
平成 26 年度学術研究動向等に関する調査研究 報告概要（社会科学専門調査班） 

社会科学分野 
武川 正吾（東京大学大学院人文社会系研究科・教授） 

 

 日本、韓国、中国、台湾、イギリス、ドイツの社会科学

（主に社会学）の学術研究動向等を、研究協力者の協力を

得ながら調査した。 

 日本では災害研究が引き続き重要な研究領域として研

究が継続されているが、社会学分野における災害研究は近

年新たな特徴を帯びてきている。現状報告を超えて「災害

を社会学的にどのように分析するか」が新たなテーマとな

っている。高齢化やグローバル化は引き続き重要なテーマ

である。 

 中国の社会学会では、政治社会学、質的社会学、社会心

理学、老齢・老年研究、ソーシャル・ワーク、科学社会学

などの研究領域が新たに登場していた。そして、最も注目

されているのは農村研究、社会建設と社会管理、社会治理

と人口移動（国内）の四つである。 

 韓国の社会科学では、教育学・法学・経営学の学術研究

の動きが活発となっていた。社会学に関しては、経済社会

学、歴史社会学などが盛んであり、学会のシンポジウムの

テーマは＜不安の時代＞をキーワードにした、多重格差時

代の社会統合戦略であった。 

 台湾の社会科学では、グローバル化もさることながら、

政治的な理由もあって両岸関係（メインランドと台湾）に

焦点を当てた研究が見られるようになっている。社会学で

はアイデンティティ・ポリティクス､市民社会､社会関係資

本などが研究テーマとして注目されている。 

 イギリスの社会学会では、学説史的検討からグローバル

化した世界における最先端のテーマまでをも包括する、英

国社会学の集大成とも言える論集が発刊されていた。また、

新しい研究動向として、（社会）政策に対する事前／事後

の評価が問われるようになっている。 

 ドイツの社会学会では近年、「危機の日常化」「ポスト成

長社会の社会学的研究」「老年学と福祉国家論」「グローバ

リゼーションに関する学際研究」「社会システム理論と批

判的社会理論」「マックス・ヴェーバー生誕 150 周年とそ

の研究動向」といったテーマをめぐり研究が蓄積されてい

た。 

 学術の国際交流としては、ＩＳＡ（国際社会学会）の大

会が日本の横浜で開催されたことが特筆に値する。6,087

名の参加があり、過去最大の大会となった。 

〔謝辞〕本調査研究活動を実施するため，赤川学，出口剛

司，三浦倫平，李彩雲，張継元の各氏の協力を得た．記し

て感謝する． 

 

社会科学分野－北米における社会科学分野の日本

研究の衰退の実態とその原因の調査 

河野 勝（早稲田大学政治経済学術院・教授） 

 

 研究動向調査では、北米における社会科学分野の日本研

究の衰退の実態とその原因を把握するため、アメリカのコ

ロンビア大学、カリフォルニア大学サンディエゴ校

（UCSD）、カナダのトロント大学という三校を対象に、

聞き取り調査を実施した。学術振興に関連しては、昨年度

に引き続き、大学で提供される学術的知識と実社会で流通

する知識とのあいだの乖離を明らかにすべく、学術的知見

に関連したアンケート調査を早稲田大学の学生と卒業生

を対象に実施した。後者は来年も継続して行うので、以下

では前者から得られた結果を報告する。 

 北米における日本研究のプレゼンスの低下には、日本経

済の長期にわたる低迷や対照的な中国の台頭、さらには

（とくに韓国に比べて）日本政府が北米での日本研究関連

ポジションの維持にそれほど積極的に関与してこなかっ

た、といった要因が影響している。しかし、こうした「外

在的」な要因に加え、社会科学の学術動向に直接関係する

要因も働いている。具体的には、日本経済論や日本政治論

の講座が減っているのは、そうした科目の担当者が引退し

たり他大学に移ったりした場合にそれを補充する人事採

用が純粋に日本関連のポジションとしてなされないから

であるが、その理由は、社会科学全般の「脱地域化」傾向

が顕著になってきたこと、そしてその傾向を「テニュア条

件の厳格化」が加速化しているからである。たとえば、

UCSD Megumi Naoi 氏からの聞き取り調査によれば、政

治学では、かつては政治学の査読つき論文の業績がなくて

も、地域研究の査読つき学術誌や編集された本の章複数と

単著の本一冊があればテニュアがとれたが、現在では政治
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学のトップジャーナルに掲載された業績がないとほぼテ

