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1．はじめに

1.1　本稿の目的と構成
近年，臨床心理学を中心とした心理学分野にお

いて，心理ネットワークアプローチが注目を集め
ている。心理ネットワークアプローチとは，様々
な心理現象を「多くの変数が複雑に相互作用して
維持されているネットワーク構造」として捉え，
数量的データの解析によってそのネットワーク構
造を推定して視覚化し，心理現象のより詳細な理
解を促すものである（心理ネットワークの推定結
果の具体例として，図 1）。心理ネットワークア

プローチについては，Borsboom	（2008） が初めて
着想を示して以降の 10年間で，理論的論文が 98
編，技術的論文が61編，実証的論文が204編出版
されており （Robinaugh	et	al.,	2020），方法論者と
応用研究者の双方を巻き込んだ急速な発展を見せ
ている。日本の心理学者の間でも心理ネットワー
クアプローチの有用性に関する議論が交わされ始
めており，『心理学評論』では樫原（2019）によ
るレビュー論文（以下，樫原論文とする）と松本

（2020） による「樫原論文へのコメント」（以下，
松本論文とする）が出版された。さらに，『認知
行動療法研究』でも樫原・伊藤（印刷中） による
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レビュー論文（以下，樫原・伊藤論文とする）が
出版予定となっている。

上記の流れの中で，松本論文は，i） 「プロセス
に基づくセラピー（process-based	therapy）」 という
臨床心理学の新たな潮流（Hayes	&	Hofmann,	2018, 
2020；Hayes,	Hofmann,	&	Ciarrochi,	2020；Hofmann 
&	Hayes,	2019）に結び付けながら，ii） 個人から
測定した縦断データを解析する場合を中心に，心
理ネットワークアプローチの価値を解説した。そ
の上で松本論文は，iii） 心理ネットワークアプ
ローチを活用した実証的研究のほとんどが自記式
質問紙をデータ測定に用いていることを引き合い
に，「認知実験データを用いた研究例が少ないの
はなぜか」という問いを立て，iv） 認知臨床心理
学の観点と心理ネットワークアプローチを融合さ
せた研究を今後推進するための課題やアイデアを
示した（課題やアイデアの内容については，3節
で後述する）。樫原論文が「うつ病という，多様
な症状パターンをもつ精神疾患に対する治療をど
のように効率化していくか」という文脈に引き付
けて心理ネットワークアプローチの有用性を議論

していたのとは対照的に，松本論文は「プロセス
に基づくセラピー」「認知臨床心理学」という別
の大きな研究文脈に引き付けた議論を展開してお
り，この点に独自の貢献が認められるだろう。ま
た，樫原論文や樫原・伊藤論文が「心理ネット
ワークアプローチをまったく知らない読者に向け
た入門的解説」の役割を担っていたところ，松本
論文は樫原論文を受けたより発展的な研究ビジョ
ンを示しており，心理ネットワークアプローチが
もつさらなる可能性を読者に伝えることに成功し
ていたと考えられる。

しかし，上記のような大きな価値が認められる
一方で，松本論文の議論は心理ネットワークアプ
ローチのうち「データ解析」のフェイズに比重が
偏ったものとなっており，データ解析の前提であ
る「心理ネットワーク理論」についての解説が不
足していた1)。そのためか，松本論文に対しては

「新たなデータ解析のアイデアが様々に広がって
知的好奇心を刺激される」という所感を得たと同
時に，「それらのアイデアの中には，基盤となる
心理ネットワーク理論とうまく整合しない部分も
あるのではないか」と疑問を抱くところがあっ
た。これは科学全般に当てはまることだが，デー
タ解析単体を切り出してその良し悪しを正確に論
じるのは困難であり，理論や研究文脈（目的意
識）を念頭に置いて議論を進めた方が今後の研究
課題を明確に示しやすくなる2)。つまり，「理論に
基づいて現象を観察し，データ解析の具体的な手
法を徐々に整備していく」というプロセスと，

「データ解析を実装する中で新たに見出された現
象を踏まえ，理論を精緻化していく」というプロ
セスからなる「研究アプローチ」の全体像を念頭
に置くことで，一連のプロセスの中でどこにどの

図 1　PTSD の個別症状間の偏相関関係を描写したネッ
トワーク図。樫原（2019） や樫原・伊藤 （印刷中） と同
様に，Epskamp,	Borsboom,	and	Fried	（2018） のチュート
リアルに従い，PTSD の女性患者 359名分の横断的デー
タ （Hien	et	al.,	2009） を分析して，その出力結果を貼付
した。各ノード （円） は PTSD の個別症状を，各エッジ

（線分）の太さは偏相関係数の大きさをそれぞれ表す。
青色のエッジは偏相関係数が正であることを，赤色の
エッジは偏相関係数が負であることをそれぞれ表す。

1)	 実際のところ，松本論文の本文では「解析」という単
語が頻出する一方で，「理論」という単語は 1回も用いられ
ていなかった。
2)	 例えば，「解析法 A よりも解析法 Bの方が欠損値の影
響を受けづらい」といった特徴についてであれば，データ
解析単体を取り出すだけでも議論できる。しかし，「欠損
値の影響を受けづらい解析法 Bの方が『良い』『優れてい
る』といえるかどうか」というのは一種の価値判断であり，

「この研究では欠損値がほとんどないので，解析法 A でも
なんら差し支えない」などとケースバイケースで判断して
いくしかない。「データ解析の良し悪しは，常に理論や研
究文脈と照らし合わせながら議論していくべきものである

