
平成 23 年度学術動向等に関する調査研究報告（社会科学専門調査班） 
 
社会科学分野に関する学術振興方策及び学術動向

の調査研究 

山本 和彦（一橋大学大学院法学研究科・教授） 

 

１． 調査研究活動の概要等 

＜学術研究動向調査研究について＞ 

本研究は、社会科学分野の学術研究動向を調査・分析し、

今後の当該研究分野のあるべき方向性を把握・検討するととも

に、当該分野の学術振興方策について研究することにより、日

本学術振興会の各事業の在り方に関して、参考となる情報、

資料を提供しようとするものである。 

本年度の研究においては主に、筆者の専攻する法律学の

分野における後継者の養成に関する動向について調査研究

した。この点は、法科大学院創設以来、法学研究分野におい

ては喫緊かつ深刻な課題となっているところである。そして、後

継者が適切に養成できるかどうか、あるいはその養成の方法が

どのようなものになるかは、必然的に、中長期的にみた学術研

究のあり方に重大な影響を与えるものである。とりわけ、従来の

ように、法曹実務を経ないで直接研究者を養成するという方法

が困難になるとすると（法科大学院修了者は一般的にまず実

務に就くことを強く希望し、研究者志望の者もいったん実務家

になった後に研究者に戻ることを希望する）、外国法（とりわけ

ドイツ法・フランス法等の大陸法）の基礎的素養を前提とした法

学研究は困難に直面することになることが予想される。そこで、

本年度の研究では、諸大学における後継者養成のあり方を調

査するとともに、法科大学院創設後の法学分野における研究

動向の変化を明らかにした。 

結論として、このような事態についての対処は、困難な問題

である。1 つの考え方は、研究者養成のあり方を法科大学院創

設以前に戻すというものである。つまり、実定法の研究者につ

いても研究者養成の修士コースを復活し、法科大学院ではな

く、直接研究者の途に進ませるという考え方である。ただ、この

ような考え方は、明らかに法科大学院創設当初の理念に逆行

するものであることは否定し難い。理念的には、やはり法科大

学院修了者からのリクルートが望ましいとずれば、実務家と比

較して研究者の職能の魅力をより積極的に法科大学院性にア

ピールしていく努力が必要ではないかと思われる。 

 

＜科研費分科細目の改正に係るフォローアップについて＞ 

科研費分科細目の改定について、法学分野においては大

きな改正はされなかった。ただ、新領域法学の細目を中心とし

て、なお一定のフォローが必要である。筆者の専門領域に近

いそのような分野として、紛争解決学、とりわけ ADR（裁判外紛

争解決）法の分野がある。この分野では、近時、仲裁ADR法学

会が創設され、その会員数も増加している。新領域法学の多く

の分野と同様、ここでも多くの実務家が学会に入って、実務家

と研究者が活発な交流を行っている。その中で、（大学等研究

機関に所属していない）実務家を中心とした研究が行われ、研

究費を必要とする事態も増えているように見える。このような事

態に対しては、科研費の審査において実務的な視点を重視す

るなどに加えて、制度的な対応が必要になるかもしれない。い

ずれにしても、このような学問分野の動向については継続的な

注視が必要である。 

 

２． その他 

以下のような学術会合等に出席した。 

2011 年 5 月：日本民事訴訟法学会 

2011 年 10 月：第 3 回東アジア倒産再建シンポジウム講演

「日本における事業再生の近時のトピックス」（東アジア倒産再

建協会） 

2011 年 10 月：金融法学会、日本私法学会 

2011 年 12 月：国際シンポジウム「法意識研究工作坊」報告

（国立政治大学法学院） 

 