ニュアを獲得することはできない。ヨーロッパやラテンア

メリカ研究とくらべ、とくに日本研究は、研究を可能にす

るレベルの言語習得の壁が高く、また現在の政治学では計

量手法が要求されるため、言語の習得と方法論の習得とが

トレードオフの関係に置かれる。トップジャーナルで要求

される方法論の水準は高まりこそすれ低くなることはな

く、このトレードオフ問題は、年々深刻化していると考え

られる。 

 以上からは、悲観的な結論が導きだされる。北米におけ

る日本研究の衰退が外在的要因におもに起因するのであ

れば、それは経済が好転したり政策を転換したりすること

で食い止められるかもしれない。しかし、社会科学の学術

的動向そのものに原因があるのならば、脱地域化傾向から

の反転、さらにはテニュア条件の緩和が起こらない限り、

その衰退に歯止めをかけることはむずかしいと考えられ

るからである。 

 

社会法学（経済法学）分野 
川濱 昇（京都大学大学院法学研究科・教授） 

 

 今年度は、法学における実証研究の現状を、経済法を中

心に検討した。法の学際研究の中心値である米国の実定法

学において、実証研究のシェアが主要法学雑誌掲載論文の

１割に達している。本年度は経済法に焦点を絞って実証研

究の内容について検討を行った。経済法のかかる実証分析

としては Merger Simulation をはじめとして法律要件に

関する司法事実レベルでの実証研究がかねてから普及し

ていた。実際、Merger Simulation 等の手法が他の法務分

野以上にテクニカルなものであることは明かである。しか

しながら、経済法学の分野では Merger Simulation など法

的介入の具体的な効果に関する実証分析は乏しかった。経

済法学で行われている実証研究のほとんどはカルテル執

行の現状やサンクションの有効性、制度変更が訴追活動に

どのような影響持ったかという司法行動論、行政過程論の

カテゴリーに属するものであった。経済法学の実体規制に

関わるモデルの当否、たとえば再販における合理的選択論

による分析と行動経済学による分析のどちらが現実説明

力を持つか、あるいは排他条件付取引における強制の契機

が反競争効果を拡大するという仮説の当否といった問題

についての実証研究はほとんどない。さらに、消費者厚生

へ影響を実証分析する研究もごく僅かである。これは、実

証研究の流行に対する懐疑的論者の「実証研究が盛んな領

域は、入手しやすい情報があるか否かで決定され、法政策

的な重要には依存しない」といった主張を裏付けるものか

もしれない。もちろん、例外的にデータ入手が困難であっ

ても、法政策的に重要な実証研究の試みはある。また、わ

が国でも法実務において、優越的地位の濫用規制での

Difference in Difference の利用や、法的介入の因果効果の

分析が始まりつつある。当事者の主張の一部に過ぎず、学

術的な批判に耐えた研究ではないが、このような利用の存

在は今後のアカデミズムにおける実証研究のきっかけと

なる可能性はある。 

 

国際関係論分野－紛争研究を中心に 

月村 太郎（同志社大学政策学部・教授） 

 

１．紛争研究に関する調査研究活動の概要等 

１－１．出版物・学会活動に見られる紛争研究 

 平成 26 年度（2014 年度）は、第一次世界大戦開戦後

100 年であった。その為に、欧米においては、Jay Winter 

(ed.), The First World War (3vols, Cambridge University 

Press, 2014) を始めとして、前年度に引き続き、大部な研

究書が出版された。我が国においては、やはり主たる戦争

当事者ではなかったこともあって、一般的関心が第二次世

界大戦より低いとはいえ、山室信一・岡田暁生・小関隆・

藤原辰史編『第一次世界大戦』（全 4 巻、岩波書店、2014

年）が出版され、特に第 1 巻（世界戦争）、第 2 巻（総力

戦）は国際関係論分野にも関係が深い。 

 また、日本国際政治学会の 2014 年度研究大会（11 月 14

日～16 日、福岡国際会議場）においても、共通論題のテー

マは「世界戦争 100 年、地域紛争・戦争と国際政治」であ

った。その他、部会や研究分科会の報告でもいくつか紛争

を取り上げた報告があった。 

内外の政治情勢からも、我が国における紛争研究の重要

性はいよいよ明らかである。今後も、様々な事例を分析対
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象とした紛争研究、多様なアプローチやディシプリンによ

