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学者が「直接的」に追試した結果、もとの研究と同じ結果が得られたのは40％に満たなかったという衝撃的な

報告が掲載されました。なぜこのようなことが起きたのでしょう。ヒトという生き物を扱っているから結果の変動
性があって当たり前、なのでしょうか。そうではないようです。実は、ここには「研究」をめぐるさまざまなレベル
での「問題」が潜んでいたことがこの10年で明らかになってきました。
それが心理学の再現性危機です。

たとえば、みなさんが学会発表や論文公表するとき、「有意でない」結果と「有意な」結果、どちらを発表した
いでしょうか。もちろん後者を積極的に発表しようとするのではないでしょうか。その結果、有意でなかった研
究は引き出しの奥にしまいこまれ、学会大会には「意味のある」成果発表があふれることになります。このよう
な現象は「出版(公表)バイアス」と呼ばれ、メタ分析などにおいて適切な結論を導くことを阻害したりします。
一方、有意でなかった場合はどうでしょう。たとえばN=20で有意な結果が出なかったのでｐ値が0.05以下に

なるまでNを増やしてみましょうか。あるいは、N=20のうち「外れ値」が4つあったのでこれを除外してみたら
p<0.05になるかもしれませんね。お、p=0.074だと。じゃあなんだかわかんないけど片側検定にしたらよくね？
といったこともあるかも。実際の実験では4つの条件下で行動を観察しました。でも条件AとBだけで行った分析
結果を見るとそこには輝くp<0.05の文字が！じゃあここだけを報告すればいいよね。云々（でんでんではない）。
でも、これらは基本的にはほぼアウトです。ｐハッキングという業界用語で呼ばれる行為です。

また別の例を示しましょう。「こういう条件の下ではこの行動は増加する」という仮説のもとに実験を行ったと
ころ、行動が減少するという逆方向の結果となりました。あるいは、全体としては有意差が出なかったけれども、
参加した個体をある特定の傾向で2群に分けてみるとそのうちの１群では望んでいた有意差が出たぞ。云々
（でんでんではry）。さてみなさんはこんなときどうしますか。たとえば、学会発表や論文公表において「こういう

条件の下ではこの行動は減少するという仮説に立って実験をおこなった」とか、「こういう条件の下ではこうい
う傾向をもつ個体のこういう行動は増加するものと予測された」といった仮説におきかえたりしないでしょうか。
実はこれもアウトなのです。業界(^^；)ではHARKingとよばれます。Hypothesizing After Results Known、結果が
わかってから仮説を立てる、それだけなら探索研究(仮説発見型)としては価値があるでしょう。でも、もともとそ
の仮説のもとで研究を計画し進めたかのようにふるまうのは、問題のある研究行為なのです。
「問題のある研究行為 (Qustinable Research Practices)」という言葉が出てきました。QRPsと総称されるこれら

の行為を私たち研究は意識的、無意識的を問わず行っているのかもしれません。そしてこのことが私を含む
みなさんの多くの研究成果の再現性を脅かしているのかもしれないのです。私自身はほんの数年前までこの
ことを「知らず」に過ごしてきました。国内でこの問題と取り組んでいる多くの方々との交流の中で、少しずつこ
の問題の重要性を認識してきました。その取り組みの一端は『心理学評論』という雑誌の特集号という形で実
を結んでいます。ぜひ検索してみてください。

さて、では私たちの応用動物行動学はどうでしょうか。動物を対象とした基礎的な、あるいは実践的な行動
研究では、ここで紹介した「再現性危機」の問題はそれほど顕在化してはいないようにも思われます。ただし、
私たちの研究に常につきまとう被験個体数の制約、手続きの「多様性」、被験個体集団の「多様性」は、研究
成果の再現可能性に負の影響をおよぼしうるでしょう。応用動物行動学のような実践研究では、効果のあった
実践結果がそのまま他の場所において実践導入されることがままあるのではないでしょうか。「うちの牧場で
は効果がなかったなあ」とか、「うちの動物園では逆効果になったぞ！」といったこともあるのかもしれません。

巻頭言 副会長挨拶

友永 雅己（京都大学）

みなさん、こんにちは。副会長をさせていただいている友永雅己です。

動物の行動と管理に深くかかわる応用動物行動学や動物福祉学は、
動物行動学や心理学と密接な関係にあるのは言うまでもありません。そ
の心理学において、この10年ほどの間、研究者を悩ませ続けている問

題があります。それはいわゆる「再現性の危機」と呼ばれるものです。数
年前、Science誌に、数多くの過去の有名な実証研究を世界中の心理
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秋大会予告
新村 毅（東京農工大学）

◆現地検討会「見せる・産する・進出する動物への私たちの任務」
日程：9月14日（月）
３つのコースを設定して、現地検討会を並列で実施する。
コース１：「動物福祉の向上にAI技術を活用する」＠ 円山動物園
13:30に円山動物園集合予定（http://www.city.sapporo.jp/zoo）

