よりむしろ洞察を扱

う」ことを認識しながら、「我々の判断を導く」ことを助ける方法をとるとき、最もよくな

されるのだｂ私自身の研究は、これらの観点を反映し、無批判な国際的な移転に疑問を呈し、

そして「文脈の問題」が、政策立案者によってだけではなく、教育において、また社会科学

を横断して働いている多くの研究者によってしばしば十二分に理解されるべきことを示唆す

るものである（Crossley＆Jarvis：2001）。

強い協働の研究伝統に結合された文化と文脈への敏感さが、如何にしてブリストル大学の

教育分野での比較・国際研究のアプローチの形成を助けてきたのかということを見ることが

できる。この多くの仕事の中心は、文化と伝統における架橋の様々な形に影響を受ける研究

の革新的なアプローチである。将来に目を向けて、今日のプレゼンテーションで取り上げた

ような個人のナラテイブーー例えば、ＧＳＣＥ（Trahar2006）のナラテイブ研究において進行

中の革新の方法の指摘に見られるような－もまた、世界中の比較研究者による適用に向け

多大なる可能性を持つことが望まれる。

(やまざきともこ：東京大学大学院）
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