る紛争研究が求められることになろう。 

１－２．海外調査 

 平成 25 年度のスリランカに続き、平成 26 年度はインド

ネシアのアチェに関する調査を行った。スリランカとアチ

ェは、長期間にわたる内戦の舞台となっていたこと、2004

年 12 月 26 日のスマトラ沖地震による津波で反政府側（ス

リランカはタミール・イーラム解放の虎［LTTE］、アチェ

は自由アチェ運動［GAM］）が甚大な被害を受けたこと、

という共通点がある。また、いずれも内戦は津波の後に程

なくして終了している（スリランカは 2009 年、アチェは

2005 年）。 

 しかし、政府側の圧倒的勝利に終わったスリランカと、

国際社会が仲介した和平交渉によって内戦が終了したア

チェとは、対照的である。最後まで抵抗したグループが壊

滅させられた LTTE とは異なり、GAM の幹部の多くはア

チェ州政府の幹部に横滑りし、州政府は地元で産出される

天然資源（主に天然ガス）の利益を優先的に得ている。ま

たアチェではインドネシアの他地域と異なり、シャリーア

（イスラム法）が施行されている。国際社会が仲介した和

平交渉による「紛争後」に順調に復興・発展している事例

は稀であり、アチェのケースについては比較紛争研究の事

例として、更なる研究が必要である。 

 

経済・経営学（とくに金融・ファイナンス）分野 
平木 多賀人（東京理科大学経営学部・教授） 

 

世界では特に金融・経済危機以降、「金融・ファイナン

ス」が産業のインフラとして最も必要な役割を果たすこと

が再認識され、産学の連携・統合がさらに重要視されるよ

うになった。日本は対照的に「金融・ファイナンス」分野

で世界的に見たら研究生産性は低く、産業インフラとして

の役割を果たせないまま今日に至っている。このような問

題意識の下で、わが国の「金融・ファイナンス」の学術イ

ンフラの未整備がどのように産業の競争力に影響を及ぼ

していったかを調査、分析した。 

 まず、興味深いことに、わが国においては、どのファイ

ナンス領域の学会においても大学関係者と実務家間で会

員数ほぼ拮抗している。一方で両者間での真の協業はあま

り見られず、産においても学同様に成果はほとんど上がっ

ていない。これは世界的に見ても皮肉なパズル現象である。

このパズルの背後には、i) 産学連携のインセンティブ醸成

要因の欠如、ii) メディア（媒体）の伝達能力欠如、iii)研

究組織の セクショナリズムの問題などがあることが調査

結果から明らかになった。次に、わが国ではなぜこの分野

で産学相乗効果が形成されないまま今日にいたった原因

を探るため、プリミティブ・ユニットとしての「ファイナ

ンス」教育・研究の構造要因を分析した。日本の大学の経

済学・経営学の縦割り組織では、競争力あるカリキュラム

マスを形成することがほぼ不可能であることも合理に推

論できる点を確認した。マスが形成されないなら、組織的

に分断されたままなので、ファイナンス研究者は成果を上

げにくく、実務の世界的競争に有効に寄与することができ

ない。さらに、日本の経済・産業の再生のためには、実は

「金融・ファイナンス」分野の研究が今最も必要とされる

ことに産学官で気づいてない課題がある点も状況証拠か

ら推察できた。この課題の解決には、日本のファイナンス

研究が停滞している間に画期的な金融教育政策で急速に

世界水準競争力を獲得したシンガポールや他のアジア諸

国の事例がおおいに参考になる。 

本研究課題遂行から、１）アカデミックスと実務の真の

協業、２）ビジネス教育カリキュラム改革、そして３）フ

ァイナンス研究と競争力強化への組織的対応がわが国経

済産業再生においては喫緊の課題となることを学んだ。 

 

