
単語別社会科学コード 
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社会科学 1 2 3 4 5 6 7 8 9

300 文学 文学論 民族文学 古典文学 純文学 現代小説 韻文 戯曲 エッセイ その他文学

310 言語学 語学 自然言語 人工言語 言語記号 音韻言語 言語構成論 伝達論 伝達心理 言語分析論

320 哲学 自然哲学 形而上学 唯物論 新カント派 現象学 実存主義 観念論 哲学活動 構造哲学

330 教育 知識教育 技術教育 教育技術 教育効果 社会教育 教育制度 世代別教育 システム教育 キャリア形成

340 心理学 精神分析 行動心理 認知心理 集団心理 社会心理 発達心理 臨床心理 実験心理 自己実現

350 行動学 刺激行動 本能行動 習慣行動 目的設定 計画行動 比較行動 社会行動 闘争行動 行動変容

360 経済・金融 産業構造 組織会計 ミクロ経済 マクロ経済 グローバル経済 為替 商品相場 成立市場 公共経済

370 マネジメント(経営) 人材最適化 商品構成 組織活動 資源創造 社会適応 顧客適応 目的形成 革新行動 計画制御

380 流通 物流形態 知識等流通 流通技術 流通機器 刺激流通 流通前提・成果 適性形態 流通コスト 移動効果

390 マーケティング 商品創造 販売形態 市場形態 社会動態 顧客動態 ブランド 価格適正 関連分析 広告

400 労働 労働資源 知識労働 労働契約 労働形態 労働生産性 協働バランス 労働環境 労働関連法 生活バランス

410 情報 情報の意味 伝達システム 情報認識 情報分類 情報流通 情報反応 多量データ 浸透分析 メディア

420 政治・外交 政治原理 政治システム イデオロギー 政治秩序 政治機構 公共政策 国際関係 外向の種類 福祉

430 法学 税 民事法 刑事法 国際法 法哲学 法解釈学 法史学 警察 秩序基準

440 軍事 戦争論 戦争法 軍事システム 兵器 戦争能力 戦略 抑止力 戦争外戦争 紛争

450 社会学 総合社会学 形式社会学 機能社会 情報社会 構造社会学 国際社会 社会制度 比較社会学 事件・犯罪

460 歴史学 史学理論 歴史観 考古学 日本史 西洋史 世界史 歴史資料 現代史 技術史観

470 民族 自然人類学 分子人類学 文化人類学 社会人類学 言語人類学 都市人類学 進化民族学 民族資料 比較民俗学

480 環境学 自然環境 社会環境 都市環境 地球環境 自然保護 廃棄物対策 環境政策 保護活動 環境倫理

490 家政学 生活経済 生活環境 家庭 被服 染色 料理・食物学 栄養 育児 家政史

500 美術・芸能 絵画 彫刻 陶芸 音楽 古典芸能 演劇 映画 染色 その他美術

510 スポーツ科学 運動生理 スポーツ心理 スポーツ医学 体操 武道 陸上 球技 水泳 その他スポーツ

520 宗教学 神話 宗教史 民族宗教 キリスト イスラム 仏教 宗教心理 その他宗教 比較宗教学

530

科学分野でよく使われる単語に、科学分野コードを付けた。一つの単語に、サブ品詞コードと科学コードを合わせて最大６つまでの
コードがつく。文章全体が、思考構造を構築している姿勢と、基にする科学分野を表すようにしている。 
下記に示しているのは社会科学コードで次ページが自然科学コードである。 
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単語別自然科学コード 
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自然科学 1 2 3 4 5 6 7 8 9

700 医学 基礎医学 臨床 内科 外科 精神内科 看護 健診 健康 その他医療
710 薬学 基礎薬学 薬剤学 臨床薬学 衛生薬学 社会薬学 薬効・副作用 漢方薬 公衆衛生 薬学倫理
720 獣医学 臨床獣医学 獣生理学 動物病院 食糧畜産 動物衛生 食糧畜産 家畜繁殖学 家畜薬学 動物保護
730 栄養学・食品学栄養素 酵素 食習慣 食育 食品加工 食品化学 食品包装 食品保存 食品品質
740 生物学 哺乳類 爬虫類 両生類 鳥類 魚類 昆虫 植物 遺伝学 バイオ科学
750 生態系学 物質循環 生物群集 食物連鎖 食物網 生態系構造 エネルギー循環 森林生態系学 海洋生態系 その他生態系
760 農学 生産植物学 土壌環境学 農芸化学 森林科学 材木科学 水産学 畜産学 造園学 醸造学
770 化学 物理化学 無機化学 有機化学 高分子化学 生化学 分析化学 応用化学 環境化学 その他化学
780 力学 古典力学 解析力学 応用力学 熱力学 量子力学 相対論 電磁気学 連続体力学 その他力学
790 ロボット工学 定型自動装置 制御工学 認識システム インターフェイス 遠隔操作 探査型システム 連携システム ボット
800 建設・住居 建築構造学 建築材料学 建築計画学 建築設備学 都市計画学 建築生産学 建築経済学 建築意匠学 その他建築学
810 土木 土木地盤 土木材料・構造 土木水工 土木測量 土木計画 土木交通 土木衛生 国土計画 防災計画
820 地理・地学 自然地理学 人文地理学 地質学 古生物学 層序学 構造地質学 鉱物学 地震学 その他地学
830 気象学 大気力学 大気熱力学 大気物理学 気象化学 大気電気学 海洋気象学 衛生気象学 生気気象学 その他気象学
840 天文学・宇宙 位置天文学 宇宙論 銀河 恒星 星雲 惑星 彗星 宇宙形状論 宇宙物理学
850 電気・電子工学電力 電気通信 電気計測 信号処理 論理回路 デジタル ＣＡＤ 音響工学 情報工学
860 数学・統計 代数 幾何 解析 集合論 確率論 統計論 論理学 構造情報論 その他数学
870 物理学 理論物理 実験物理 数理物理 計算物理 素粒子物理 原子核物理 天文物理 物性物理 その他物理学
880 原子力

890 量子学

900

日本の大学での学科数は、社会科学、自然科学を合わせて約１５００ある。一つの学科が複数の科学の構成でできている場合が多い。
例えば「気象物理学」「社会物理学」「機械力学」等々。機械工学などの学科があるが、物理、構造、電気、電子、計測等々の分野で構
成されている。それらの基になる科学を取り出してみると６０種類ほどの分野になる。その学科分野を基にして科学コードを作成した。 
これらが、社会科学、自然科学コードである。 
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