社会科学・法学・基礎法学分野に関する学術動向の

調査研究 
兒玉 寛（龍谷大学法務研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

最終年度も、法典論をめぐる論議を調査研究した。 

第 1 に、法制審議会「民法（債権関係）部会」の作業。平成

23年 4月以降、法務省民事局参事官室から「民法（債権関係）

の改正に関する中間的な論点整理の補足説明」が公表され、

6月1日からパブリック・コメントが実施された。著述としては、実

務界からテーマ毎に数本の論文が発表されているが、学界の

反応はやや沈静化したようであり、学生向けの啓蒙的な論考

が目立つ。もっとも、パブリック・コメントでは116団体と253名の

個人から意見が寄せられ、11 月 15 日にその概要がまとめられ

た。そこからは、「判例法理等を踏まえて条文を明確化する」こ

とによる「国民にわかりやすい民法」をめぐるイメージが錯綜し

ていることが窺がわれる。 

第２に、法教育への取組み。法と教育学会が、その創設年

度の成果を「法と教育 vol.1 2010」として公刊した。 

第３に、ドイツ法学界における法学論議。国防相グッテンベ

ルクの法学博士号取得論文への剽窃疑惑は、本人の公職辞

任で決着したかに見えたが、3 月下旬にフランクフルター・アル

ゲマイネ新聞を舞台とする法学部腐敗論、事案解決重視型法

学教育への批判などに飛び火した。折しも、4 月にリオデジャ

ネイロで開催された法科大学院国際連盟（IALS）の年次総会

では、事案解決型メソッドが賞揚された。論議は、法典の有無

と法文化との関係、法典をもつ独・仏の差異といった問題に広

がりつつある。わが国の法科大学院教育からすれば、法典を

有する国での実務家養成における事案解決重視型メソッドの

功罪という論点が興味深い。  

第４に、オーストリア民法（ABGB、1811 年公布・翌年施行）２

百周年の動向。1804 年施行のフランス民法と共に「ヨーロッパ

の民法典の最古参」を自負するオーストリア民法は、2011 年か

ら祝祭年を迎える。入手し得た各種の報告原稿には、まず、Ｅ



Ｕ指令の国内法化における「特別法か一般法か」の路線選択、

つぎに、急速に具体化されつつあるヨーロッパ民法典構想へ

の対応が、ABGB の生命力を占う問題として影を落としていると

は言え、異口同音に、「条文の推敲だけでも約 6 年をかけた

ABGB の『言語』の勁さ」への自負が漲っている。 

 

政治学分野に関する学術研究動向調査研究 

川出 良枝（東京大学大学院法学政治学研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

政治学関連分野における研究動向調査として、第一に、学

会の開催動向を調査した。日本政治学会においては、「政権

交代の政治学」という 2009 年の民主党による政権交代を総括

的に検討するテーマが掲げられ、政権交代の意義と限界およ

びその政治学との関係をめぐって活発な討論が展開された。

他方、「Towards East Asian International Relations: What does 

it mean to be 'non-Western' anyway?」や「ヨーロッパモデル論

の陥穽と東アジア」といった分科会に見られるように、東アジア

への関心がますます高まっていることも顕著な特徴であった。

政治思想学会においては、「変革期の政治思想」という統一テ

ーマの下で、三つのシンポジウム（「近代革命と民主化の政治

思想」・「ニューディール自由主義と尊厳の政治思想」・「近代

化とナショナリズムの政治思想」）が開催された。安定した政治

のパラダイムが動揺する時期に焦点を合わせ、欧米と日本の

経験をクロスオーバーさせた刺激的な報告がなされた。 

第二に、学会発表論文や学術図書出版の傾向について調

査を行った。政権交代以降の長引く日本政治の混迷と停滞の

要因を分析する著作が多く刊行された（樋渡展洋・斉藤淳編

『政党政治の混迷と政権交代』、高見勝利『政治の混迷と憲法

――政権交代を読む』、白鳥浩『衆参ねじれ選挙の政治学』、

上神貴佳・堤英敬『民主党の組織と政策』など）。 

国際政治の分野では、とくに、ＥＵの動向やその特定の国家

との関係に着目する研究が顕著であった（Daisuke Ikemoto, 

European Monetary Integration 1970-79: British and French 

Experiences、香川敏幸・市川顕編著『グローバル・ガバナンス

とＥＵの深化』など）。 

どの分野においても、若手の意欲的な単著が続々と刊行さ

れていることも目立った傾向である。 

 

