
平成 22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） 
 
持続可能な発展の経済学に関する学術振興方策及

び学術動向の調査研究 

植田 和弘（京都大学大学院経済学研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

持続可能な発展（sustainable development）は、国連ブルント

ラント委員会報告書の提唱を受け、国際機関、各国政府、関連

諸組織によって推進されてきた実践的概念であり大きな影響を

与えている。学問に内在的に生まれてきたわけではないが、既

往研究との関連も含めて概念の経済学的定式化が活発に論争

されている。持続可能な発展に関する主な国際会議に出席す

るとともに、持続可能な発展に言及している学術文献を渉猟

し、持続可能な発展の経済学的定式化に関する 3 つのモデル

の研究動向を整理した。特に持続可能な発展を生活の質の構

成要素と決定要因に分け、決定要因を資本資産と制度から構

成される生産的基盤として定式化するダスグプタ・アプローチの

最新動向が発展パターンの事後的評価としては有効性が高か

った。 

 もう一点、持続可能な発展論研究に新しい展開方向があるこ

とを明らかにしたことである。従来持続可能な発展に関する研

究動向が大きく言えば 2 つの方向があると考えられてきた。す

なわち1つは、持続可能な発展の各論化傾向であり、もう１つは

持続可能な発展を社会経済ビジョンと考えるとともに、各論的研

究の発展を統合する理念として、そのトータルなビジョンの経済

学的定式化を図るというものである。この把握自体は妥当と考

えられるが、これらに加えて持続可能な発展論研究のもう１つの

方向は、持続可能な社会への移行過程に関する研究である。

しばしば transition management という呼び方がされているが、

現状が持続可能な生産や持続可能な消費になっていないとす

ると、現状から持続可能な発展パターンに如何に移行すること

ができるかが課題であるというわけである。 

もう 1 つの研究動向は、持続可能な発展と関連する新しい概

念が注目され、その概念と持続可能な発展概念との異同が研

究されている。例えば、デカップリングであり、緑の経済成長論

である。緑の経済成長とは例えば温室効果ガスの大幅削減に

取り組むことが成長の新しい駆動力になるという議論であり、環

境と経済はトレードオフ関係にあるという従来の議論とは大きな

転換である。緑の経済成長論が成立するなら環境制約に伴っ

て成長率が低下することにならないので、言わば環境経済問題

はなくなることになるが、逆に新たな研究課題が生まれている。

緑の経済成長が成立する条件は何か、持続可能な発展に対す

る経済成長の寄与と限界、などである。 

 

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・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

本年度の研究においては主に、研究担当者の専攻する法

律学の分野における研究資金の動向について調査研究を行

った。法律学の分野は、他の学術分野と比較して、必ずしも

多額の研究資金を必要としないことが多い一方、地域的にも

分野的にも多様な研究者の層が厚い研究が蓄積されることが

重要であるという側面をもっている。以上のような認識の下、

国内の各種学会の動向について、日本民事訴訟法学会、国

際私法学会、金融法学会、日本私法学会などに出席し、各研

究者と意見交換をして情報を収集するとともに、民事訴訟法

分野研究者の科研費の取得の状況についてデータを集め、

分析を行った。 

その結果、（1）研究拠点の所在（東京・大阪・地方等）や研

究者の年代にかかわらず、継続的に科研費を取得している者

は極めて稀であること、（2）研究費の取得は、基盤研究（C）が

大半であり、基盤研究（A）はもちろん、基盤研究（B）において

も、多数の研究者が集まった研究会方式のアドホックの研究

が中心であること、（3）キャリアが豊富になれば、研究費の規

模が拡大するという関係はほとんど見出されず、基盤研究（A）

や（B）においても、相対的にキャリアの低い研究者が代表とな

って、キャリアの高い研究者が協力者に止まるケースが多く見

られること、（4）ただ、上記のような傾向は徐々に変わりつつあ

り、各大学の予算の削減の結果として、校費が減少しており、

競争的研究資金に依存する割合は相対的に増大する傾向に

あることなどが判明した。 

 法律学の分野では、近時様々な法改正がされるとともに、法

が規律する対象分野も流動化を深め、グローバル化の中、国

際的な情報の取得・発信の重要性も増している。このような状

況を前提にするとき、分野全体の研究費の分配がどのようにあ

るべきかは、十分な議論を要すべき問題と考えられる。 

 