理論経済学分野 

柴田 章久（京都大学経済研究所・教授） 

 

昨年度に引き続き、日本で最大の経済学会である日本経

済学会の大会報告内容の時系列的変遷についての分析と

経済学研究科と経済系の附置研究所を持つ 5つの国立大学

(東京大学、一橋大学、京都大学、大阪大学、神戸大学)を

対象とした国際的発信状況の分析を行った。 

具体的には、1990 年、2000 年および 2010 年以降の日

本経済学会での大会報告内容を分析することにより、（１）

2010 年以降、「行動経済学・実験経済学」に関する報告シ
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ェアは「国際経済学」のように早くから確立された分野に

匹敵する水準に達している、（２）2000 年前後より、結婚、

出産、育児、子供の教育あるいは介護といった問題を対象

とする「家族の経済学」に関する研究が増加している、（３）

東日本大震災や世界金融危機を受けて「災害の経済学」や

「金融危機」に関する報告が増加している、（４）先端理

論の成果を踏まえた上で、計量的手法を用いる経済史研究

が増加する兆候が見られる、（５）1990 年時点では、純粋

な理論分析が高いシェアを占めていたが、現在では少子高

齢化や震災の発生など現実的重要性の高い研究課題の研

究シェアが増加している、という事実を明らかにした。さ

らに、若手研究者（ポスターセッション報告者）を対象と

して、2014 年秋季大会から導入された「フラッシュ･トー

ク」セッション（一人一分の時間で自身の研究を紹介）を

通じて、現在の若手研究者が、最先端の理論研究はもちろ

んのこととして、ミクロ・データを重視する実証研究や、

医療・社会保障や教育問題あるいはエネルギー問題など現

実的に大きな重要性を持つトピックにも意欲的に取り組

んでいることを若手研究者本人のプレゼンテーションに

より確認することができた。同時に、幅広い分野の聴衆に

対して短時間で明快に自らの研究の意義を伝える能力を

養うことの重要性が著しく高まっていることが明確にな

った。 

また、国際的発信状況の調査に当たっては、トムソン・

ロイター社の提供する Web of Science を利用し、客観的指

標に基づいて上位 50 誌および上位 100 誌の国際学術誌を

選択し、それらへの論文掲載状況を調査した、さらに、

Wen of Science に含まれている Social Sciences Citation 

Index を用いて発表論文の被引用状況についての調査を行

った。この結果を、2009 年時点および 2013 年時点での状

況と比較することにより、2014 年時点ではそれ以前の時

点に比べて、国際学術誌への掲載数は横ばい、もしくはや

や減少傾向にあるが、被引用数は増加しているということ

が明らかとなった。 

 

社会学・ジェンダー研究分野 
牟田 和恵（大阪大学大学院人間科学研究科・教授） 

 