コース２：「 自動化された酪農場でのモニタリング技術を乳牛管理に活用する 」＠江別市内近郊の酪農場
13:00に酪農学園集合予定

コース３：「学園と野幌原始林のボーダー：野生動物と大学教育の共生」＠酪農学園
14:00に酪農学園集合予定

◆大会
日程：9月15日（火）～16日（水）
場所：酪農学園大

9月15日（火）
11:00-12:00 評議員会
13:00-15:00 シンポジウム１「動物とコンピューターのインタラクション」
講演者：
友永雅紀（京大）「比較認知科学におけるコンピュータの役割」
小林博樹（東大）「アニマルコンピュータインタラクションと野生動物装着センサネットワーク機構」
中野鐵兵（早稲田大） 「映像情報を用いた繁殖牛状態監視システムの構築と運用法に関する研究・開発」
15:00-18:00 口頭発表（優秀発表賞演題）
19:00- 懇親会（優秀発表賞発表）

そういう事態の積み重ねが今後、応用動物行動学の再現性危機を引き起こすかもしれません。でも逆に言え
ば、これは一種の「追試」でもあります。追試は、再現性危機を克服するための強力な手段です。直接的追試
であれ、間接的(概念的)追試であれ、研究目的、研究手続き、データの解析方法などを前もって明示的に示し
て（時には事前にそれらの審査を受けてOKをもらったうえで）研究を進めるという「事前登録」という試みが盛
んになってきました。事前登録はQRPsを防ぐための有効な手段ですが、今までの研究実践にくらべてコストが

かかりすぎるという欠点もあります。実際、先に紹介した心理学評論の特集号で事前登録・事前審査を試みた
のですが（もうすぐ出ます！）、とても大変でした。この流れが心理学を越えて応用動物行動学のような別の研
究領域にも波及してくるのでしょうか。それは私にもまだわかりません。でも、少なくともこの問題を議論する時
がやってきたのではないでしょうか。

告知

今年、学会が統合してから初めての大会を、北海道にて本学会単独で開
催の予定にしており、大会に併せて、現地検討会および夏の学校を開催し
ます。大会担当理事4人と酪農大の森田先生・林先生の協力を得て、下記
の通り計画しました。変更の可能性はあるものの、基本的には下記の通り
開催する予定にしております。
観光シーズンということもあり、皆さまにおかれましては、航空機や宿泊な
どの御予約をお早めにお願いできればと思います（学会での斡旋などあり
ません）。Web申込の開始を4月頃に予定しておりますので、申込について
は今しばらくお待ち頂ければ幸いです。
以下、企画内容になります（敬称略とさせて頂いております）：
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ISAE2020開催告知
二宮 茂（国際学会参加助成制度、国際連携理事・岐阜大学）

動物の行動と管理学会は、応用動物行動学会の事業を引き
継ぎ、学生会員向けに国際応用動物行動学学会（ISAE）への
参加助成を行っています。
ISAEは毎年、学術大会を開催しています。今年は、インドのバ
ンガロールで開催されます（http://www.isae2020.com/）。開催
期間は8月3日～7日です。（注、2020年3月16日現在、
ISAE2020は中止とはなっていませんが、参加予定の方は、大
会HPの最新情報を確認するようにしてください。また、ビザに関
する情報にもご注意ください）
来年は、北マケドニア共和国で開催予定です。今年のISAEで発
表できなかった方はこちらを目指しましょう！

なお、学会の新規事業として、口頭発表を行う会員（学生会員
および、一般会員のうち博士の学位取得後5年未満の者）向け
の国際学会参加助成制度（ISAE以外も含む）も行っています。
以上、二つの助成制度については学会HP
（http://jsabm.org/attendance-fund/）を参照ください。

9月16日（水）
10:00-12:00 シンポジウム２「家畜の福祉 -Beyond Tokyo olympic-」
講演者：
矢用健一（農研機構）「日本のアニマルウェルフェアの現状と今後の展望」
竹田謙一（信州大）「今の酪農生産体系における我が国でのAW飼育の試み」
瀬尾哲也（帯畜大）「アニマルウェルフェア認証制度」
共催：（一社）アニマルウェルフェア畜産協会、動物福祉研究会、次世代型家畜生産技術の研究開発プラット
フォーム、アニマルウェルフェア飼育管理技術開発（牛）コンソーシアム
12:00-13:00 臨時総会
13:00-16:00 ポスター発表

◆夏の学校
日程：9月17日（木）～18日（金）
場所：夏の学校＠札幌ハウスセミナーセンター

9月17日（木）
13:00-14:00 講演1 エンカレッジレクチャー「我々は何をやって、何をやらなかったか？」近藤誠司
14:00-14:45 講演2 研究レクチャー「個体～個体群レベルでウマの心と行動を探る 」 リングホーファー萌奈美
（京都大学）
14:55-15:40 講演3 研究レクチャー 「タイトル未定」 堂山宗一郎 （農研機構西日本農研）
15:40-16:25 講演4 研究レクチャー「野生動物の行動をゲノムから明らかにする ～霊長類と有袋類の研究か
ら～ 」 早川卓志 （北海道大学）
16:35-17:45 講演5 技術レクチャー「動物の行動研究にあたっての統計解析と機械学習の基礎 」 多田慎吾
（農研機構北農研）
18:00-19:00 夕食
19:00-21:00 グループディスカッション1