（もっと言えば，照らし合わせる以外に議論しようがない）」
というのが本稿全体に通底する発想である。
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ク研究の方向性を簡潔に示す。

1.2　用語の補足説明
次節以降の議論に移る前に，本稿でなぜ「心理

ネットワーク」という語を用いるのか，その意図
を明記しておく。心理ネットワークアプローチを
扱ったこれまでの日本語論文では，樫原論文が

「精神病理ネットワーク」という語を用いていた
のに対し，松本論文は枕詞なしでの「ネットワー
ク」という語を用い，樫原・伊藤論文は「心理
ネットワーク」という語を用いるといった具合い
で，用語の統一がなされていなかった。本稿の冒
頭で述べたように，心理ネットワークアプローチ
は様々な心理現象を「多くの変数が複雑に相互作
用して維持されているネットワーク構造」として
捉えることを特色とするが，同様のネットワーク
構造を検討する研究アプローチは社会学（e.g.,	
Opsahl,	Agneessens,	&	Skvoretz,	2010） や物理学 

（e.g.,	Barabási,	2012），脳科学（e.g.,	Menon,	2011）
など他の学問分野で早くから発展してきた。つま
り，多彩な学問分野を横断して「ネットワーク科
学（もしくは，複雑系研究）」が発展している状
況があり，心理ネットワークアプローチもその派
生形の 1つとして位置づけられるのである。その
ため，松本論文のように枕詞なしで「ネットワー
ク」という語を用いるのも間違いではない。ま
た，「ネットワーク科学を精神病理の解明に生か
す」という目的意識を反映して「精神病理ネット
ワーク」という語を用いるのも間違いではなく，
枕詞なしの「ネットワーク」とともに広く用いら
れている。

このような状況の中で本論文があえて「心理
ネットワーク」という語を用いるのには，大きく
分けて 3つの意図がある。第 1に，あえて「心理」
という枕詞をつけることで，「心理学分野で用い
るネットワークアプローチは，社会学などで用い
るそれとは異なる特徴をもっている」ということ
を明確化する意図がある。Bringmann	and	Eronen

（2018）が指摘するように，社会ネットワークア
プローチで「特定の集団における友人関係を図示
する」という場合であれば，その集団のメンバー
に対して「あなたの友人は誰ですか？」などと尋
ねることで，ノード（メンバー）同士を結びつけ
るエッジ （友人関係の有無） を直接測定すること

ような課題があるかをより具体的に議論できるだ
ろう。心理ネットワーク研究の将来像を考える際
にも，理論やデータ解析などを包摂した総体とし
ての「心理ネットワークアプローチ」を単位に議
論を進めた方が，より正確に的を絞った形で今後
の課題を示せると期待される。

そこで本稿では，「理論構築（theory	construc-
tion）」というキーワードを軸に心理ネットワー
クアプローチの全体像を整理し，その内容を踏ま
えて松本論文へのリプライを示すこととした。本
稿の 2節で詳述するように，近年の心理学分野で
は，研究実践における理論構築の重要性を指摘す
る議論が活発になっており，「精緻な理論を構築
するための研究実践のサイクル」や「そのサイク
ルにおけるデータ解析の役割」が明らかになって
きている。こうした理論構築を重視する潮流は，
国外では心理ネットワークアプローチを扱う論 
文にそのまま反映されているが（e.g.,	Borsboom,	
Cramer,	&	Kalis,	2019；Fried,	2020；Robinaugh	et	al.,	
2020），日本では樫原論文や樫原・伊藤論文が心
理ネットワークの「モデル」「解析」という表現
をわずかに併記しているのみであり，理論とデー
タ，さらに後述する「現象 （phenomena）」を往還
する心理ネットワークアプローチの全体像は示さ
れてこなかった。このように日本で十分理解され
ていなかった「心理ネットワークアプローチの全
体像」をまず示し，その全体像と照らし合わせな
がら松本論文へのリプライを示すことで，議論が
不足していた箇所を補うことが本稿の目的であ
る。心理ネットワークアプローチについて発展的
な研究ビジョンを示した松本論文に対し，理論構
築の観点に根差したリプライを示して議論の精緻
化を行えば，日本人研究者が心理ネットワーク研
究にこれから参入して独自の貢献を果たしていく
ための有用な道しるべになるだろう。

本稿の構成は以下の通りである。まず 2節で 
は，心理学分野において理論構築を重視する近年
の潮流を紹介し，その潮流の中で心理ネットワー
クアプローチが提唱された経緯を説明した上で，
同アプローチの全体像を明示する。続く3節では，
松本論文で展開された主張を順番に紹介し，その
1つ 1つに対して，2節で整理した全体像を参照
しながらリプライを示していく。最後に 4節で 
は，本稿の議論のまとめと今後の心理ネットワー
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い。こうした状況を踏まえ，本稿では「Borsboom	
（2008）が提唱したネットワークアプローチ」の
みを指示する語として「心理ネットワーク」を用
いることとした。

