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2015 年，Science 誌に衝撃的な論文が掲載され
た（Open Science Collaboration, 2015）。その内容
は，過去の心理学の研究論文について追試を行っ
たところ結果が統計的に再現されたものは追試
実験全体のうちの 40% に満たない，というもの
であった。また，2015 年の年頭に出た Basic and 
Applied Social Psychology 誌はそのエディトリア
ル記事で，今後一切統計的検定（null hypothesis 
significance testing procedure）に関する記載を行
わないと「高らかに」宣言して，心理学のみなら
ず幅広い研究者コミュニティの耳目を集めた

（Trafimow & Marks, 2015）。さらに 2016 年に入っ
て， アメリカ統計学会 （ASA） がわざわざ p 値に関
する見解を公表した （Wasserstein & Lazar, 2016）。
最近では，オキシトシンの経鼻投与の研究が実は

「空っぽの世界（Null Field）」，つまり，枯れ尾花
のような「偽陽性」の蓄積に過ぎないという主張
が学界を賑わせている （e.g., Leng & Ludwig, 2016；
Walum, Waldman, & Young, 2016）。

また，一昨年 （2014 年） には STAP 細胞問題が
世界的な話題となったが（須田， 2014）， このよう
なあからさまな研究不正は心理学界においても散
見されてきており， 比較認知科学の M. Hauser や
社会心理学の D. Stapel の事例 （cf. Stroebe, Postmes, 
& Spears, 2012） などは，その領域の研究者にとっ
てはいまだに生々しい記憶だろう。もちろん，
データのねつ造などは論外であり，自分は絶対そ
のようなことはしない，と多くの研究者は考えて
いる。しかし，近年の社会心理学領域における
Bem の「超能力」論文の出版（Bem, 2011） や，J. 
Bargh と D. Kahneman の社会的プライミング研究

に関する論争 （cf. Young, 2012） は，問題のある研
究実践 （QRPs） がごく身近なところにあることを
我々に再認識させた。こうした中で，p-hacking，
HARKing，Null Field など刺激的な用語の意味を
最近になって知り，自らの日常的な研究の営みと
照らし合わせて背筋が寒くなる思いがした読者も
少なからずいるのではないだろうか。

これらの問題に対する関心は今に始まったこと
ではないが，ここ数年，研究者の側もこれらに対
して自覚的になってきたというのも事実だ。今や
心理学は危機的な状況にある，のかもしれない。
このことを踏まえ，我々は，再現可能性，統計の
問題，QRPs という相互に密接に関連しあうこれ
らの問題に対する現状の認識と展望について忌憚
のない議論を進めるべく本特集号を企画した。

人選にあたっては次のように考えた。この再現
可能性を巡る問題の端緒は社会心理学の領域であ
るといっても過言ではなく，またその過程に密接
に関わるのが心理統計である。そこで本特集で
は，社会心理学における再現可能性問題や心理統
計における最前線の議論について複数の寄稿をい
ただいた。また，本特集号の編集者のうち，1 名
は社会心理学者であるが，残り 2 名のうち 1 名は
発達心理学，もう 1 名は比較認知科学が専門だ。
これらの領域では，この問題は「対岸の火事」的
なスタンスでとらえられていたのではないだろう
か。そこで，社会心理学だけではなく，心理学の
他の領域の研究者にも，この問題がそれぞれの領
域でどのようにとらえられているのかについて執
筆していただくことによって，敢えて考えてもら
うことにした。認知心理学，発達心理学，認知神
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経科学，動物心理学，パーソナリティ心理学，あ
るいはそれらの総論的な位置づけのものもある。
これらの寄稿と社会心理学からの提言を比較・考
察してみるのも興味深い。

さらに，本特集号では，個々の論文に対するコ
メントという従来の心理学評論の体裁を離れ，本
特集全体（あるいは部分）に対する別の領域の研
究者からのコメントをいただいた。メインの論文
から抜け落ちた重要な議論のいくつかがここに展
開されている。生物統計学，科学技術社会論，科
学コミュニケーション，行動生態学，観察研究，
臨床医学，などなど。それぞれの視点からの考察
にもぜひ耳を傾けたい。

くわえて，編集者らの見解もここで簡単に述べ
るなら，我々も，研究者個人が自覚的に考えよと
いうのは当然のこととして，状況を変える努力も
できると考えている。例えば，研究の着手にあ
たっては必ず各機関の倫理委員会の審査を受けね
ばならない，という状況に置かれれば，その過程
で倫理問題への感受性は否が応でも高まるだろ
う。また，寄稿中にも言及されている，実験プロ
トコルやマテリアルあるいはデータの公開は，確
かに一時的には負荷の高いものかもしれない。し
かし，自らの研究の緻密な記録を残すのは研究者
として当然の行為であり，それを他者と共有する

「だけ」である。そしてそれは，追試やメタ分析
のみならず，建設的な発展的研究にも必ず寄与す
る。論文出版に際してこれらが義務づけられる状
況が用意されれば，コミュニティのメンバーはそ
れに対して規範的に振る舞うのが当たり前にな
り，結果的に状況が改善されるかもしれない。自
由な研究活動をがんじがらめに縛ることは誰も望
まないだろうが，我々が自然に正しく振る舞える
よう，制度面での改革もある程度は必要であるか
もしれない。本特集号が，そのような制度改革も
含めた積極的なアクションを起こすきっかけとな
ることを願っている。

特集号のタイトルは，ゴーギャンの絵画から来
ている。人間が生まれてから老いるまでのタイム
ラインを 3 つの人物群像で描いたこの絵画には，
彼が反発しつつも生涯にわたって自らに問い続け
たキリスト教の教理問答の名がつけられた。我々
が，この特集号で研究者としての自らに問い，ま
た読者に問いかけるのも，これと同じ問答と言え

るかもしれない。ただ，ゴーギャンは本作を描き
上げた後に自殺を図った（未遂）が，我々は死な
ない。心理学は，理論なき無の荒野どころか，刺
激に満ちた豊かな大地だと信じているからだ。

なお本特集号は，心理学評論刊行会の特別のご
配慮により，電子版をオープンアクセスとさせて
いただいた。『心理学評論』始まって以来の試み
だ。今回取り上げたトピックが，心理学界全体に
とってそれだけ重要な問題であるという証左だろ
う。多くの人々に読んでいただきたい。奇しく
も，今年は日本で 44 年ぶりに国際心理学会議が
開催される。そのような年に，本特集号を世に問
う意味は少なくないのかもしれない。本特集号に
おける議論を通して，この領域でこれからも生き
ていく人々が，現在の立ち位置を再確認し，そこ
からさらに前進していくことを強く期待する。

心理学の明日はどっちだ。
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