
佐藤方哉先生　ご略歴

1932 年 10 月 27 日　東京府東京市関口台町に生まれる

1945 年 3 月　東京高等師範学校附属国民学校卒業

1949 年 3 月　東京教育大学附属中学校卒業

1952 年 3 月　東京都教育大学附属高等学校卒業

1952 年 4 月　慶應義塾大学医学部予科入学

1953 年 4 月　慶應義塾大学文学部入学

1957 年 3 月　慶應義塾大学文学部哲学科心理学専攻卒業

1957 年 4 月　慶應義塾大学大学院社会学研究科心理学専攻入学

1962 年 3 月　同　博士課程心理学専攻単位取得満期退学

1960 年 4 月　慶應義塾大学文学部副手

1962 年 4 月　同　助手

1965 年 4 月　同　専任講師

1969 年 4 月　同　助教授

1976 年 4 月　同　教授

1987 年 10 月～ 1991 年 9 月　同　社会学研究科委員長を兼務

1994 年 10 月～ 1996 年 9 月　同　言語文化研究所所長を兼務

1998 年 3 月　慶應義塾大学を定年退職　名誉教授

1999 年 4 月　帝京大学文学部教授

2008 年 3 月　帝京大学を定年退職

2008 年 4 月　星槎大学共生科学部教授

2009 年 4 月　同　学長を兼務

2010 年 8 月 23 日　逝去

〈学会活動および受賞〉

1985 ～ 1990 年　日本行動分析学会理事長（会長）

1997 年　国際行動分析学振興協会（Society for the Advancement of Behavior Analysis） よ

り第 1 回国際普及貢献賞（International Dissemination of Behavior Analysis）を受賞

1998 ～ 1999 年　国際行動分析学会（Association for Behavior Analysis: International）　会長

（President）

2003 年　日本行動分析学会第 1 回論文賞（望月要氏と共同受賞）

その他、日本基礎心理学会、日本動物心理学会などで役員を務められた。
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〈著書・編著書〉

判心術　コスモブレイン（メンバー：浅野俊夫・神尾昭雄・菅野衷・倉科満夫・馬島壮治・宮

清・佐藤方哉・菅村敬二郎・高橋常喜・寺田信之介）（著）　けいせい　1973 年

行動理論への招待 佐藤方哉（著）　大修館書店　1976 年

現代基礎心理学 6 ─学習 2：その展開─　佐藤方哉（編）　東京大学出版会　1983 年

ことばの獲得─言語行動の基礎と臨床─　山口薫・佐藤方哉（共編） 川島書店　1983 年

行動心理ハンドブック　小川隆（監修）　杉本助男・佐藤方哉・河嶋孝（共編）　培風館　1989

年

Behavior Analysis of Language and Cognition　S. C. Hayes, L. J. Hayes, M. Sato, & K. Ono 

（Eds.）　Context Press　1994 年

行動分析学入門　杉山尚子・島宗理・佐藤方哉・リチャード .W. マロット・マリア .E. マロッ

ト（共著）　産業図書　1998 年

〈訳書〉

ことばの獲得─発達心理言語学入門─ D. マクニール（著）　佐藤方哉・松島恵子・神尾昭雄

（共訳） 大修館書店　1972 年

言語の生物学的基礎　E.H. レネバーグ（著）　佐藤方哉・神尾昭雄（共訳）　大修館書店　1974

年

〈詩集・句集〉

間歇詩集　笹山登（著：筆名）　新風舎　2007 年（加筆修正版　文芸社　2009 年）

のんせんす句集　河馬の馬鹿　左党放犀（著：筆名）　新風舎　2008 年（加筆修正版　文芸社

　2009 年）

〈音楽CD（木下雅夫名）〉

『深く愛したら』、『春の日』、『トラララ』、『童謡組曲／十二ケ月の子守唄』 
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最終更新日：2010/10/11

佐藤方哉先生（1932 ～ 2010）主要論文一覧

佐藤方哉（1960）．デンショバトのオペラント条件づけ─単一刺激に条件付けられた色光刺激

汎化─．動物心理学年報，10，43-54．

小川 隆・佐藤方哉（1960）．伝書鳩のオペラント弁別─色光刺激汎化に及ぼす暗間隔の吟味─．

横山松三郎先生古希記念論文集．

佐藤方哉（1961）．刺激般化─一次性感性般化の諸研究．心理学研究，31，372-393.

佐藤方哉（1962）．刺激般化─一次性感性般化実験一覧 1934-1960. 慶應義塾大学大学院社会学

研究科紀要，1，11-20.

佐藤方哉（1963）．行動理論構成の論理．哲学，45，85-109.

佐藤方哉（1963）．デンショバトの嗜好とオペラント行動─予備報告─．動物心理学年報，13，

95-100.

佐藤方哉（1964）．父の死．群像，19（7）．167-174.

佐藤方哉・檜山佳子（1966）．単純作業場面での心理学的能率．哲学，49，71-86.

