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1．はじめに： 
心理学の科学技術コミュニケーション

再現可能性の問題は，心理学が科学である（あ
ろうとする）からこそ生じたものといえる。本稿
では，まず心理学全般の科学技術コミュニケー
ションの現状に触れた後，再現可能性の問題につ
いて科学技術コミュニケーションの観点からコメ
ントする。

科学技術コミュニケーションとは，科学技術の
専門家と市民が同じ目線で語り合うコミュニケー
ションのことである。専門家が市民に対して一方
的に知識を提供する「理解増進活動」とは異な
り，双方向性を重視した概念である（北海道大学
科学技術コミュニケーター養成ユニット，2007）。
平成 16 年版科学技術白書（文部科学省，2004）
では，社会とのコミュニケーションのあり方とし

て，科学者等はただ単に知識や情報を国民に発信
するのでなく，国民との双方向的な対話によっ
て，国民のニーズを共有し，科学技術に対する国
民の疑問や不安を認識する必要があると指摘され
ている。

心理学は市民が関心を持ちやすい分野である。
心理学を知りたいという市民のニーズが見え，心
理学に関する一般向けの書籍や雑誌記事，TV 番
組も大量に存在するため，一見すると心理学の双
方向的な科学技術コミュニケーションはそれほど
難しくなさそうである。しかし，市民が思い描く
心理学は，科学としての心理学との間にギャップ
がある。メンタルヘルスや対人関係など一部の領
域だけが心理学だと思われていたり，血液型性格
診断のように科学的には誤った情報が広められて
いたりする（楠見，2013）。このようなギャップ
があるままでは，双方向的なコミュニケーション
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をしようとしてもすれ違いが生じるであろう。こ
のようなギャップの存在は心理学者には以前から
認識されており，これを埋めるべく，心理学とは
どういう学問かを丁寧に解説する書籍も出版され
て い る（た と え ば 道 又，2009； 中 西・ 今 田，
2015）。しかし，これらの書籍は大学で心理学を
学びたいと考える高校生を主な読者と想定したも
のであり，すでに心理学のイメージを形成してい
る（それが正しいか否かは問わず）市民があらた
めて「心理学とはどういう学問なのだろう」と書
籍に手を伸ばすことは，残念ながらそれほど多く
ないように思う。

2．再現可能性の問題を 
市民はどう受け取るか

そうした状況で，心理学研究の再現可能性の問
題は，市民にどう受け取られるであろうか。

本特集でたびたび言及されている，心理学研究
の再現可能性に関する Open Science Collaboration
の論文（OSC, 2015）は，科学コミュニティのみ
ならず市民向けのマスメディアでも取り上げら
れた。たとえば米国のニューヨーク・タイムズや
英国のガーディアンといった全国版一般紙がこ
の研究結果を報じる記事を掲載している（Carey, 
2015；Sample, 2015）。また，米国ワシントンポ
ストはブログ記事でこの研究を紹介している

（Archenbach, 2015a）。国内を見ると，全国版一般
紙である読売新聞，朝日新聞，毎日新聞では触れ
られていないが，AFP 通信のニュースが翻訳さ
れ，「心理学の研究結果，6 割以上が再現不可能　
検証調査」と題して配信されている（AFP 通信，
2015）。また，一般紙ではないが広く閲覧されて
いるポータルニュースサイトである Yahoo ニュー
ス，MSN ニュースが AFP 通信の記事を転載して
いるほか，ITmedia ニュースは AFP 通信の記事を
参考にして独自に執筆した記事を掲載している

（大村，2015）。
ITmediaニュースの記事は， AFPの記事よりも柔

らかい文体にしようとしたのだと思われる。この
記事のリード文は，次の通りである。「『これは心
理学の研究成果だ』と言われると，人はつい信用
してしまう。だが実のところ，心理学や社会科学
の 『研究成果』 の 6 割以上は再現できない―そ 