２．その他 

以下のような学術会合等に出席した。 

2010 年 5 月：民事訴訟法学会、国際私法学会出席 

2010 年 6 月：北海道大学グローバルＣＯＥ講演会出席・報告 

2010 年 9 月：東京大学ビジネスローセンター公開講座出席・

報告 

2010 年 10 月：金融法学会、日本私法学会出席 

2011年 3月：上智大学国際仲裁ADRワークショップ出席・講演 

 

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 

児玉 寛（龍谷大学・法科大学院） 

 

１．調査研究活動の概要等 

１）昨年度に引き続き、「法典論」という観点から、「わかりやすい

民法典」をめぐる各国の論議を調査研究した。平成 21 年 10 月

28 日開催の法制審議会総会で設置することとされた「民法（債

権関係）部会」では、精力的に論点整理が行われており、その

会議資料の公表とも相俟って、学界・実務界などから多くの論

文や編著が発表されている。本研究では、それらの資料や文
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献の収集に努め、「わかりやすい民法典」という目標がどの程度

実現されているのかを検討する作業を進めている。 

２）「法典論」からすれば、ドイツ民法典の基礎にあるサヴィニー

の手法の特異性は、ローマ法にアプローチするための分析概

念を案出したうえで、それらを法道具概念としても用いる点にあ

る。わが国の民法改正作業についても、この特異性を踏まえた

うえで、法典における法道具概念を鋳直すという観点からの検

証が必要となろう。 

３）「わかりやすい民法」というテーマは、ドイツ語圏では、より広

く「法と言語」というテーマのもと、法律学・言語学・認知科学な

どの研究者を組織した学際的プロジェクトとして展開されてい

る。わが国では、この種の研究は、いまだ本格的には組織され

ていないようである。但し、平成 23 年度の科研費で数件の申請

があった。 

４）これに対して、わが国では、裁判員裁判の導入とも相俟っ

て、大学教育以外の場で行われる「法教育」への取組みが進ん

でおり、「わかりやすい法」をめぐる論議がみられる。 

 

政治学分野に関する学術動向の調査研究 

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。政治学諸分野を統括するメインの

学会である日本政治学会においては、「自民党政治と民主党

政治」「投票行動から見た 2009 年政権交代」「自民党とは何で

あったか」といった 2009 年の政権交代を強く意識した分科会

が多数設けられた。自由論題・公募セッション・ポスターセッシ

ョンを多数設けるなど、アメリカ政治学会を強く意識していると

いえよう。政治思想関係の代表的な学会である政治思想学会

においては、「福祉社会と政治思想」という共通テーマの下で、

三つのシンポジウム（「市場イメージの再検討」「福祉国家とシ

ティズンシップ」「福祉社会における生と倫理」）が催された。福

祉国家から福祉社会への移行という現代的な関心と、市場と

政治の関係に対する原理的な問いかけが交錯する充実した

学会であった。 

 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。政権交代選挙についての分析が論文、書籍として活

発に刊行されたことが大きな特徴である（田中・河野・日野・飯

田『2009 年、なぜ政権交代だったのか』白鳥浩『政権交代選挙

の政治学―地方から変わる日本政治』など）。他方、こうした現

代的動向とは一歩距離をおいた長いスパンでの地道な労作も

数多く出版された（手塚洋輔『戦後行政の構造とディレンマ―

予防接種行政の変遷』小野紀明『ハイデガーの政治哲学』な

ど）。 

 第三に、国内外の研究者からの情報をもとに、政治学関連分

野の研究動向を調査した。政治学と脳科学との共同作業、EU

についての実証的・思想的研究の進展など、興味深い事例が

数多くあった。他方、東京で開催された国際プラトン学会は、共

通テーマとしてプラトンの『ポリテイア』（『国家』）を扱い、政治哲

学の古典中の古典である同書についての斬新な研究発表が多

数行われた。 

２． その他 

 日本学術振興会学術システム研究センターの活動がいかに

多岐にわたり、また、日本の学術の中核を担う重要なものかを

強く認識させられた。 

 

