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国際学術研究交流制度－国際会議－報告 

立教大学国際学術研究交流制度 

国際会議助成 

２０１７年度研究成果報告書（Ａ，Ｂ，Ｃ） 

１． 会議概要 

会 議 名 
和文 第１７回国際理論心理学会カンファレンス 

欧文 17th Biennial Conference of the International Society for Theoretical Psychology 

主    催 The International Society for Theoretical Psychology 

共    催 立教大学文学部 

後    援 科学基礎論学会、科学哲学会、生態心理学会 

開催責任者 
所属 文学部             

氏名 河野 哲也   印 

運営事務局 
事務担当者               

氏名 河野 哲也                  

開催期間 2017年8月21日 から 2017年8月25日まで      

開催場所 立教大学池袋キャンパス本館1号館ならび14号館 

参加者数 

※１ 

学内            4名   

学外 国内から招聘  7名 海外から招聘 8名  6ヵ国 

国内から応募参加   58名  海外からの応募参加 161名 

合計         238名  30ヵ国 

公開講演会等 

参加者数※２ 

①      年   月   日     名    ヵ国 

②      年   月   日     名    ヵ国  

開 催 日 程 

 午前 午後 夜 

第1日 

8月21日 

登録受付、開会式 

基調講演 I、研究発表 

研究発表 

基調講演 I I 

レセプションパーティー 

第2日 

8月22日 

基調講演 III、研究発表 研究発表、基調講演 I V  

第3日 

8月 23日 

（エクスカーション） （エクスカーション）  

第4日 

8月 24日 

基調講演V、研究発表 基調講演VI、研究発表  

第5日 

8月 25日 

招待シンポジウム、研究発表 研究発表、基調講演VII、閉会式 サヨナラパーティー 

※ 

3 

開催経費総額（C） 予算額  8,912,887円                    執行額 9,505,713円 

助成申請外資金総額（B） 予算額 6,000,000円 執行額 6,575,862円 

国際会議助成額（A） 予算額 2,912,887円             執行額 2,793,713円 

※1 参加者とは、会議において講演、パネラー、コメンテイター等の活動を伴う者をいう。 

※2 一般公開された講演会等に聴講の為に参加した者。講演者、パネラー等は除く。参加者名簿を添付すること。 

※3 (A)(B)(C)の金額は、様式５の金額と合わせること。 
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２． 会議開催趣旨概要 

 

３． 会議の成果概要・今後の展望等 

【会議の成果概要】  

 基調講演では、認知心理学・発達心理学・教育心理学・社会心理学・人工知能・科学哲学・当事者研究

といった、さまざまな分野における国内外の卓越した研究者を招聘し、それぞれの分野において心理学の

基礎に関わる先端的なテーマについて話をしてもらった。そのうえで、それぞれの立場の理論的枠組に潜

む倫理的・規範的次元に注目し、各分野が暗黙にもつ理論的・文化的・社会的コミットメントについて、

基調講演者と会場の参加者が活発な議論を行った。さらに、30カ国から集まった、人間の心を探求する多

様な分野の研究者、214名による個人研究発表・シンポジウム・ワークショップ、ポスター発表が行われ、

それぞれのセッションで白熱した議論のもと、広範囲の研究交流が図れた。 

 本カンファレンスでの発表の概要は、既に要旨集（Proceedings ）に示されている。これに加えて、The 

International Society for Theoretical Psychologyの編集委員会が、本カンファレンスの発表者から今回の発表内

容での論文を募り、査読のうえで、2019年8月に論文集を発刊する予定である。 

 

【今後の展望】 

 本カンファレンスは、心理学に関わる様々な分野の研究者を世界中から集め、これまでにない規模で、

理論的統一性の危機という問題意識を共有することができた。ここで作られた研究者のネットワークは、

それぞれ比較的に独自に展開している心理学のさまざまな下位分野ないし関連領域同士の連帯を深める契

機となるであろう。これにより、今後、人間の行動についての新たな包括的な探求が期待される。この方

向性は、2019年に北欧で開催予定の次回大会でも引き継がれることになる。 

 現代の心理学は、細かな下位分野に分かれてしまい、その間では相互交流にも相互批判にも欠け、人間

の行動を包括的に探求することがますます困難になってしまっている。こうした問題意識のもと、本カン

ファレンスは、「理論化のエートス」というテーマを掲げ、様々な観点から心理学における諸理論の背後

にある倫理的・規範的側面を検討することを目的とするものである。 

 世界中から様々な関連分野の研究者を一同に集め、心理学にとって新たな「良い／善い」理論的枠組を

議論することは、細分化し多様化した心理学の知見を一つにまとめるために必要不可欠であり、今後の心

理学の進展に大きな寄与を与えるものである。 
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４．会議の構成 

（１） 学内参加者 

氏     名 所属・職名 会議における活動 内訳（学部・研究科） 

河野 哲也 

 

石黒 広昭 

小口 孝司 

林 もも子 

文学部・教授 

 

文学部・教授 

現代心理学部・教授 

現代心理学部・教授 

開催委員長兼プログラム委

員長 

開催委員 

開催委員 

開催委員 

文学     2名                          

現代心理学    2名 

             名 

            名 

               名             

その他（      ） 

           

計      4名 

変更内容（氏名、不参加／追加の別） 

 

 

（２） 学外参加者（国内、国外） 

氏   名 国名・所属・職名 会議における活動 内訳 

高木 光太郎 

高砂 美樹 

田中 彰吾 

森 直久 

村上 享子 

Jim Cresswell 
 

Maria Gurevich 

Antonia Larrain 

Thomas Teo 

岡田 美智男 

向谷地 生良 

山田洋子 

Piet Hut 

 

Darren Langdridge 

Marie-Cécile Bertrau 

 

 

その他    219名 

日本・青山学院大学・教授 

日本・東京国際大学・教授 

日本・東海大学・教授 

日本・札幌学院大学・教授 

デンマーク・コペンハーゲン大学・教授 

カナダ・ブース ユニバーシティ大学・准

教授 

カナダ・ライアソン大学・准教授 

チリ・アルベルト ウルタド大学・准教授 

カナダ・ヨーク大学・教授 

日本・豊橋技術科学大学・教授 

日本・北海道医療大学・教授 

日本・立命館大学・教授 

アメリカ・プリンストン高等研究所・教

授 

イギリス・オープン大学・教授 

アメリカ・ウェスト ジョージア大学・准

教授 

開催委員 

開催委員 

開催委員 

開催委員 

開催委員 

プログラム委員 

 

プログラム委員 

プログラム委員 

プログラム委員 

基調講演者V 

基調講演者 III 

基調講演者 I 

基調講演者 II 

 

基調講演者 IV 

基調講演者VI 

 

 

研究発表者 

国名 人数 

日本      7名 

アメリカ  2名 

イギリス  1名 

カナダ   3名 

チリ    1名 

デンマーク 1名 

他 219名 

           

計  30 ヵ国   

234名 

変更内容（氏名、不参加／追加の別） 