7 月に横浜パシフィコにおいて 100 を超える国・地域か

ら6000名余の社会学者を集めて開催された第18回世界社

会学会大会では、二部に分かれて行われた Presidential 

Plenary （I,II）が、それぞれ「格差社会と向き合う」「格

差社会への代替案」というテーマであったことに象徴的な

ように、グローバル化が一層進行する現代社会での格差・

貧困問題が重要な一つのテーマとなった。加えて、福島の

原発事故を含む環境問題、教育・家族・若者/高齢者問題等々

が熱心に議論された。また、50 を超える RC（Research 

Committee）のうち、ジェンダー問題を扱う Women in 

Society がもっとも多い報告者を集め多数のセッションが

持たれたのも特徴的であった。クオータを含む女性の代表

性問題、性暴力、貧困の女性化、発展とジェンダー、環境

とジェンダー、性的マイノリティ問題など、多彩なテーマ

が国際的に各セッションで議論された。なお、この大会が

成功裡に実現されたことは、日本の社会学界の国際化の証

でもあり、今後のさらなる展開に大きな貢献となるであろ

うことを付言しておきたい。 

国内のジェンダー関連学会等における情報収集から、現

在の喫緊のジェンダー問題としてとくに浮かび上がって

きたのは、ケアをめぐる問題と性暴力問題である。誰もが

ケア・依存とは無縁でいられない高齢社会のなかで、ケア

フェミニズムの知見が近年注目されてきたが、26 年度にお

いても諸学会で活発に議論された。公正・正義の社会構想

と実践をつないでいく研究が今後さらに求められている。

慰安婦問題を含む性暴力問題に関しては、CDEAW（国連

女性差別撤廃委員会）からの度重なる勧告を受けつつも、

日本での取り組みは司法・立法・行政のいずれにおいても

遅れているが、ジェンダー・フェミニズム研究の分野では、

26 年度はさらに危機感を強めて種々の学会・大学ほか諸機

関で活発な研究と交流が行われた。このテーマについては、

韓国・中国のジェンダー関連学会・研究組織との交流も進

んでおり、アカデミズムや社会全体への先鞭をつける貢献

をなしうると考える。 

 

社会福祉分野：とくに社会福祉における権利擁護

の問題を中心にして 

秋元 美世（東洋大学社会学部・教授） 
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（社会福祉学の学術研究動向：社会福祉に関連する諸学会

の学術大会を通して） 

 福祉関連の諸学会での学会活動を通してみられる特徴

として、まず、それぞれの学会が守備範囲としている学問

領域での学術研究について、これまでの研究活動をあらた

めて振り返るとともに、今後の研究活動の展望について議

論を行おうとしていることがうかがえる（日本子ども福祉

学会大会テーマ「子ども家庭福祉学の到達点とこれから」

など）。さらにもう１つの特徴として（これは前年度から

引き続き見られる特徴でもあるのだが）、震災にかかわる

それぞれの学問領域での研究活動を、理論的・実践的に総

括する試みがなされていることが挙げられる。 

（社会福祉分野において注目される新たな研究動向） 

 社会福祉分野における新たな研究動向として注目され

るのは、社会福祉に関連する他の学問領域との連携を前提

にした研究が、さまざまな形で進んできているという点で

ある。そしてこの点で特に注目されるのが、司法と福祉と

のかかわりである。司法と福祉の関係については、高齢受

刑者の問題など、社会的に関心が高まってきており、また

実務的にも刑務所に社会福祉士が配置されるなどの動き

が見られる。司法と福祉の分野に見られる動向は、学術研

究が社会的要請に対応していくという意味でも注目され

る。 

（権利擁護にかかわる調査） 

 調査研究活動としては、主に「社会福祉と権利擁護」に

ついて行った。この分野における注目点は以下の通りであ

る。まず、全体的な傾向としては、論文数の増加傾向が見

られる。とりわけ、ここ数年の論文数はかなり高い数字と

なっている。また近年は、社会福祉学プロパーの雑誌に掲

載されることが増えている点も注目できよう。たとえば社

会福祉学会の学会誌（『社会福祉学』）に掲載された論文数

は、この期間で 6 本だが、そのうち 2000 年以降が 5 本を

占めている。 

 社会福祉と権利擁護にかかわる問題の実情について、岡

山県などでの取り組みを対象にした調査研究を行った。興

味深い動きとして、「リーガルソーシャルワーク」という

概念が用いられるようになっていることが挙げられる。社

会福祉学においては、個別性・多様性・柔軟性を重んじる

社会福祉の特性と、リーガリズムとして特徴付けられるリ

ーガルな側面とは、相互に相容れない部分があるというの

が従来の一般的な理解であった。こうした従来の理論的な

共通理解を踏まえ、かつ今日の動向に照らしつつ、あらた

めてリーガルな特性と福祉の特性とのかかわり方につい

て検討することが、社会福祉学に求められている今日的な

学術的検討課題の１つになっているようである。 

 

特別支援教育分野－情緒・行動障害を中心に－ 

園山 繁樹（筑波大学人間系・教授） 

 