佐藤方哉（1966）．刻印づけ研究の現在．異常行動研究会誌，6，15-27.

佐藤方哉（1967）．“共感”と“模倣”の行動論的分析．科学基礎論研究，8，124-132.

佐藤方哉・浅野俊夫（1968）．行動と Awareness ─問題の所在─．慶応義塾大学大学院社会学

研究科紀要，8，29-35.

浅野俊夫・佐藤方哉（1968）．行動と Awareness ─レスポンデント条件づけにおける一実

験─．慶応義塾大学大学院社会学研究科紀要，8，37-44.

佐藤方哉・神尾昭雄・小野尚志（1970）．《円卓心理学》の提唱 :〈記憶〉を巡っての予備的考察．

哲学，55，143-212.

佐藤方哉（1972）．森正義彦氏への書簡─氏の S-R 連鎖理論を巡って─．心理学評論，15，

369-372.

佐藤方哉（1975）．オペラント行動と実験的行動分析─この双生児の来し方行く末─．心理学

評論，18，129-161.

佐藤方哉（1976）．学習とテレビ─行動分析学の視点． 放送教育，31（3）．18-22.

佐藤方哉（1976）．オペラント行動と実験的行動分析─この双生児の来し方行く末．心理学評

論，18，129-161.

佐藤方哉（1976）．チョムスキーとスキナー．英語教育，25（4）．22-25.

樋口義治・望月昭・森山哲義・佐藤方哉（1976）．刻印化・同一化・社会化─トリはトリらし

く，サルはサルらしく，ヒトはヒトらしく─．心理学評論，19，249-272.

望月 昭・久枝恵理子・佐藤方哉（1977）．5 － 6 歳児における継時弁別課題の観察学習．慶応
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義塾大学大学院社会学研究科紀要，17，37-43.

佐藤方哉（1977）．行動とはなにか─実験的行動分析の立場から─．科学，47（4）．198-205.

佐藤方哉（1977）．ことばと笑い〈アイデンティティのあかし〉． 言語，6（4）．48-57.

Sato，M.（1977）．An experiment on the perceptual defense.  Hiyoshi Report，9，65-68.

望月 昭・阿曽夕香里・佐藤方哉（1977）．幼児の観察学習における観察前自己試行の効果．慶

応義塾大学大学院社会学研究科紀要，17，85-88.

佐藤方哉（1978）．けんか行動の心理学─行動分析的一試論．言語生活，321，60-71.

佐藤方哉（1979）．ことばの獲得．看護展望，4，66-67.

佐藤方哉（1979）．実験心理学的言語研究の二潮流〈「来る」と「行く」の意味習得を実例に〉． 

言語，8（4）．35-40.

樋口義治・望月 昭・山口耕一・佐藤方哉（1979）．オペラントライフの視点．哲学，69，67-

89.

Mochizuki，A.，and Sato，M.（1980）．Human performance of FI reinforcement schedule :  

The eff ect of FI performance on time counting behavior. Hiyoshi Report，11，68-74.

佐藤方哉（1980）．行動分析とはなにか． 発達障害研究，2，161-169.

佐藤方哉（1981）．音声言語からみたヒトという種の特徴．動物学雑誌，90，703.

これは学会での講演・シンポの要旨（1 ページ）のため削除すべきかと思います。

望月 昭・藤田 勉・佐藤方哉（1982）．日常行動のなかのスキャロップ─観察反応を中心とし

た時間に基づくスケジュールの下での人間行動 71 例─．慶応義塾大学大学院社会学研究

科紀要，22，77-86.

藤田 勉・福島直子・佐藤方哉（1983）．ヒトにおける DRL パフォーマンスに及ぼす教示の効

果．基礎心理学研究，2，47-54.

藤田 勉・佐藤方哉（1983）．眼球運動のオペラント条件づけ─見本合わせ課題における観察反

応の実験的分析．慶応義塾大学大学院社会学研究科紀要，23，49-59.

佐藤方哉（1984）．「ドリル学習」再考─そのプラスとマイナス．児童心理，38，931-937.

佐藤方哉（1985）．行動心理学は徹底的行動主義に徹底している．理想（6 月号）．625，124-

135.

中野敬子・佐藤方哉（1987）．Multidimensionality of childhood asthma from the behavioral 

viewpoint. 慶応義塾大学大学院社会学研究科紀要，27，103-107.

藤田 勉・佐藤方哉（1987）．ヒトにおける DRL パフォーマンスに及ぼす教示の効果［II］．基

礎心理学研究，5，93-97.

佐藤方哉（1987）．発刊にあたって．行動分析学研究，1，1.

佐藤方哉（1988）．ジョージはきっといつまでも見守っていてくれる（追悼：G.S. レイノルズ

博士）．行動分析学研究，2，66-73.
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Deguchi，H.，Fujita，T.，& Sato，M.（1988）．Reinforcement control of observational 

learning in young children：A behavioral analysis of modeling.  Journal of Experimental 

Child Psychology，46，362-371.