２．その他 

特記することはないが、日本学術振興会が学術・研究の進

展に果たす役割と責任の大きさを実感させられた一年であっ

た。 

 

マーケティングおよび統計科学分野に関する学術研

究動向調査研究 

照井 伸彦（東北大学大学院経済学研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等  

本調査活動は、マーケティングおよび統計科学を中心とした

経営学分野の最新の研究動向について調査研究を行ったも

のである。マーケティングは、極めて学際性の高い応用科学で

あり、狭義の経営学分野の枠組みに留まらず、市場調査や仮

説検証・発見のツールとしての統計科学や計算機科学、計量

経済学、オペレーションズリサーチ、心理学、社会学など多岐

にわたる分野との強い関連性を持っている。以下に特徴的な

研究動向のテーマとその概要を報告する。 

・ビッグ・データ(Big Data)のマーケティングへの活用 

ソーシャルメディアやモバイル、さらにはクラウドなどよって生

まれ、企業内のファイルサーバーや Web サイト、データベース

システムに散在する膨大なデータを用いてマーケティングを実

践する研究が注目され始めている。ID 付 POS に代表される従

来の売上・商品情報、ポイント情報などの大量の活動情報など

構造化データの留まらず、消費者の購買前後の行動や口コミ

など非構造化データを融合させて、ターゲット・マーケティング

あるいは CRM を実践する研究がコンピュータ科学や統計科学

を始め、人工知能などの分野においても活発に行われてきて

おり、実践研究がさらに進展すると思われる。これらの顧客・製

品・時間の３次元で構成されるデータ空間は粗(sparse)構造を

しており、そこで応用されている統計分析技術としては、潜在ク

ラスを仮定した次元圧縮法が安定して一定の成果を上げてい

る。 

・全体論的マーケティング(Holistic Marketing) 

ICT 時代の進展に伴い、企業と顧客の接点が格段に増え、

双方向コミュニケーション機能が強化され、SNS やツイッターな

どを介したネットワーク型高度消費社会に突入した。これに対

応するマーケティングコンセプトとして、全体論的マーケティン

グが提唱されている。顧客を多元的で能動的な存在、価値創

造に積極的に関わる存在として理解した上で、このような顧客

のニーズに対応する人間志向、さらには顧客側の企業行動の

より深い観察を前提とした企業行動として公正志向のマーケテ

ィングの重要性が議論されてきており、今後発展する領域であ

る。 

・オンライン環境と社会的相互作用 

顧客生成コンテンツ、オンライン広告、インターネット等のメ

ディアと口コミの関係、インターネット上の消費者行動、製品普

及・ブランド構築・売上・サービスと社会的ネットワークとの関連

性などが、引続き活発化している研究テーマである。 

 