9月18日（金）
8:45-9:30  講演6 研究レクチャー 「カラス研究者が起業しました〜最新カラス研究と起業の赤裸々な話〜」塚
原直樹（株式会社CrowLab）
9:30-10:15 講演7 研究レクチャー 「動物の行動のシステム的理解と制御」新村毅（東京農工大学）
10:20-12:00 グループディスカッション2
12:00      現地解散

http://www.isae2020.com/
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メールによる総会開催のお知らせ

八代田 真人（総務担当・岐阜大学）

2020年度の研究発表会は9月に実施される予定ですが、会則第16条「総会は…（中略）…毎年1回、会計年
度終了後3カ月以内に開催し、本会の運営上の重要事項について審議する」に基づき、総会は6月までに実施
しなければなりません。
このため、比較的関係者の多い日本畜産学会 京都大会の開催に合わせて、開催を予定しておりましたが、

新型コロナウィルス（COVID-19）の感染予防の点から、集会の開催は望ましくないと判断し、特別措置として
メールにて総会を開催することとしました。ご了承頂きますようお願いいたします。

なお、9月の研究発表会開催時にも臨時総会を開く予定です。

動物の行動と管理学会は会員の皆様からの会費によって運営されております。
会計年度は3月1日から翌年2月末日までとなっており、新年度が始まるまでの前納をお願いしているところで

す（2020年3月～2021年2月の学会活動に充てる会費は2020年2月末日までに必要です！）。
2020年度年会費の納入がまだお済みでない会員の皆様におかれましては、ご協力のほど何卒よろしくお願

い申し上げます。
また、2021年度以降の年会費も日付を問わず随時受け付けておりますので、ご都合よい時にご対応いただ

けると幸いです。

一般会員・学生会員の年会費は4,000円、法人会員の年会費は12,000円以上（1口4,000円×3口以上）です。
ご入金時には、「郵便振替用紙」（青色、振込人が振込料金を負担する用紙）にて以下の振込先までお振込み
をお願い致します（ネットバンクによる振込みも可能です）。

口座名称：動物の行動と管理学会（ドウブツノコウドウトカンリガッカイ）
口座記号番号：02220 - 0 - 143309 

通信欄・ご依頼人欄におところ、お名前を明記してください。
また、ゆうちょ銀行への送金によりご入金される場合は、

ゆうちょ銀行
金融機関コード：9900
店番：２２９
店名：二二九 ニニキユウ
口座番号：0143309（当座）

にご入金をお願い致します。

1年間以上年会費を滞納された場合には会誌の送付を停止し、強制退会となりますのでご注意ください。
会費の納入状況等、ご不明な点は下記会計理事までお気軽にお問い合わせください。

会計理事 松浦： matsuura(a)vmas.kitasato-u.ac.jp
多田： tdshng(a)affrc.go.jp

*メールアドレスは＠を(a)に変更しています。

年会費納入のお願い

多田 慎吾（農研機構北農研）

重要なお知らせです。
2020年度「動物の行動と管理学会」総会をメールにて開催します。
審議方法の詳細は、後ほどメーリングリストおよびホームページに
て、ご連絡いたします。
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「動物の行動と管理学会」
勉強会中止の御連絡

戸澤あきつ（帝京科学大学）

かねてからご案内させていただいておりました、3月25日開催予定
でありました勉強会についてお知らせいたします。

新型コロナウイルス（COVID-19）感染拡大状況により、本勉強会
を中止することといたしました。
楽しみにされていた方には大変申し訳なく思いますが、ご理解い

ただければと思います。

現在、振替日を検討中です。
夏の学会は内容が盛りだくさんですので、それ以外の機会に勉強

会を開催したいと思っています。振替日について、皆様からもご提
案いただければ大変ありがたく思います。

また、今回会場として受け入れてくださる予定でありました京都市
動物園では飼育環境改善やエンリッチメント企画等、常に活発な活
動を行っています。状況が落ち着いた頃にぜひ足を運んでみてくだ
さい。

編集後記
林英明（酪農学園大学）

いつもながら、ニュースレターの発行が遅くなっており、大変申し訳
なく思っております。反省はしているのですが、反映されないという状
況をいずれは打破したいと思っております。

さて、新型コロナウイルスの発生が拡大しているおかげで、学会、勉
強会、総会など活動がかなり制限されてしまっております。学会が統
合されて第１回目の大会が秋に控えておりますので、何とか終息して
開催できる状況となってくれたらと願っております。
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