第 3に，精神病理に限定せずに「心理」という
枕詞をつけることで，「心理学の幅広い研究テー
マと接点を見出せるアプローチである」という含
意を込めている。Borsboom（2008）が提唱した
ネットワークアプローチは，精神病理の研究で用
いられるだけではなく，パーソナリティ （Cramer 
et	al.,	2012） や態度（Dalege	et	al.,	2016） の構造の
検討， アタッチメント （McWilliams	&	Fried,	2019）
や潜在的態度（Dalege	&	van	der	Maas,	2020） と
いった概念の再定義など，幅広い用途で活用され
てきた。本稿では，精神病理研究の文脈を念頭に
置いて議論を進めるが，別の研究テーマで心理
ネットワークアプローチを活用しようとする読者
の参考になる情報も含まれていることだろう。ま
た，心理ネットワークアプローチを幅広い研究
テーマのために活用する中で，理論やデータ解析
が洗練されていき，そのことが精神病理の研究に
還元されることも大いにあり得る。そうした展開
を促すためにも，本稿では「精神病理」ではなく

「心理」という枕詞を用いることとした。

2．心理ネットワークアプローチの全体像： 
理論構築の観点に基づく整理

2.1　心理学における「理論の危機」
近年，心理学分野では「理論の危機」を指摘す

る研究者が増えており，良質な理論を構築してい
くための方策が活発に議論されている（レビュー
として，Borsboom	et	al.,	2021；Eronen	&	Bringmann, 
2021）。トップジャーナルである Perspectives on 
Psychological Science 誌が“Theory	in	Psychological	
Science” という特集号を組み，多様な立場の心理
学者が執筆した論文をオンライン公開したよう
に，心理学研究において理論を重視する傾向は急
速に高まっているといえるだろう。

上記の特集号に掲載された論文 （e.g.,	Borsboom	
et	al.,	2021；Eronen	&	Bringmann,	2021；Robinaugh	
et	al.,	2021）が抱いている共通認識は，「心理学で
扱われる理論はほとんどが抽象的なものであり，
理論自体の反証や検証が困難になってしまってい

ができる。一方で，心理ネットワークアプローチ
によって「うつ病の個別症状がどのように相互作
用しているか，全体の構造を明らかにしたい」と
いった場合であれば，「抑うつ」「不眠」など個 
別症状の強度（各ノードの活性化度）を患者に直
接尋ねることはできても，「あなたの場合，抑う
つは不眠にどの程度影響を及ぼしていますか？」
とは直接尋ねづらい3)。そのため，心理ネット
ワークアプローチの場合には，各種の計算手法を
用いてエッジの重み （各症状ペアの相互作用関 
係の強さ） を数理的に推定していくことになる4)。
Bringmann	and	Eronen（2018）が述べているよう
に，データ解析の面でこうした大きな違いを抱え
ている以上は，社会ネットワークアプローチなど
の手法や仮定をそのままあてがうのではなく，心
理ネットワークアプローチならではの手法や仮定
をこれから整備していくことが望ましい。こうし
た状況を踏まえ，本稿では「心理学ならではの」
という意味を込めて，「心理ネットワーク」の語
を用いている。

第 2に，「精神病理」という研究対象を枕詞に
するよりは，「心理」という学問分野を枕詞とし
た方が，指示内容が明確になると考えている。精
神病理は心理的要素だけで語り尽くせるものでは
なく，生理的な要素や社会的な側面も大きく寄与
しているものである。そのため，「精神病理ネッ
トワーク」と述べただけでは，どのような側面か
ら精神病理について検討しているのかがわかり 
づらくなってしまうと懸念される。実際のとこ
ろ，「脳科学的なネットワーク解析を実施し，精
神病理の解明に役立てる」という研究例（Menon,	
2011） も存在するので，「精神病理ネットワーク
アプローチ＝Borsboom	（2008） が提唱したネット
ワークアプローチ」という等号関係は成立し得な

3)	 もちろん，「あなたの場合，抑うつは不眠にどの程度影
響を及ぼしていますか？」と患者に直接質問してリッカー
ト式尺度で回答してもらうといったことも，原理上は不可
能ではない。ただし，個別症状の相互作用関係を患者自身
が正確に把握していることはまれであると考えられるた
め，このような質問をしても測定の信頼性は担保しがたい
だろう。患者自身では相互作用関係の把握が困難であるか
らこそ「データ解析の力でなんとか推定しよう」という発
想が生まれたのであり，エッジの推定こそが心理ネット
ワークアプローチの存在意義であるといえる。
4)	 具体的にどのような推定法があるか， それらをどのよう
に使い分けるべきかといったことは，Burger,	Isvoranu,	et	al.	

（2020）のプレプリントで整理されている。
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いったナラティブで記述されるのが通常である。
こういったナラティブからは，「責任判断には，

『内的／外的』 という評価軸と 『統制可能／統制不
可能』 という評価軸が影響するらしい」 というこ
とがうかがえるものの，「内的」と「外的」の境
目や「統制可能」と「統制不可能」の境目がどこ
にあるのか，各評価軸がもたらす「影響」という
のは直線的なものかどうかといった詳細は把握で
きない。そのため，例えば「『長距離バスの運転
手の居眠りが原因で，先日の大事故が生じた』と
考える者が大多数だったのに，運転手を非難する
意見はごく少数であった」などの意外な現象が確
認された場合にも，「理論が正しいという前提で
の解釈」と「理論そのものが誤りだとみなす解
釈」の両方が成立してしまう7)。そして，「理論は
正しいかもしれないし，誤りかもしれない」とい
う玉虫色の結論が導かれ，「今回確認された新た
な現象を踏まえて，理論をもっと精緻化しよう」
という建設的な議論が生じづらくなってしまう。
理論の更新がなかなか進まず，新たな現象に出
会っても玉虫色の結論ばかりが積み上がってい
く，というこの非生産性こそが「弱い理論」の問
題点であり，心理学分野で「理論の危機」が訴え
られる背景となっているのである。