んなショッキングな研究結果が米科学誌 『Science』 
（8 月 28 日付） に掲載された」（大村，2015）。こ
の記事のカテゴリは「うわさ」とされており1)，
記事の末尾には「このうわさ，信じる？ 信じな
い？」と題した投票欄があった。心理学の研究成
果（心理学者にとって望ましい結果か否かにかか
わらず）を専門外の人にも知ってもらえること
は，科学技術コミュニケーションの観点からいえ
ば歓迎すべきことである。しかし，うわさや占
いのような，信頼性や再現性を問うエビデンス
すら存在しないものと同列に扱われると，社会心
理学者のはしくれとして落胆を禁じえない。

この問いに対し，「信じる」という回答は 89%
であった。これは「6 割以上が再現できなかった」
という研究報告が本当になされたと思うという意
味とも取れるが，ポータルサイトの記事につけら
れたコメントを見ると（「再現できないものは，
科学とは言えない。当たり前。（ITmedia でのコ
メント）」「ホンマでっか！？ あの番組を観たこと
があれば，いい加減なことくらい解る。（Yahoo
ニュースでのコメント）」），4 割しか再現できな
い「心理学の研究は全体的に信用できない」と過
度に一般化されて心理学への信頼が失われている
のではという懸念が頭をもたげる。

OSC（2015） の論文に対しては 2016 年 3 月に
Gilbert et al. （2016） が反論となるコメント論文を
出しており，こちらの内容もいくつかの一般紙で
紹介されている。AFP 通信の記事のタイトルは

「心理学研究の信頼性に疑問を呈した論文は『誇
張』，米ハーバード大研究者ら」である（AFP 通
信，2016）。心理学の研究は全体的に信用できな
いと思った人がいるならば，この反論も紹介して
心理学の研究とはどういうものであるかを説明し
たくなるところであるが，こうした経緯を逐一説
明したいのは心理学者の都合であり，市民の側に
それを粛々と聴く義理はない。市民が知りたいこ
とを拾うとすれば，最もシンプルな問いの 1 つは
おそらく「で，結局心理学の研究は信頼できる

1) ITmedia の記事カテゴリ（2016 年 4 月 24 日時点）は，
速報，STUD/O，ベンチャー人，製品動向，ネットの話題，
社会と IT，セキュリティ，企業・業界動向，ブログ，うわ
さ，過去記事，ベンチャーニュース，転職・求人となって
おり，科学に相当するカテゴリが存在しないため，「うわ
さ」カテゴリに入れられたことはやむをえないのかもしれ
ない。
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たとえば 6 割以上再現できずという記事を受け
て，では心理療法も根拠のないものなのか，とい
う懸念を抱く人がいるかもしれない。その場合，
今回の研究では臨床的研究が対象になっていない
ことを説明して「安心」してもらった上で，では
今回何が問題なのかを語ることができるかもしれ
ない。
「所詮心理学は科学でない」という批判や，「物

理や化学のようなきちんとした科学と一緒にする
な」というクレーム2) に対しては，渡邊（2016）
が指摘するような，現象や分野によってどの程度
の再現性が妥当と考えるべきかについて語ること
ができそうである。心理学の中でも抱える問題の
側面は少しずつ異なる。社会（e.g.， 藤島・樋口， 
2016），認知（山田， 2016），発達（森口， 2016），
動物（澤・栗原， 2016）といった心理学の異なる
領域間の協働は，お互いに得るものが多いはず
である。心理学の外へ出て，神経科学（鮫島， 
2016），医学，生物系などの研究コミュニティと
の協働も可能であろう。

さらにいえば，これは心理学や生命科学のよう
な “ソフトな” 科学に限った話ではないことを強
調し，物理や化学など “ハードな” 領域の科学コ
ミュニティも巻き込んで，科学的研究とはどのよ
うなものかという，より広範な科学への関心を引
き出すこともできるのではないだろうか。もしそ
れができれば，敷居の低い「心理学」という入り
口から，市民を科学という営みのディープな世界
へ誘うことができる。心理学は科学技術コミュニ
ケーションを牽引する役割を担えるかもしれない。