近年の世界規模での学術研究の進展、急速なグローバル

化、インクルーシブ教育理念の広がり、障害者権利条約の

批准、日本社会の変化等により、特別支援教育分野でも従

来とは異なる学術研究の動向が生まれている。 

1 つは、自閉症をはじめ、学際的な研究の推進である。

医学的、脳科学的な研究はもとより、工学や情報学などか

らのアプローチも始まっている（例えば、ロボット介在活

動の効果等）。これらの研究成果は自閉症の本態の解明に

寄与したり、特別支援教育の新たな方法論に繋がることが

期待される。 

2 つめは、いわゆる「合理的配慮」の実施は、特別支援

教育分野のみならず、社会参加、社会生活の上で不可欠の

ものであり、ひいては誰もが住みやすい社会の構築に繋が

ることが期待される。 

3 つめは、昨年度の実績報告書で指摘した「特別支援教

育における選択性緘黙に関する研究の不足」に関して、学

術図書や啓発的な図書がこの 1年で 5冊出版されたことは

大きな進展であり、特別支援教育関係者の重要な情報源に

なり、今後一層実践的な研究が進むことが期待される。 

一方、今後取り組む学術研究の課題として、以下の 2 つ

のことが挙げられる。 

第 1 に、一昨年と昨年の実績報告書で指摘した「英才教

育や才能教育」については、まだ十分な研究が行われてい

ないのが現状である。世界の特殊教育・特別支援教育は障

害児教育と英才・才能教育の二本立てである。英才・才能

児は通常の教育方法・内容では十分な学習効果が得られな
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かったり、行動・情緒的な不適応が現れることが少なくな

いことが明らかになっている。学術研究だけでなく、特別

支援教育にそれらを明確に位置づけた制度作りが早急に

求められる。 

第 2 に、教員以外の専門職やボランティアの参画、及び

グローバル化に伴う諸課題への対応である。様々な障害種、

障害の程度、大きな個人差等に対応するためにはより一層

の専門性が求められ、それらを教員の専門性だけに求める

には無理がある。言語指導、身体の動きの指導、問題行動

への対応等は、教員以外の専門職の参画が必要であり、多

専門職協働型の研究が求められる。また日本語での会話が

困難な海外からの移住者（障害を有する児童生徒、及び保

護者）に対する特別支援教育、並びに海外に赴任・移住し

ている日本人に対する特別支援教育体制作りも、喫緊の研

究課題となっている。 

 

教育学分野 
湯川 嘉津美（上智大学総合人間科学部・教授） 

 

教育学分野の学術研究の動向について、教育学関連の学

会、学術雑誌・図書を対象に調査研究を行った。 

学会の研究動向については、日本教育学会、教育史学会、

日本保育学会等の年次大会に出席し、シンポジウム、課題

研究、研究発表をもとに調査を行った。近年の教育学研究

の傾向として、グローバル化の進展に伴う教育の問題や格

差と教育をめぐる問題、「子どもの貧困」が重要課題とな

っており、学会のシンポジウムや研究発表でもこれらのテ

ーマを取り上げるものが多い。また、戦後 70 年を前に、

戦後教育学の検証も行われるようになっており、今後、戦

後教育学を対象とする教育学史研究に発展することが期

待される。教育史学会では「教育史研究は現実の諸実践に

どう影響をもちうるか―教育史研究のレリバンスを問う

―」と題するシンポジウムが開かれたが、その背景には、

教育史研究と現実の教育との関係性が稀薄化し、現代教育

の課題解決に役に立っていないという危機感がある。研究

の細分化が進み、「瑣末実証主義」との批判も聞かれる今

日、「教育史研究のレリバンス」は今後も問われ続けるだ

ろう。他方、日本保育学会では、子ども・子育て新制度の

実施を目前にして、これをテーマとするシンポジウムや講

演が開催され、新制度の課題と可能性がさまざまな角度か

ら議論された。また、研究発表でも保育の質の向上や幼保

小連携、子育て支援、保育者養成など、今日的課題に応え

ようとする研究が数多くなされている。 

教育学分野の学術論文・図書についていえば、論文数・

図書の出版数はいずれも増加している。しかし、中には先

行研究批判の不十分なものや研究としての意義が見出し

にくいものなども散見され、数の増加がそのまま研究の盛

行とはいえない状況にある。そうしたなかで、『教育学研

究』において、「保育学と教育学の間」という特集が組ま

れ、両者の交流が図られたことは注目される。幼保小の連

携や接続、保育者や教師の養成をめぐる問題等が政策課題

となり、「子ども学」という新たな学問領域の構築が求め

られている今日、保育学と教育学の連携による、学際分野

における新機軸の提示が期待される。 

 