経営学分野に関する学術動向の調査研究 

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、

経営学分野の枠組みに留まらず、計算機科学、統計科

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。調査方法はマーケティングやその他

関連分野の海外の学会や研究集会に参加して資料収集

するとともに、研究分野を同じくする国内および海外の著

名な研究者との討議を通じて、目的の知見を獲得した。さ

らに上述の諸分野に関する文献やデータベースなどを通

じた調査も実施した。以下に主な研究動向のテーマとその

概要を報告する。 

・CRM の実践研究とベイズ統計学の応用 

IT の発展により市場に関する大規模情報が蓄積されてき

たことを背景として、マーケティングはよりミクロの分析へ

移っており、消費者に個別対応する CRM の実践研究が

大きな流れである。分析ツールであるベイズ統計のマー

ケティングへの応用は大きい影響を与えており、主要な国

際会議では構造変化の検出、複雑なモデリングを可能と

する粒子フィルターアルゴリズムなど最新のベイズモデリ

ング技術に関する研究が報告されている。消費者を個別

に対応する問題とソリューションの研究が最も関心の高い

テーマである。 

・マーケティングダイナミックスのモデリング 

マーケティングに固有な問題をモデル化する新しい動学

モデリングが研究されている。国際的トップジャーナル

Journal of Marketing Research においてマーケティングダ

イナミックスの特集号が企画されていることから、今後さら

に重要な研究領域となることが伺え、とくに消費者の潜在

的選好の時間変化、市場構造の時間変化、構造モデリン

グを通じた動的政策シミュレーションによるマーケティング

戦略の評価と計画は今後発展が期待されているトピック

である。 

・ソーシャルメディアによるコミュニケーションと社会的相互作

用 

インフルエンサーの発見、インターネット等のメディアと口

コミの関係、メディアの形態(フォーラム・コミュニティ・モバ
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イル)の影響、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、社会的ネットワーク分析モデル・測定法の開発など

が活発化している研究テーマである。 

・神経科学とマーケティング 

選好と MRI の関係、リスク・損失忌避と MRI の関係、選

好の変化と MRI の関係、トレードオフ(選好と価格など)に

おける MRI の関係、などが注目すべき重要なテーマとな

っている。 

・その他、Marketing and Health、Cause Related Marketing, 

Not-for-Profit Marketing のテーマも新しいトピックのセッ

ションとして国際会議で設定され、今後発展する領域であ

る。 

 

経済学分野に関する学術道呼応の調査研究 

須賀 晃一（早稲田大学政治経済学術員・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等  

 最近の動向として最初に指摘できることは、セッション数や報

告数から見て実験経済学、行動経済学、神経経済学、政治経

済学、計算経済学が完全に認知されたと考えられることである。 

 次に、経済理論研究の中で注目されている領域は、

Matching 、 Implementation 、 Principal-Agent Relationship 、

Auction、Mechanism Design、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。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 が一つの流行のようである。 

 また、既存の垣根を越えた研究が増えてきた点も指摘できる。

ミクロとマクロの現象が共通の数学的構造を有しているが故に

必然的に研究が越境的になるケースや、ミクロ経済学と計量経

済学の統合を図るような研究がある。近年の計量経済学ではゲ

ーム計量は最も研究が盛んなトピックの一つである。近い将

来、計量経済学的視点を持ったゲーム理論家による研究など、

新たな研究方向が出現すると予想される。 

 応用経済学の分野では、既存の領域にも多様な研究が生ま

れてきたが、特にリーマンショック以降に顕著となったものは金

融・ファイナンスの領域である。金融市場の構造や金融システ

ムの設計に関するさまざまなモデルが提案されており、そこに

は旧来の一般均衡理論の高度化からゲーム理論の応用、さら

には特殊なゲームモデルなどの流れがある。最近特に注目に

値するのは、経済理論分野で発展著しい契約理論、メカニズ

ム・デザインなどの応用例、あるいは発展型と考えられるモデル

が多いことである。 

 この点は他の応用分野でも同様である。単なる非対称情報下

の意思決定問題というにとどまらず、新たな要素の導入や制度

選択といった観点が導入されている。たとえば、公共的モチベ

ーションに注目した公的組織のインセンティブに関する研究な

どがあり、そこでは異なるタイプのモチベーションの想定による

政府の意思決定が論じられている。 

 