2.2　理論構築のプロセス：理論・現象・データ
の往還

心理学分野では，物理学などと比べて，はっき
りとした現象を検討対象とすることがそもそも少
なく，「強い理論」を構築することが極めて難し
い （Eronen	&	Bringmann,	2021）。そのため，「理論
の危機」と呼ばれる状況から脱するには，「数式
や数理モデルで表現可能な『強い理論』を作ろ
う」と声を上げるだけでは到底足りず，確かな戦
略に基づいて理論を少しずつ強化していくことが

る」ということをMeehl（1967,	1978,	1990）が早
くから指摘していたにも関わらず，その状況がい
まだに改善していない，というものである。そし
て，高い具体性をもつ「強い理論」が欠けている
状況のことを，心理学における「理論の危機」と
みなしている5)。

この文脈でいう「強い理論」とは，生物学・物
理学・経済学といった他の学問分野における理論
と同様に，数式や数理モデルによって表現可能な
ものを指す（Fried,	2020）。例えば，物理学者の
Einstein （1905） は相対性理論について記述する際
に，E=mc2 （「エネルギー」 は，「質量」 と 「光速度
の 2乗」の積と等価である） という数式表現を
行っており，「エネルギーは，物体に光が当たっ
て発生する」といったあいまいな表現6) に終始す
ることはなかった。このように明瞭に理論を記述
したからこそ，後進たちが明確なビジョンをもっ
て研究を積み重ねることができ，原子核爆弾など
の（功罪は別として）画期的な発明が生まれ，宇
宙論なども飛躍的に進歩したと考えられる。

これとは対照的に，心理学の理論はほとんどが
ナラティブでだけ記述される「弱い理論」となっ
ている （Fried,	2020）。例えば，原因帰属と責任判
断の理論（Weiner,	1995） という，多くの心理学
研究の前提となってきた理論でさえ，「ある出来
事の原因を内的で統制不可能な要因に帰属した場
合には，当事者の責任がより強く問われる」と

7)	 この場合における「理論が正しいという前提での解釈」
の例としては，「運転手の居眠りの背景には，過酷な運航
スケジュールという外的要因があった」と想定して，「こ
のケースに限っては，事故のニュースに接した人々が『居
眠り』 を統制不可能要因とみなしたため，運転手を非難し
なかったのだろう」と推論する，といったものが考えられ
る。一方，「理論そのものが誤りだとみなす解釈」 の例とし
ては，「『居眠り』は内的統制可能要因であり，ニュースに
接した人々が事故の原因を 『居眠り』 に帰属したことも間違
いないので， 『運転手を非難する意見はごく少数であった』 
という結果は理論と矛盾している」 と判断する， といった
ものが考えられる。

5)	 Meehl（1967,	1978,	1990）が早くから指摘していた「強
い理論」の不在という問題が，いまになって「理論の危機」
として盛んに論じられるようになった背景には，心理学分
野における「再現性の危機」が大きく関わっている。Bors-
boom	et	al.	（2021） がレビューしたように，ある心理学研究
で得られた結果を追試で再現できないのは，元の研究がそ
もそも「強い理論」を欠いたまま検討を進め，たまたま得
られた目の前の分析結果に過度な意味づけを行っていた 
せいだと考えることができる。こうした経緯から近年に
なってMeehl（1967,	1978,	1990） の議論が顧みられるよう
になり，「昨今議論されている『再現性の危機』は，『理論
の危機』以外の何物でもない」と主張する論文（Oberauer	
&	Lewandowsky,	2019）が発表される状況にまで発展したの
である。なお，心理学における「再現性の危機」は，Open	
Science	Collaboration（2015）および『心理学評論』の特集
号（巻頭言として，友永・三浦・針生，	2016）に詳しい。
6)	 「エネルギーは，物体に光が当たって発生する」という
文は，物体がもつ「質量」や光がもつ「光速度」が重要な
のだということを表現できていない。また，上記の文から
は「物体と光が何かしら関係しているようだ」ということ
はうかがえるものの，Einstein（1905）の数式にあったよう
な「積」「2乗」といった，「具体的にどういった関係があ
るのか」ということを示す情報が抜け落ちてしまっている。
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なく非線形的な影響を及ぼし合いながら発達して
いくようだ」といったことが徐々に明らかにな
り，理論の精緻化・強化が進んでいく。

さらに，上記の「理論と現象のループ」とはま
た別に，「現象とデータのループ」も起こり得る。
例えば，「知能検査の下位検査同士が正の影響を
及ぼし合う」という現象を念頭に置けば，「目の
前のこの子どもからも，『ある下位検査の得点が
向上すれば，次の時点で別の下位検査の得点も向
上する』というパターンのデータが得られること
だろう」といった予測をもって知能検査を実施す
ることができる。そうした予測をもちながら知能
検査を実施していけば，「現象から導かれる予測」
とは整合しないデータを検知することも容易にな
るだろう。そして，予測と整合しないデータが蓄
積されれば，そうした不整合のデータを一般化す
ることで，「『下位検査の項目間に正の相互作用が
見られず，各種の認知的能力が独立的に発達して
いく』という子どもも無視できない割合で存在す
る」といった新たな現象が見出されるかもしれな