佐藤方哉（1991）．スキナーの遺産：その継承と運用に向けて．基礎心理学研究，9，121-122.

ほんとに短い講演要旨につき削除？

佐藤方哉（1991）．自覚せざる仏教徒としてのスキナー：随伴性とは縁である．行動分析学研

究，5，107.

佐藤方哉（1991）．心理学はどこまで発展を遂げたか─教科書に着目しての一考察─．哲学，

92，191-210.

林 銈蔵・小川 隆・印東太郎・古崎 敬・佐藤方哉・坂上貴之（1991）．心理学専攻と三田哲学：

そして心理学と哲学．哲学，92，3-21.

望月 要・宮崎恵彦・佐藤方哉（1992）．ハトにおけるトークン強化による定比率（FR）スケ

ジュールの研究．行動分析学研究，6，77-90.

佐藤方哉（1993）．行動分析学における動物実験の役割─〈理論〉の敗退と反復実験の勝利─．

心理学評論，36，209-225.

佐藤方哉（1933）．刺激性制御研究の 30 年．慶応義塾大学大学院社会学研究科紀要，36，89-

100.

Nakajima，S.，& Sato，M.（1993）．Removal of an obstacle：Problem-solving behavior in 

pigeons. Journal of the Experimental Analysis of Behavior，59，131-145.

望月 要・瀬戸優子・泉谷希光・佐藤方哉（1994）．随伴性契約と栄養学的指導による減量プロ

グラム．行動分析学研究，7，41-52.

杉山尚子・佐藤方哉（1995）．行動分析学からみた糖尿病の自己管理 . Diabetes Frontier，6，

33-39.

佐藤方哉（1996）．人は何をウソと考えるか．言語，25，28-33.

佐藤方哉（1996）．スキナーを 21 世紀に活かす─架空講義録─．行動分析学研，10，5-14.

佐藤方哉（1996）．認知科学と行動分析学との〈対話〉は可能か．哲学，100，275-299.

Nakano，K.，Mochizuki，K.，& Sato，M.（1996）．Self-control and the Type A behavior 

pattern.  Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry，27（2）．169-174.

佐藤方哉（1997）．小川隆先生のご逝去を悼む．基礎心理学研究，16，2-3.

佐藤方哉（2001）．パーソナリティに関する行動分析学的一考察．帝京大学文学部紀要心理学，

6，19-30.

Yamazaki，Y.，& Sato，M. （2001）．Effects of sequential respondings on spatial delayed 

matching-to-sample in pigeons（Columba livia）． The Psychological Record，51，271-

285.
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杉山尚子・鷲見潤子・佐藤方哉（2002）．スポンジケーキの生地作りにおける泡立て行動に対

するビデオ教示の効果．山脇学園短期大学紀要，40，1-10.

佐藤方哉（2003）．はじめにドン・ベアーありき（追悼：ドナルド・M・ベアー（1931-2002））．

行動分析学研究，17，60-62.

望月 要・佐藤方哉（2003）．行動分析学における“パーソナリティ”研究．行動分析学研究，

17，42-54.

佐藤方哉（2003）．日本文化に関する行動分析学的一試論．帝京大学心理学紀要，7，3-10.

佐藤方哉（2003）．日本行動分析学会第 20 回年次大会を迎え想うこと．行動分析学研究，17，

90-98.

佐藤方哉（2004）．行動分析学の枠組による社会的行動の定義と分類．帝京大学心理学紀要，8，

1-11.

佐藤方哉（2005）．時枝誠記の言語過程説と B.F. スキナーの言語行動論．帝京大学心理学紀要，

9，1-10.

佐藤方哉（2006）．嘘とアイロニーの行動分析学的一考察．帝京大学心理学紀要，10，1-9.

佐藤方哉（2007）．見本合わせは条件性弁別であろうか ? ─概念分析─．帝京大学心理学紀要，

11，1-8.

佐藤方哉（2007）．言語学名著再読（13）スキナー『言語行動』．言語，36（1）．98-103.

佐藤方哉（2008）．行動分析学は共生科学にどのような貢献ができるか．共生科学研究，4，1-9.

佐藤方哉（2008）．詩歌におけるマンド─芭蕉・蕪村・一茶の俳句を中心に─．帝京大学心理

学紀要，12，9-14.

佐藤方哉（2009）．共生思想家としてのザメンホフ．共生科学研究，5，52-58.

佐藤方哉（2010）．共生思想家としての B. F. スキナー．共生科学，1，34-41.

謝辞

佐藤先生の以上のご略歴・ご業績につきましては、以下の 3 名の先生方にお世話になりまし

た。ここに記して、感謝を申し上げます。

島宗 理先生　（法政大学文学部）

中島定彦先生（関西学院大学大学文学部）

坂上貴之先生（慶應義塾大学文学部）
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