３． その他 

 学術動向調査の進め方と、科学研究費等のピアレビュー者

の選択と結果の検証という作業をどう調和させるか、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 

社会学理論における伝統の再構築及び先端的理論の展開

に関する学術動向の調査研究を行なった。 

そのため、まず、国際社会学会 International Sociological 

Association（以下 ISA）が４年に一度開催する世界大会に参加

し、欧米における上記の伝統的古典理論の再構築及び先端理

論の開発に従事する研究者らから直接に意見を聴取すると共

に、同学会活動に積極的に参加しつつ同動向の集約的な調査

研究にあたった。2010年は４年に１度の ISA世界大会開催年に

あたり、今大会は、スウェーデンのヨーテボリ市において行われ

た。 

この ISA 大会では、３つのセッションを組織し、司会および報

告に従事した。まず、日本社会学会が ISA における National 

Association の一つとして組織を担当するセッションがあり、油井

は、ISA の 2014 年横浜大会時における現地組織委員会 Local 

Organizing Committee の一員として、ヨーテボリ大会セッション

の Programme Coordinator および当日の司会にあたった。セッ

ションのタイトルは次の通りであった。Society and Sociology in 

Japan / East Asia; Sociological Theory, Thoughts, Behavior and 

Social Body. 

他の２つのセッションを、ISA の社会学史の部会 Research 

Committee 08, History of Sociology において組織し、司会にあ

たった。 

以上により、海外での社会学理論の動向、ないし社会学理

論のグローバルな同時代的展開に報告者自身が参画しつつ、

関連の知見を集約的に、また踏み込んだ形で収集し分析する

ことができた。 

次いで、2010 年 10 月 29 日～31 日の間、The 8th East Asian 

Sociologists’ Conference : Towards East-Asian Community in 

the Age of Globalizationに招聘され出席した。会場は、 釜山市

（大韓民国）、韓国海洋大学であった。報告タイトルは、

Comparative Perspective on the Varieties of Asian Second 

Modernities in Relation to Cosmopolitanizationであった。この会

議は、現日本社会学会会長である矢沢修次郎教授らと、韓国

および中国の主だった社会学者によって設立されたものであ

り、韓国、日本、中国の３か国を持ち回りで会場としながら、２０１

０年で第８回を数えるものである。東アジア３か国のエミネントな
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社会学者たちが一堂に会する場であり、社会学研究における

学術的交流や意見交換を行うと共に、同地域における社会学

理論の動向を効率的に収集するにあたっても理想的な場であ

った。 

国内においては、第８３回日本社会学会大会に、現代ヨー

ロッパを代表する社会学者であるウルリッヒ・ベック（Ulrich 

Beck）教授（ロンドン大学教授及びミュンヘン大学名誉教授）

を招聘し、共同のセッションを組織し、同教授が特別講演を行

うと共に、油井および、ソウル国立大学（韓国）のハン・サン‐ジ

ン教授（当時）が共に報告を行った。タイトルは、Second 

Modernity in Japanese Version and Cosmopolitan Vision; A 

Dialogue with Ulrich Beck in Asian Perspective であった。 

ベック教授は、昨年のこの機会が初来日であり、日本社会学

会大会での特別講演のほかに、京都（立命館大学）および東京

（一橋大学）において講演を行った。これらすべての講演の機

会に油井は同席すると共に、各会議での他の討論者・コメンテ

ーターとの討議にもあたった。ベック教授は、チェルノブイリ原

発の事故以来、現代社会におけるリスク問題を、リスク社会論と

して展開してきた中心人物であり、その基盤を成す「反省的近

代」の理論を、近年では「第二の近代」論として発展させてい

る。特に東アジアにおける「第二の近代」の展開の形態と過程

に深甚な関心を抱いており、同教授との共同研究が今後とも有

意義なものとなっていくと考えられる。同教授とのインテンシブ

な共同作業により、現代社会学理論の先端的動向の詳細な調

査研究を行うことができた。 

2011 年１月６日～７日には、香港大学で開催された「第四回

アジア研究若手研究者ワークショップThe 4th Workshop on the 

Encounters of Young Scholars on Asian Studies」に基調講演者

として招聘された。基調講演タイトルは、’Japanese Animation 

and Glocalization of Social Theory’であった。また、2011 年１月

２７日～２８日には、同じく香港大学においてComics and 

Modern Cultural Exchange（コミックスと現代文化交流）会議が

開催され、報告者として招聘された。報告タイトルは、

Worldwide Development in the Studies on Japanese 

Sub-Cultureであった。 

香港大学は、アジアにおける社会人類学・社会学の拠点校

の一つであり、同大学の王 向華教授のもつ広範なネットワーク

を活用し、香港の窓口をとおしたアジア地域の社会学理論動向

を集約的に収集する機会に恵まれた。 

ISA 大会（ヨーテボリ市・スウェーデン）での報告の成果につ

いては、2010 年１２月にスウェーデンから、以下の学術雑誌へ

の寄稿論文として発表された。 

 ・Japanese Animation and Glocalization of Sociology、油井清

光、 Sociologisk Forsning、 2010 年１２月、第５０巻４号、出版

社 Grafisk production, pp.44-50. 