求められる。そのための戦略を提供しているの
が，Borsboom	et	al.	（2021） が提示した，「理論・
現象・データの往還」からなる理論構築のプロセ
スモデル（図 2上部）である。

以下，Borsboom	et	al.	（2021） に倣い，知能の相
互作用理論（van	der	Maas	et	al.,	2006） を例として
理論構築のプロセスを説明する。まず，研究者が
知能検査のデータを数多く収集していると，「知
能検査の下位検査同士が正の影響を及ぼし合って
いて，発達とともにあらゆる種類の認知的能力が
向上していく」という現象，つまりデータをある
程度一般化した法則が見出されることがある。そ
の場合，見出した現象を元手に，「ひょっとする
と，様々な種類の認知的能力がお互いを高めあっ
て発達していくという，相互作用関係が存在する
のではないか」という弱い理論を構築（推論）す
ることが可能になる。さらに，上記の弱い理論を
様々な数式で表現し，「それぞれの数式表現に
よって，現象をどれだけうまく説明できるか」を
順次検討していけば，「認知的能力は，線形では

図 2　理論・現象・データの往還構造を説明する概念図。図の上部は往還構造一般を表すものであり，Borsboom	 
et	al.	（2021） の Figure	1の一部を筆者が和訳して作図した。図の下部は，併存疾患について検討する場合を例に，心
理ネットワークアプローチに基づく精神病理研究における往還構造を説明したものである。図の下部の文言は，先
行研究のレビューを踏まえて筆者自身が記述した。
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2.3　心理ネットワークアプローチが提唱された
経緯

精神病理研究の文脈においても，上述した理論
構築のプロセスに沿った形で徐々に知見が整理さ
れていき，従来の潜在変数アプローチに関する限
界が明らかになって，手詰まり状況を解消するた
めの代替アプローチが提唱されるに到った。その
代替アプローチこそが，本稿で焦点を当てる心理
ネットワークアプローチなのである。

樫原・伊藤論文でも詳述されているが，従来の
精神病理研究では，「抑うつ」「不眠」など個別の
精神症状（観測変数）の背後に「うつ病」という
疾患カテゴリ（潜在変数）が存在すると仮定して

（言い換えれば，理論づけて）議論を進めること
がほとんどであった（図 3左部）。そして，「う 
つ病」「社交不安症」など，カテゴリの異なる疾
患（潜在変数）が複数存在することを仮定して，
疾患カテゴリごとに治療プロトコルを作成する 
という試みを繰り返してきた（レビューとして，
Hayes	et	al.,	2020）。ところが，その試みを進め 
る中で，「そもそもDSM-IV（American	Psychiatric	
Association	[APA],	1994） の定義通りに患者をきれ
いに分類できず，併存疾患を抱える患者が 45%
にも上った」（Kessler	et	al.,	2005） といった報告

（データ） が早くから蓄積され，大元のカテゴリ
分類（理論） ではうまく説明できない「併存事例」
という現象が無視できない割合で存在すること 
が明らかになった。その後，DSM-5	（APA,	2013）
の発表などを契機に精神疾患の分類基準が更新さ
れたものの，「カテゴリ分類（理論）とは整合し
ない患者（現象・データ）」が存在するという報

い。仮に，そうした新たな現象が見出されたなら
ば，今度は「認知的能力が相互作用的に発達する
か独立的に発達するかは，神経基盤など生理的側
面の個人差によって決まるのではないか」などと
新たな推論を行うことができ，知能の相互作用理
論をもう一度更新して強化する（つまり，理論と
現象のループをもう一度回す）ためのきっかけと
なり得る。このように，理論・現象・データの関
係性をよく意識して往還を繰り返せば，ナラティ
ブで記述される弱い理論を徐々に強化できるとい
うことを，理論構築のプロセスモデル（Borsboom	
et	al.,	2021；図 2上部）は説明している。

なお，Yarkoni	（2020） が指摘するように，他分
野と比べて測定対象の明確な定義や正確な測定が
難しい心理学分野では，いくら理論を数式表現し
て強化していっても，「この理論こそが，真実を
一番正確に反映できている」などと主張すること
はできない。実際のところ，知能の相互作用理論

（van	der	Maas	et	al.,	2006）の更新がいくら進んで
も，物体としての形をもたない知能やその発達と
いった現象について説明し尽くせる日は訪れない
だろう。そのため，心理学分野で理論構築を進め
ていく際には，「真実を反映した正しい理論を構
築する」という意識ではなく，「現象を説明しや
すい便利な理論を少しずつ整えていく」という意
識をもつことが重要になると考えられる。「現象
やデータと照らし合わせながら理論を強化し続け
る中で，ときに新たな発想の理論が生まれ，従来
のアプローチによる研究の手詰まり状況が解消さ
れることがある」というところに理論構築の意義
があると，筆者は考えている。

図 3　潜在変数アプローチ （左図） と心理ネットワークアプローチ （右図） を比較するための，うつ病を例とした模式
図。左右いずれの図も，簡便な視覚表現を行うために，うつ病の数ある個別症状の中から 4種類のみを抜き出して
いる。潜在変数アプローチ（左図）では，うつ病という根本原因（潜在変数）が諸症状を引き起こすと考える。一
方の心理ネットワークアプローチ （右図） では，諸症状が相互作用して 1つのネットワーク （複雑系） を形成してい
ると考え，そのネットワーク全体のことを「うつ病」とみなしている。なお，左図の e1 から e4 は，測定誤差を表す。
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et	al.,	2020）。このような革新性が評価されて，心
理ネットワークアプローチは「潜在変数アプロー
チの手詰まり状況を打破するための有力な代替ア
プローチ」としてたびたび紹介されるようになっ
た （e.g.,	Borsboom	et	al.,	2019；Hofmann,	Curtiss,	&	
Hayes,	2020；Hofmann,	Curtiss,	&	McNally,	2016） と
いえる9)。