経済学分野に関する学術動向の調査研究 

須賀 晃一（早稲田大学政治経済学術院・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

多くの学会では、昨年に続いて今年度も、実験経済学、行

動経済学、神経経済学、政治経済学、計算経済学に属する十

分な数のセッションや報告が見られた。 

経済理論研究の中で注目されている領域は、Matching、

Auction、Market Mechanism、Implementation、Principal-Agent 



Relationship、Contract Theory などのミクロ経済学に属する近

接した領域である。これらは、最近研究の多いDecision Theory

と同様、非対称情報の世界を前提とし、社会的厚生もしくは設

計者の厚生を向上させるルールやメカニズム、契約などの設

計・締結を問題とするものである。Voting や Majority に関する

新たな研究も登場しており、社会的選択理論の展開も見られ

た。Decision Theory や情報・不確実性の経済学の領域では、

限定合理性や Ambiguity に関する議論が相変わらず盛んであ

り、他の領域への応用が多数見られた。さらに、文化や

personality など、これまで経済学があまり重視してこなかった

要因に注目する研究も増えている。また、最近の傾向として行

動経済学や実験経済学のさまざまな分野で研究が進んでいる

が、まだまだ領域拡大の可能性があり、今後の発展に期待した

い。伝統的経済学の分野でも、顕示選好理論などの領域で注

目すべき研究がある。 

変わったところでは、Social Responsibility of Business を問題

にする研究や経済学と倫理学、経済学と法医学など、異分野

との交渉も盛んである。環境経済学の諸分野でも、気候変動と

経済活動の関連など相変わらず多くの研究が発表されており、

環境政策の個別領域を含め、さらに研究が拡大していくものと

思われる。 

一方、マクロ経済学の領域では、経済成長や経済変動に関

する新しい Dynamic Macroeconomics が一つの流行であり、

Asset Pricing や Credit Bubbles との関連などが論じられている。

Asset Pricing との関連でも Ambiguity への関心が高まり、応用

的研究もあった点に注目したい。金融危機後の信用供与の問

題はマクロ経済学や国際金融論の中でも精力的に論じられて

おり、今後も広範にわたる研究が続くであろう。 

２．その他 

学術動向調査を進めてみる新しい研究領域が次々に生ま

れてくる様子がわかるが、それを反映して、科学研究費等のピ

アレビュー者の選択が適切に行われなければならないと考える。

しかし、世界の経済学研究者全体から見れば日本の研究者の

数はわずかであり、適切なピアレビュー者を選択できるかは、

困難な問題である。日本の経済学研究の発展に向けて十分な

議論をしておくべきであろう。 

 

社会学理論分野に関する学術動向の調査研究 

油井 清光（神戸大学大学院人文学研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

(１)イェール大学の文化社会学研究センターにおいて講演

を行い、アメリカ合衆国における社会学理論分野の動向に関

する調査にあたった（４月１３日～１８日）。 

(２)現代における社会学理論の動向の中で注目される「アイ

コンの社会学」（社会学におけるヴィジュアル・ターン）の応用

可能性について調査研究するため、中国杭州市で開催された

「中国動漫節」の現地調査にあたった（４月２８日～５月１日）。 

(３)中国・南昌市で開催された中国社会学会及び同時に開

催された東アジア社会学者ネットワーク国際会議に参加し報告

を行うと共に、この機会に同地域における社会学理論の動向

についての調査研究に従事した（７月２２日～２５日）。 

(４)香港大学において「現代アジア社会学理論動向に関す

るレヴュー」をテーマとした、ワークショップを行なった（８月２６

日～２７日） 

(５)北京外国語大学において同大学と神戸大学の共催によ

るシンポジウムを開催し、あわせて中国におけるヴィジュアル・

ターンとアイコンの社会学理論の動向を調査研究した（９月１日

～５日）。シンポジウムにおいて「日本サブカルチャーとグロー

バル化時代の想像力―アジア的視角」と題して報告を行った。 

(６)社会学理論研究と教育の韓国における近年の発展につ

いて調査研究し、若手研究者のためのワークショップに参加す

るために、延世大学において調査研究に従事した（１１月１０日

～１３日）。 

(７)北京大学で開催された第９回国際文化産業フォーラムに

招へいされ報告し、中国における社会学理論の動向につき調

査研究した（2012 年１月７日～８日）。 

(８)関西大学において開催された日本社会学会大会に参加

し、国際社会学会 ISAから参加したVan Krieken教授の講演会

等の司会・通訳などを担当しつつ、社会学理論の動向につき、

集約的に検討した（９月１７日～１８日）。 

(９)京都橘大学において開催された日本社会学史学会大会

に参加し、社会学史を中心とした研究の動向につき集約的な

知見を得た（６月２５日～２６日）。 

(1０)国際社会学会 ISA日本大会の現地組織委員会委員とし

て、ISA 日本大会の準備会議に定期的に参加し、その過程に

おいて、ISA の関連部会等と緊密な情報交換にあたりながら、

社会学理論を中心とした社会学の動向に関する調査に従事し

た。 

＜研究出版業績＞ 

 １．「社会学理論、第二の近代、「日本」―アジア的パースペ

クティブとコスモポリタン化をめぐるベックとの対話」、『リスク化

する日本社会』、pp.219-243、2011 年７月、 岩波書店、 

 ２．『世界』２０１１年９月号 翻訳 「英国の高等教育にいった

い何が起こっているのか?」Roger Goodman 著、油井清光 訳 

 