また、日本社会学会大会でのベック教授との共同報告の成

果は、岩波書店から２０１１年７月に刊行予定である。 

 

 

社会福祉分野に関する学術動向の調査研究 

副田 あけみ（首都大学東京・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 (関連分野における注目すべき研

究例を含む) 

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

社会福祉学会大会の自由報告から今年度の特徴を一つ取り

上げると、諸外国の生活問題・社会福祉制度に関する実証的

研究の増加や、わが国における滞在外国人の生活問題に関

する研究の増加をあげることができる。国際比較研究や、異文

化共生のための政策・サービスプログラム研究も、今後、増え

てくると思われる。 

社会福祉関連の研究雑誌論文については、興味深い論稿

が見られた社会福祉原論、社会政策・社会福祉政策、高齢者

福祉の領域を取り上げる。社会福祉原論の領域では、近年、

「社会連帯」「公共性」「正義」といった福祉国家を意義づけて

きた連帯規範を問い直す研究が増えている。そうしたなかで、

今年度は、＜重度知的障害者＞をヴァルネラビリティという人

間的属性の承認によって包摂する連帯規範を検討した、きわ

めて福祉的な論考が出現した（田中耕一郎「＜重度知的障害

者＞の承認をめぐって―Vulnerabilityによる承認は可能か―」

社会福祉学、2010、No.51-2）。 

社会政策・社会福祉政策関連の英文雑誌では、外国人労

働者と社会的包摂、ケア労働と外国人労働者といった外国人

労働者に焦点を当てた研究が、和文雑誌では、貧困・低所得

問題と所得保障、ケア政策を扱った論文が目についた。落合

恵美子らは、ケア提供の役割と責任を担う国家、家族、市場、

コミュニティの４つのアクターを頂点とするケアダイヤモンドを、

ケア政策の特徴を表すモデルとして提示している（落合恵美

子他「日本におけるケア・ダイヤモンドの再編成」、海外社会

保障研究、2010、No.170）。このモデルは、ケア政策の国際比

較だけでなく、時系列比較、所得階層別比較等に役立つ可能

性をもっている。 

高齢者福祉に関する英文雑誌では、軽度認知障害の問題

やターミナルケアの研究が、和文雑誌では、単身高齢者の貧

困、社会的孤立に関する研究が目を引いた。冷水豊「高齢者

の社会的孤立と社会福祉の役割を問う」（社会福祉研究、

2010、106 号）は、社会的孤立の指標と操作基準を設定し、あ

る自治体における孤立高齢者の発現率を求めている。発現率

は、時代も社会も異なる P. Townsend の調査結果に近似して

おり、孤立高齢者は男性、未婚者、子どもなし、貧困・低所得

層という特徴をもつことが明らかになった。生涯未婚率が上昇

するなかで、単身高齢者の生活支援ニーズは、あらためて高

齢者福祉研究の一つの焦点になっていくと考えられる。 

 

教育学・心理学分野に関する学術動向の調査研究 

柘植 雅義（国立特別支援教育総合研究所） 

 

１．調査研究活動の概要等 
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下記の（１）（２）について、特に、発達障害のある児童生徒に

関連する領域を中心に、心理学的及び教育学的研究を進め

た。 

（１）文献調査 

・学術学会の発行する学術誌に関する資料収集を行った 

・著書、論文、関係資料などの収集を行った 

・インターネット上での動向調査を行った 

（２）実地調査 

・各種学術学会の年次大会などに参加して実地調査を行っ

た（国内外） 

・大学・研究所など各種の研究機関に実地調査を行った 

  

 また、下記の学術学会の年次大会に出席し、関連する情報の

収集を行うと共に、研究成果の発表を行った。・ＩＡＲＬＤ

（International Academy for Research in Learning Disabilities） 

 35th Conference (Taipei, TAIWAN)  

 ・日本教育心理学会 第５２回総会（早稲田大学） 

 ・日本特殊教育学会 第４８回大会（長崎大学） 

 ・日本ＬＤ学会 第１９回大会（愛知県立大学） 

 ・日本自閉症スペクトラム学会 第９回大会（宇都宮大学）  

 