2.4　心理ネットワークアプローチの全体像
2.3項のような経緯から台頭してきた心理ネッ

トワークアプローチの根幹には，「あらゆる精神
疾患は，個別症状同士が相互作用し合って維持さ
れるネットワーク （複雑系） となっている」とい
う理論（心理ネットワーク理論）がある。そし
て，この心理ネットワーク理論と精神疾患に関す
る諸現象との整合性の検討（理論と現象のルー
プ）と，諸現象と精神症状データの解析結果との
整合性の検討（現象とデータのループ）を繰り返
し，理論を徐々に精緻化していく（例として，図
2下部） というのが，心理ネットワークアプロー
チの全体像となる。

心理ネットワークアプローチの素朴な用い方と
しては，特定の精神疾患に着目して，その精神疾
患が具体的にどのようなネットワーク構造をもつ
のかを記述的に理解していくというものがある。
例えば，横断的データの解析結果をもとに，PTSD
など単一の精神疾患（e.g.,	Epskamp,	Borsboom,	&	
Fried,	2018；図 1）や各種の併存疾患（脚注 8参
照）の平均的なネットワーク構造を図示して，病
態理解の精緻化に役立てるということがこれまで
になされてきた。また，複数の患者を対象とした
介入研究のデータに基づき，特定の介入手法が心
理ネットワークのどこにどの程度影響したかを 
把握して（例として，図 4），介入の作用機序の
解明・精緻化につなげる試みもなされている

（Bekhuis	et	al.,	2018；Boschloo	et	al.,	2019）。さら
に，実際の臨床場面で患者 1人 1人から反復測定

告は後を絶たなかった（例えば，Fried	&	Nesse,	
2015）。このような理論と現象・データの不整合
を踏まえ，ついには「潜在変数アプローチの臨床
的有用性には限りがあるので，今後はアプローチ
を抜本的に変えて精神病理研究を進めていくべき
である」 という見解（e.g.,	Hayes	et	al.,	2020；Maj,	
2018） がたびたび示されるまでになったのである。

このような状況の中でBorsboom	（2008） は心理
ネットワークアプローチを提唱し，精神病理研究
を進める際に潜在変数としての疾患カテゴリを想
定するのではなく，個別の精神症状（観測変数）
同士が相互作用して維持されるネットワーク（複
雑系）に着目するという視座の転換を行った。例
えばうつ病について議論する場合であれば，「抑
うつ」「不眠」などの個別症状同士が相互作用し
ている様子を 1つのネットワーク（図 3右部）と
して図示した上で，いずれの症状がネットワーク
の中核（ハブ） として機能しているか検討する，
といった具合いである。また，「うつ病」「社交不
安症」など複数の疾患カテゴリにまたがる多様な
精神症状をモデルに投入すれば，併存疾患の全体
像を 1つのネットワークとして記述でき，いずれ
の症状が疾患カテゴリ間をつなぐブリッジとして
の機能を果たしているか検討することも可能にな
る8)。さらに，大人数の患者から収集した横断
データをもとに「平均としての精神病理の様相を
描いたネットワーク」 を検討するだけではなく，
個人から反復測定した縦断データをもとに「その
患者固有の精神病理の様相を描いたネットワー
ク」を検討することもできる。つまり，心理ネッ
トワークアプローチは「潜在変数ではなく観測変
数だけで精神病理を記述する」という発想の転換
によって，「中核症状の特定」「併存疾患の全容把
握」「患者固有の病理の把握」など，従来の潜在
変数アプローチでは困難であったことを検討する
ための道を切り拓いたわけである （レビューとし
て，Borsboom	et	al.,	2019；Fried,	2020；Robinaugh	

8)	 心理ネットワークアプローチに基づいて併存疾患を検
討した実例としては，うつ病と全般性不安症の併存事例に
着目したもの （Curtiss	&	Klemanski,	2016；Everaert	&	Joormann, 
2019；Fisher	et	al.,	2017），うつ病と強迫症の併存事例に着
目したもの （Afzali	et	al.,	2017），うつ病と PTSD の併存事例
に着目したもの （McNally	et	al.,	2017） などが挙げられる。
また，疾患カテゴリ間をつなぐブリッジとして機能する症
状を特定するためのデータ解析法は，	Jones,	Ma,	and	McNally 

（2021） によって実用化されている。

9)	 Ng	and	Weisz	（2016） が述べているように，現代では医
学全体が，「疾患のカテゴリ分類に固執せず，個々の患者
に治療を最適化していくための科学（science	of	personalized	
intervention） を発展させていく」という方向性へとシフト
しつつある。臨床心理学における「潜在変数アプローチか
ら心理ネットワークアプローチへ」というパラダイムシフ
トの背景には，こうした医学全体のパラダイムシフトの影
響もあったと考えられる。
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ることがあるという議論を心理ネットワークに適
用し，病状の急変を予測して早期警告信号の把握
に役立てることを提案した理論的論文が存在する