社会福祉分野に関する学術動向の調査研究 

副田 あけみ（関東学院大学文学部・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

(1)学術会合に見る H23 年度の特徴 

社会福祉関連の学会大会は数多く開催されているが、日本

社会福祉学会秋季大会における自由報告から今年度の特徴

を一つ取り上げるとすると、児童福祉分野における里親研究、

司法福祉分野における更生保護等の研究の増加をあげること

ができる。里親研究の進展は、政策および実践面での注目を

反映している。原理論や政策研究の発表は、他学会等で行わ

れているためか、やや減少傾向にあるように見える。 



日本で行われた 21st Asia-Pacific Social Work Conference

は、東日本大震災と福島原発事故の影響を受けて、海外の参

加者によるキャンセルが目立った。それでも日本、韓国、台湾

の長期ケアと介護保険制度に関するシンポジュウム等により、

今後の介護問題、ケア労働問題についていっそうの研究交流

の必要性を確認することができた。ワシントンで行われた

American Society on Aging の 2012Annual Conference では、カ

ウンティやコミュニティでの事業所間・専門職間のサービス調整

の仕組み、家族と専門職による協働の方法、トランジショナル

ケアのあり方等の報告など、在宅ケアの調整問題を扱った報

告が目立った。ケアサービスに関する研究では、国際会議で

発表する日本人研究者も近年、増えてきているが、こうした地

域ケアシステムに関する研究についても海外への発信を増や

していくことが期待される。 

(2)学術図書等に見る H23 年度の特徴 

政策研究については、社会保障の 50 年を振り返った論稿

や、福祉国家論の変容論（新川敏光編著『福祉レジームの収

斂と分岐』ミネルヴァ書房）、病院の世紀の終焉と地域包括ケア

論（猪飼周平『病院の世紀の終焉』有斐閣）など、政策変容の

過程やパターンを扱ったものが目についた。援助実践研究に

おいては、日本の児童養護施設の実践を「居場所」と「見守り」

というキーワードで論じ、日本の実践における文化的特徴を指

摘した興味深い作品が見られた（ Sachiko Bamba, Child 

Welfare and Development: A Japanese Case Study, 

Cambridge）。昨今、援助実践に関しては、修正版グラウンデッ

ド・セオリーによる質的データ分析という似通った研究が多いな

かで、本書は、独自の視点と方法によって日本の児童養護施

設の良質な実践の特徴を的確に分析、表現しており、海外の

研究者からも高い評価を受けている。 

アメリカを中心とする海外のソーシャルワーク関連の雑誌論

文は、その多くがミクロ・ソーシャルワークにかんするものであり、

かなり限定的なテーマを扱っている。特に目新しテーマ・視点

というものはなかったが、教育界等で近年、注目されている「リ

ジリエンス」を扱ったものが４本あった。今回の災害におけるソ

ーシャルワーク支援や今後の予防福祉の研究において、参考

になる視点および方法と考えられ、わが国でも注目されていく

のではないかと思われる。 

 

教育学・心理学分野に関する学術研究動向調査研

究 

柘植 雅義（独立行政法人国立特別支援教育総合研究所上

席統括研究員） 

 