4．おわりに： 
誰がそれをするか

直接的追試と科学技術コミュニケーションは，
奇しくもその活動が研究者としての業績に結び付

の，できないの？」ではないだろうか。もちろん
これは簡単に答えられる問いではない。答えられ
ないというだけでは市民のニーズに応えることに
はならないであろうが，だからといって心理学研
究がどのようなものかを説明せずに，研究の再現
可能性や信頼性について市民と語ることは不可能
であろう。
「このような研究成果が得られました」とマス

メディアで報じられるような研究成果そのもの
や，背後にある方法論，あるいはふだん研究者が
行っている研究実践は，博物館や美術館などと
いった展示施設にたとえられるかもしれない。ふ
だん注目されるのはもっぱら研究成果という「展
示物」であるが，その背後，すなわち「バック
ヤード」にある研究プロセス（先行研究を読む，
研究計画を吟味する，研究材料を作成する，分析
ツール使用の腕を上げる，など）は，研究成果を
得るために必要不可欠なものである。バックヤー
ドツアーは普段見られない部分を見られるとして
近年人気の催しであるが，多少なりとも表の展示
を知っているからこそ裏側の意外な姿に驚くので
あろう。また，裏側を知ってからあらためて表側
の展示を見ると，表側の展示に感じる面白さも増
す。ただし，ガイドなしのバックヤードツアーは
ありえない。たとえば水族館のバックヤードツ
アーで，何の説明もなしに擬岩を見たならば，こ
こにあるのはみんなニセモノかと落胆してしまう
かもしれない。何が本物で何がそうではないの
か，なぜ本物を使わないのかという説明を受けて
納得できてこそ，バックヤードツアーは面白い体
験となるのではなかろうか。

3．心理学が科学技術コミュニケーションを 
牽引する

それでは心理学研究の「バックヤードツアー」
はどうあるべきか。まずはバックヤードを見てみ
たいと思わせる「しかけ」が必要であろう。再現
性の問題は，意図的にしかけたものではないにせ
よ，やり方さえ工夫すれば，バックヤードへの関
心を引き出すことができる可能性がある。さらに
うまくすれば，心理学に限らず科学という営みに
ついてのコミュニケーションを可能にするかもし
れない。

2) ワシントンポストが 2015 年 8 月 27 日に公開した記事
のタイトルは「Many scientific studies canʼt be replicated. Thatʼs 
a problem」というものであった。これに対し，「科学」と
ひとくくりにしないで正確に「心理学の」という一言を入
れるべきだ，心理学は科学ではない，イメージ画像として
化学実験のような写真を入れるのは誤解を招く，などのコ
メントがつけられた。ワシントンポストは翌日 「No, scienceʼs 
reproducibility problem is not limited to psychology: The “hard” 
scientists donʼt want to be lumped in with squishy ones」と題し
た記事を公開している（Archenbach, 2015b）。
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きにくいという共通点を持っている。再現性の問
題を減じるために直接的追試に力点を置くこと
は，研究者としてのキャリアを積み，職を得て生
活していくためにも，現時点では選びがたい選択
肢である。一方，心理学の再現可能性の問題が即
心理学の非科学性やこれまでの研究知見の誤りに
直結するものではないことを市民に納得してもら
うにも相当の工夫と労力が必要であり，その労力
をむしろ心理学の研究に注ぎ込みたいと思うのも
当然であろう。しかし，どちらもやはり，できる
範囲ででも研究者自身が動くことが，社会への責
任として行うべきことではないだろうか。

直接的追試に関しては，追試研究を論文として
公刊できるようなガイドライン作りが進むなど，
将来は決して暗くないように思われる。再現性の
問題を語る際にも，問題の指摘で終わるのでな
く，その先の展望までセットで語れるよう心がけ
たい。
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