（Fried	et	al.,	2017）。そして，心理ネットワークの
場合にも本当に「臨界点」「ネットワーク全体の
急変」といった現象があると考えるのが妥当かど
うか，数理シミュレーションに基づいて検証する
という試みもなされている （Burger,	van	der	Veen,	
et	al.,	2020）。他にも，「ネットワークには，刺激
が伝播しやすい密なネットワークと，伝播しにく
い疎なネットワークある」という議論を拡張し，
心理ネットワークの密度を検討することで個々の
患者の脆弱性やレジリエンスを把握できるとした
理論的論文が存在する （Borsboom,	2017；Cramer 
et	al.,	2016）。これらの議論を受けて，統計解析ソ
フトウェアRのbootnet パッケージ （Epskamp	et	al., 
2018） などで，実際のデータに基づいて心理ネッ
トワークの密度を計算するための関数が実装され
るに至っている。

つまり，心理ネットワークアプローチは，ネッ
トワーク科学の「ものごとをネットワークとして
捉える」という観点とともに，中核的ノード・臨
界点・ネットワーク密度などの個別トピックに関
する理論を借りながら発展を続けているのであ
る。もちろん，ネットワーク科学の理論を単純に
当てはめても常にうまくいくとは限らず，「現象

した縦断データをもとに，「その患者に特有の，
精神病理のネットワーク構造」を図示して，ケー
ス・フォーミュレーション（個別ケースの概念
化・理論化）に役立てていく試みも，パイロット
研究として実践され始めている （Frumkin	et	al.,	
2021；Kroeze	et	al.,	2017）。

また，これまでにネットワーク科学全体で検討
されてきた発展的な理論を，心理ネットワークの
場合に当てはめていく試みも盛んである。例え
ば，これまであらゆるネットワークについて，多
くのノード同士をつなぐハブとして機能する中核
的ノードが存在すると議論されてきたが，心理
ネットワークについても同様に，精神病理を維持
する中核症状が存在するという仮定がたびたび示
されている （e.g.,	Borsboom,	2017；Epskamp	et	al.,	
2018）。そして，実証的論文において，strength，
closeness，	betweennessといった中心性指標を算出
し10)，中核症状を特定するということが頻繁に行
われるようになっている （e.g.,	Curtiss	&	Klemanski, 
2016；Everaert	&	Joormann,	2019；McNally	et	al.,	
2017）。また，ネットワーク内の特定のノードが
極端に活性化（もしくは不活化）して臨界点を超
えると，ネットワーク全体の動的平衡が急に崩れ

10)	 Strength，closeness，betweennessという 3種類の中心性
指標の内容については，Epskamp	et	al.（2018）および樫原
論文において詳述されている。

図 4　心理療法と，投薬治療との混合療法の治療効果を比較したネットワーク図。Bekhuis	et	al.	（2018） のオープンア
クセス論文に掲載されている Figure	1を，CC	BY-NC-ND	4.0ライセンスに則って直接引用した。四角形のノードは
心理療法と混合療法を比較したダミー変数を，円形のノードはうつ病の個別症状を，紫色のノードは混合療法によ
る治療効果が心理療法単独の場合よりも有意に大きかったことをそれぞれ表す。各エッジの太さは偏相関係数の大
きさを表す。
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3.2　「心理ネットワーク解析は，個人内の縦断
データを解析するときにその真価を発揮す
る」という想定は妥当なのか？

松本論文の冒頭では，心理ネットワークアプ
ローチが注目を集めるようになった背景として，

「多くの症状と関連する中核的なプロセス変数を
発見し，そのプロセスに対する介入を行うこと

（p. 121）」を目指す，プロセスに基づくセラピー
（Hayes	&	Hofmann,	 2018,	 2020；Hayes	 et	 al.,	
2020；Hofmann	&	Hayes,	2019） の台頭があること
がまず述べられている。それに続けて，「精神病
理に関するネットワーク解析の最大の強みは個人
へのモデルのあてはめにある（p. 122）」という見
解が示されている。松本論文はこの見解をもと
に，以降の箇所で「患者 1人 1人からデータを反
復測定し，個人内の縦断ネットワークを検討す
る」という場合に絞って論を展開しているが，そ
もそもこの見解はどこまで妥当なのだろうか。も
ちろん，筆者としても，「心理ネットワークアプ
ローチを活用し，個々の患者に特有の病理を明ら
かにして（言い換えれば，患者ごとに固有の理論
を構築して），治療に役立てていく」という方向
性自体にはまったく異論はない。ここで議論した
いのは，「個々の患者の治療に資する」という方
向性を追求する際に，個人内の縦断データ解析に
こだわるのではなく，「精神病理をネットワーク
とみなす」 という発想（理論） そのものや横断
データの解析結果から得られる示唆にも目を向け
た方が有益ではないか，ということである。

樫原論文で詳述されていることだが，精神疾患
の病態は十人十色であり，同じ「うつ病」という
診断カテゴリに該当する患者であっても症状の
セットは人ごとに大きく異なり得る。そしてここ
からは私見になるが，どのような症状のセットで
苦しんでいる患者も，治療の初期段階では「沢山
の症状が襲ってきてとにかくつらい，ひょっとし
てうつ病だろうか」などと思うばかりで，「症状
同士が相互作用し合って 1つのパターンが形成さ
れており，そのせいでつらいのだ」と把握できて
いることはまれだろう。そのように混乱した状況
の中で，「精神疾患はネットワーク構造で理解す
ることができ，ハブとして機能する中核症状も存
在するはずだ」というものの見方（理論）を患者
が知れば，「自分の心の中で，一体全体どのよう