１．調査研究活動の概要等 

（１）学術会合の開催状況 

 日本特殊教育学会 第４９回大会：すべての障害種に関する

研究発表が行われている。分野は、教育学、心理学を中心に、

他の分野にも及んでいる。 

 日本ＬＤ学会 第２０回大会：学習障害（ＬＤ）注意欠陥多動

性障害（ＡＤＨＤ）、自閉症、など発達障害の、心理学的、教育

学的研究分野からの研究発表が行われている。 

 日本自閉症スペクトラム学会 第１０回大会：自閉症スペクトラ

ムに焦点を絞った研究発表が行われている。分野は、心理学、

教育学が中心。 

 日本教育心理学会 第５３回大会：種々の障害に対して、教

育心理学の視点からの研究発表が行われている。 

 日本発達心理学会 第２２回大会：主に発達障害を中心に、

発達心理学の視点からの研究発表が行われている。 

 日本行動分析学会 第２９回大会：行動分析学の視点から主

に自閉症に対して、指導法などの研究発表が行われている。 

（２）専門分野における学会発表論文や学術図書出版の傾向 

 近年、各障害種の中でも、特に発達障害関係の学会発表や

学術図書の出版が相次いでいる。発達障害関係の学会発表

や学術図書では、アセスメント、指導、評価、システム構築、保

護者や本人に関する事項など、広範囲に渡っている。 

（３）研究活動において内外の研究者から聴取した学術研究動

向に関する情報 

 特別支援教育に関する心理学的側面の学術研究の動向とし

ては、知能検査や発達検査の改訂の最新動向、各障害の医

学的診断基準の改訂の最新動向などが顕著に見られた。教育

学的側面の学術研究の動向としては、指導方法の最新動向、

指導の効果・評価の最新動向、教育政策・教育行政に関する

最新動向、国連や諸外国の特別支援教育の最新動向などが

顕著に見られた。一方、諸外国では、北欧の各国、台湾、オー

ストラリアなどを調査対象とした。 

 

教育学、心理学分野に関する学術動向の調査研究 

廣田 照幸（日本大学文理学部・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

文献調査・データベース調査、学会･研究会への参加によっ

て、教育学の諸分野の研究動向の把握に努めた。近年は教育

学諸分野の学会も専門雑誌も増え、若手の各論的な研究がさ

まざまな分野で進展しており、特に博士論文としてまとめられた

研究業績が増えていることがうかがえた。 

しかしながら、急速に進展する教育改革について、実証的

にその善し悪しを判断する材料になるような研究が比較的少な

いこと、研究のタコつぼ化の弊害の問題が見受けられること、

厳密な計量的手法の研究が手薄であることなどもまた、同時に

うかがえた。学会発表や論文の作成、著書の出版は盛んだが、

教育学研究の全体の底上げを考えると、上に挙げたいくつか

の点の改善が必要であろう。特に、データの取得や利用･成果

の取りまとめや公開に関して行政や学校との関係について、制

度レベルで何らかの改善がなされないと、実証的に喫緊の課

題を考察するような研究がなかなか進展しないのではないかと

いう印象を抱いた。 

また、近年は教員が主体となった教育学諸分野の学会が多

く作られてきているため、教員がどう現場で研究・学習していっ



ているのかについて簡単な調査を実施して分析したが、教科

に関する力量や生徒指導などの力量は、教職に就いてから実

践経験と他の学習活動との組み合わせによって十分なものに

伸びていることがうかがえた。それゆえ、現職教員を多く抱える

学会が、教員の力量の伸長とどう関連させて研究活動を組織

するのかという点は、考えていく必要がある。 

最後に、本年度は、海外における日本研究の動向の一端を

把握するため、中国から二人の研究者を招聘して、中国にお

ける日本学の研究と、日本語教育の現状とについて、ミニ･シン

ポジウムを開催して議論をした(平成 24 年１月１０日、日本大学

文理学部で開催、参加者十数名）。 

 