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 

○ 日本教育学会、日本教育社会学会、教育史学会、比較教

育社会史研究会等参加して、それらの学会・研究会での研究

動向の調査に努めた。日本教育学会では、政策的な動向を反

映して教員養成に関する関心が高まっていることが、課題研究

の状況から確認できた。日本教育社会学会では、実証研究が

多様に展開しつつあることを確認したが、同時に、そうした研究

の背後にあるべき理論的なベースが不明確化しつつある点に

課題を感じた。教育史学会や比較教育社会史研究会では、歴

史研究の枠組みの問い直しをどう現代化させるかが課題である

ように思われた。そのほか、何種類かの科研費の会合や成果

報告会にも出席し、いろんな分野での研究の進捗状況を確認

した。 

○ 文献、データベース等に基づきまとめた学術研究動向に関

する調査研究の概要 

 グローバリゼーションの進展の中で、教育研究の枠組みがどう

変容しつつあるのかを確認するため、大学院生等に手分けして

EBSCO、CiNii 等のデータベースを用いて多様なキイワードで

網羅的なリストを作らせ、必要なものは入手して検討する作業を

行った。特に、高等教育、シティズンシップ教育、初中等教育

改革、教育機会の不平等などのトピックに焦点を合わせて、研

究の展開を探った。文献調査も、上記のキイワードに沿った文

献の収集と吟味を行った。 

○  他の研究者から聴取することにより入手した学術動向に関

する調査研究の概要 

 現在急速に研究が進展しつつある主題や対象に関して、ま

た、比較的小さなネットワーク内で研究が進展しつつあって、

隣接領域からはわかりにくい主題や対象に関しては、それぞ

れの研究動向に関して詳しいインフォーマントを探し出して、

聞き取り調査を行った。 

 現代の教育改革についての研究に関連した主題や対象に

ついては、上述した学会や研究会そのほかの機会に聞き取り

に努めた。特に、高等教育分野に関しては、この 1 年間の間

にたくさんの人に会って話を伺った。もう一方で、これまで比較

的研究者が関わりを持ってこなかった矯正教育学の現状と課

題を知るために、いくつかの聞き取り調査を行った。 

 

心理学分野に関する学術動向の調査報告 

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 

実験心理学分野を中心に、大会、学術誌、学術会議などの

活動内容等に基づき、22 年度の特徴を分析した。以下のような

特徴を上げることができる。 

１）テーマとしては、感性・感情・表現、社会的認知（顔や視線）

や心の社会的基盤（共感、信頼、公正、互恵、協力など）、

多様な発達（乳幼児、加齢、進化）などに関する企画が目立

った。 

２）方法論としては、非侵襲性の脳画像研究が多分野に浸透

し、感性工学、比較認知科学などの視点とともに、学際的研

究の姿勢がより深まってきた。 

３）国際化、特にアジアとの連携強化が強く打ち出された。とり

わけ、韓国心理学会とは双方の大会において密接な交流

がもたれた。2016 年の日本での国際心理学会（ICP）開催の

決定を受け、今後いっそう、東アジア地域の連携を基盤に、

世界の中での日本の役割を明確にする動きが高まるものと

思われる。 

４）心理学分野の活性化のための導入教育、資格問題、キャリ

アパス、若手研究者要請について、踏み込んだ議論が行わ

れた。この背景には基礎研究者の減少がある。 

５）学問の社会貢献、社会への還元が意識され、大会や最先端

研究プロジェクト WISH（Web for the Integrated Studies of 

the Human Mind）事業においても、社会の要請に応える視

点が強く打ち出された。一方、公開シンポジウムや体験型展

示などを通して、一般社会への研究の普及を意図した活動

も多く見られた。 

６）こうした姿勢は、年度末に起こった東北関東大震災の際に、

社会心理学会が関連する研究サイトを整理し正確な情報を

迅速に発信したことや、日本心理臨床学会が春季大会を中

止し、被災者の心のケアに専心したことなどにも垣間見るこ

とができる。心理学は基礎研究においても、注意とヒューマ

ンエラー、疲労と安全、リスク評価、意思決定システム、援助

行動・ボランティア行動、流言飛語・風評被害など、多様な

成果を蓄積している。実際の場での適用が望まれる。 