臨床心理学分野：国外の学術大会にみる臨床心理

学の研究テーマの動向 
大森 美香（お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研

究科・教授） 

 

学術領域としての臨床心理学は、種々の心理的問題の形

成要因や心理的援助の有効性について科学的実証をめざ

す領域である。アメリカ心理学会(American Psychological 

Association, APA)によれば、臨床心理学は「科学、理論、

実践を統合して、人間行動の適応調整や人格的成長を促進

し、さらには不適応、障害、苦悩の成り立ちを研究し、問

題を予測し、そして問題を軽減、解消することを目指す学

問」と定義される （APA, Division 12, 1992)。すなわち、

個人の心理的問題に対し科学的解明を基盤とした問題解

決、そして基礎的理論の応用可能性の探索を行う領域であ

り、理論と実践の両側面をもつ特徴を有している。伝統的

には、心理的問題を扱う分野として発展した臨床心理学理

論は、1980 年以降になると身体的健康に対する行動変容

のためにも応用されるようになり、健康心理学の領域が確

立されるようになってきた。また、心身の問題の解決と健

康促進の領域として、人文科学、認知科学、精神医学、医
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学、公衆衛生などの領域と共同が行われる学際的な領域で

ある。 

今日の臨床心理学が対象とする生活領域は教育、医療、

産業、司法に及び、対象とする発達段階も乳幼児期から高

齢者までをカバーする。必然的に、研究テーマやキーワー

ドが非常に広範な領域をカバーすることになる。本学術動

向調査では、北米（2014 Annual Convention of American 

Psychological Association）およびヨーロッパの学術大会

（ The 28th International Conference of Applied 

Psychology）の参加を通して、その開催状況やテーマから

臨床心理学の近年の動向を調査した。 

心理学とテクノロジーの統合は現在主要なテーマの一

つであり、臨床心理学領域における応用としても関心が高

まっている。例として、2014 年 APA 年次大会では、 高

齢者介護施設における動物型ロボットの効果に関するシ

ンポジウムが開催されていた。また、 APA が公刊する

Review of General Psychology という雑誌においても、

2014 年 に は 、“ The Effects of Robot-Enhanced 

Psychotherapy: A Meta-Analysis”と題する論文が掲載さ

れるなど、心理療法へのロボットの応用についての着目が

高まっていることがうかがえた。 

 

実験心理学、認知科学分野 

横澤 一彦（東京大学大学院人文社会系研究科・教授） 

 

 実験心理学及び認知科学分野（特に、認知心理学関連分

野）は、認知行動の実験的観察を通じて、心理現象の機序

を解明しようとする、心理学の中の基礎的な学問分野であ

る。その中で、様々な特徴や感覚の統合処理から行動に至

るまでの認知過程、すなわち統合的認知に関する研究を、

注意、オブジェクト・情景認知、身体と空間の表象、感覚

融合認知、美感、共感覚という６研究テーマに分け、６つ

の国内外開催の学術会議に参加し、研究動向を調査した。

国際会議は、Vision Sciences Society annual meeting、

Annual conference of the Cognitive Science、Annual 

meeting of the Psychonomic Society、国内会議は、日本

認知科学会大会、日本心理学会大会、日本基礎心理学会大

会である。調査した６学術会議の発表件数約 6000 件であ

り、そのうち約 10％（613 件)が、統合的認知に関する発

表が占めていた。 

 注意に関する研究は、引き続き統合的認知の半数を占め

ており、個人差の問題や、報酬系との関連などは新しい研

究群といえる。オブジェクト・情景認知に関する研究は、

統合的認知の中で注意研究に次いで発表件数が多く、オブ

ジェクト認知と情景認知に関するぞれぞれの神経メカニ

ズムが取り上げられている。身体と空間の表象に関する研

究として、サイモン効果などの空間表象に関する研究が、

基礎心理学においては基本的な問題として捉えられてい

る。感覚融合認知に関する研究は、その大半は視聴覚相互

作用もしくは視触覚相互作用の研究である。美感に関する

研究は、実験美学の新展開として今後の発展に注目してい

くべきだろう。共感覚に関する研究は、特異な現象である

にもかかわらず、色字共感覚や色聴共感覚を中心として、

定常的に研究発表が行われるようになっている。 