心理学分野に関する学術研究動向調査研究 

三浦 佳世（九州大学大学院人間環境学研究院・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

23 年度の心理学分野の研究動向に関し、広範な領域をカ

バーする日本心理学会ならびに、実験系の心理学諸学会の

活動を分析した。その結果、以下の点が注目された。１）心理

学の社会的貢献や基礎心理学の応用的展開、２）脳科学的手

法からのアプローチ、３）感性、感情、情動などの「情」および、

触覚や行動などの「身体性」を意識させるテーマ、４）国際化

（国際学会の日本開催や、アジア諸国、特に韓国との連携によ

るグローバル化）である。 

各点に関して例を挙げると、１）社会貢献・基礎研究の応用

的展開に関しては、新学術領域研究に“法と心理学”が採用さ

れたように認知心理学の応用的展開や、学会の講演・シンポ

ジウムで示されたように臨床心理学への基礎心理学からの展

開などが目立った。日本学術会議の分科会でも「社会のため

の心理学」が立ち上がるなど、研究の社会的貢献が期待され

ている。２）脳科学的アプローチに関しては、日本心理学会国

際賞の複数の受賞や、国内外の学会での講演・シンポジウム

にその例が示された他、脳科学の新学術領域研究（質感、顔

認知）での心理学分野の研究者の活躍が顕著であった。

G-COE を母胎とする大型プロジェクトでも「社会脳」がメインテ

ーマとなっている。３）情と身体のテーマに関しては、アジア太

平洋視覚会議や日本心理学会における芸術、美感、感性など

に関するシンポジウムが開かれ、質感や顔に関する新学術領

域研究の心理学分野からの活発な参加が目立った。感情関係

の研究も急増している。４）国際化に関しては、2016 年度の国

際心理学会の開催準備が本格化し、一方、日本心理学会や

日本認知心理学会における韓国心理学会あるいは韓国認知

生物心理学会との連携も定着した。日本国内で大型の国際学

会（eg．国際多感覚会議や国際意識学会）が相次いで開催さ

れ、大震災後にも関わらず、多くの著名な研究者の来日したこ

とも記憶に新しい。なお、その他には、学振賞の受賞など、比

較認知行動学分野の活動も注目された。 

 

 

認知科学分野に関する学術研究動向調査研究 

熊田 孝恒（独立行政法人産業技術総合研究所 ヒューマンラ

イフテクノロジー研究部門 研究グループ長） 

 

１．調査研究活動の概要等 

近年、心理学と脳科学との隣接領域の研究が注目されてい

る。科学研究費においても、心理学分野全般で脳科学的な研

究手法を用いた研究の応募が増えてきているように思われる。

そこで認知神経科学分野における心理学的な研究の動向を

文献調査した。 

まず、代表的な認知神経科学の書籍に取り上げられている

項目（章立て）や内容を調査した。その結果、例えば、The 

Cognitive Neuroscience (Gazzaniga 編)の第１版(1997)と第４版

(200９)を比較したところ、章立ての基本は変わっていないが、

第４版では「社会」に関連した部分が増えていることがわかった。

この１２年の間に Social（社会）をテーマにした神経科学の分野

が拡大してきていることと呼応する。 

次に、神経科学分野の代表的な国際誌である Journal of 

Neuroscience を 取 り 上 げ 、 関 連 す る

Behavioral/Systems/Cognitive section を対象とし、2000 年〜

2001 年と 2011 年〜2012 年（２月まで）の論文の内容を比較し

た。まず、全体の論文数は、2000 年が 361 編、2001 年が 383

編であるのに対して、2011 年は 769 編とほぼ倍増した。研究対

象をみると、2000-2001 年ではラットがもっとも多かったが、

2011-2012 年ではヒトを対象とした研究が最も多い。ヒトを対象

とした研究のうちで、代表的な非侵襲計測手法であるMRIを用

いたものは、2000-2001 年では 29%に過ぎないが、2011-2012

年では 52%に増加した。また、研究テーマでは、この１０年間で

注意と意思決定の研究の増加がめだつ。意思決定などは、

MRI 装置以外の方法ではヒトの脳機能を調べることは難しい。

ゆえに、装置の普及がヒトを対象とした論文数の増加や研究テ

ーマの多様性の理由であろうと考えられた。 

このような国際的な動向が、今後の我が国の心理学分野に

対する脳科学的手法を用いた研究の応募件数の増加に繋が

るのかについて、次年度以降、詳細に検討してみたい。 

 

２． その他 

本調査研究からも明らかなように、実験系の心理学は欧米

ではビッグサイエンス化の道を歩んでいるようにみえるが、我が

国の教育制度や科研費制度はそのような流れに対応している

かどうかを考えさせられた。 

 