やデータとの整合性が取れないため，心理ネット
ワークで独自に理論を修正していく必要がある」
と判明することも多々ある。例えば，Bringmann	
et	al.	（2019） は，i） 社会ネットワーク研究で多用
されてきた中心性指標のうち closenessと between-
ness について，心理ネットワーク研究の場合には
安定性が低くなることを指摘し，ii） 「closenessと
betweennessが高いノードを優先的に攻撃すれば，
ネットワーク全体を効率よく変容させられるはず
だ」という理論が心理ネットワークには当てはま
りそうもないことを示した。そして，iii） 心理
ネットワーク研究で独自に中心性指標を開発する
か，中心性指標に依存しない議論のスタイルを新
たに確立した上で，心理ネットワークの変容可能
性に関する独自理論を整えていくことが必要だと
議論した。このように，図 2のような理論構築の
プロセスを回していき，従来のネットワーク科学
の理論と整合しないケースも生かしながら理論の
精緻化を図っていく，というのが心理ネットワー
クアプローチの進め方となっている。

3．松本論文へのリプライ

3.1　3 節の目的と構成
2節では，心理ネットワークアプローチの特徴

として，i） 「あらゆる精神疾患は，個別症状同士
が相互作用し合って維持されるネットワークと
なっている」という理論が根幹にあり，ii） 中核
的ノード・臨界点・ネットワーク密度など，ネッ
トワーク科学全体で蓄積されてきた個別トピック
に関する理論を借りながら発展を続けていること
を紹介した。また，iii）ii）の理論を心理ネット
ワークにあてがう中で，理論・現象・データの整
合性が取れないと判明することも多々あり，そう
した不整合のケースも心理ネットワークの独自理
論の構築のために生かしていく，ということを述
べた。3節では，こうした心理ネットワークアプ
ローチの全体像を念頭に，松本論文で述べられた
コメントに対するリプライを示す。以下，松本論
文で述べられた主なコメントを本文の順序通りに
紹介し，その 1つ 1つに対してリプライを示して
いく。
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いない （Bringmann,	2021；von	Klipstein	et	al.,	2020），
ii） 縦断ネットワーク解析の際に多用されるベク
トル自己回帰モデルは，そのほとんどが「患者の
症状ネットワークの構造（ノードの配置）は，時
間が経過しても変容することがない」という， 
非現実的な強い仮定を置いてしまっている

（Bringmann,	2021），といったことが指摘されてい
る。もちろん，縦断データの測定や解析に関する
こうした限界が今後の技術発展によってある程度
克服されることもあるだろうが，「この縦断デー
タの解析結果こそが真実を正確に表している」と
まで主張できる日はおそらく訪れないであろう。
データはあくまで「目の前の患者の中で生じてい
る現象を理解し，ケース・フォーミュレーション
を行うための参考資料」であり，参考資料の中で
縦断データのみが優遇される必然性はないはず
だ。むしろ，「ネットワーク理論そのもの」「横断
データ解析の結果」「縦断データ解析の結果」そ
れぞれから示唆されることに平等に目を向け，患
者とのコミュニケーションを通して柔軟にケー
ス・フォーミュレーションを進めていく方が，効
果的・効率的な臨床実践につながるのではない
か。縦断データの測定・解析には「測定の頻度を
話し合い，時間をかけて一緒に取り組む中で，患
者と治療者の信頼関係が強化される」という素朴
な利点もある（von	Klipstein	et	al.,	2020）が，こ
うした素朴な利点を生かすという意味でも，data-
driven な姿勢にこだわるよりは，ケース・フォー
ミュレーションへの還元を意識して柔軟に治療を
進めていく方が好ましいだろう。

なお，筆者としては，「心理ネットワーク理論
そのもの」「横断データ解析の結果」「縦断データ
解析の結果」それぞれから得られる示唆をケー
ス・フォーミュレーションに還元していくという
あり方は，プロセスに基づくセラピーとも合致す
る発想だと捉えている。松本論文では，プロセス
に基づくセラピーが「機械学習やネットワーク解
析のような手法を用いて，多くの症状と関連する
中核的なプロセス変数を発見し，そのプロセスに
対する介入を行う（p. 121）」ものだと紹介されて
いるが，「機械学習やネットワーク解析を用いて
いること」「患者個人から収集したデータの解析
結果を軸に治療を進めること」がプロセスに基づ
くセラピーの本質というわけではない。むしろ，

な現象が生じているのか」を整理するための足掛
かりとなるのではないだろうか。同時に，治療者
の側も「うつ病」などのカテゴリ的な理解を超え
て，精神疾患のネットワーク構造を想定すること
ができれば，目の前の患者の症状パターンの詳細
まで聴き取り，患者固有の病理の理論を構築する
ことが容易になる（心理療法の用語で言い換えれ
ば，ケース・フォーミュレーションを効率的に行
える）だろう。また，これは樫原・伊藤論文で詳
述されていることだが，横断データ解析を用いた
先行研究の知見を参照して「うつ病の平均的な
ネットワーク構造」といったものを把握しておけ
ば，「よくある症状の相互作用パターンはこのよ
うなものですが，あなたにも思い当たるふしはあ
りますか？ あるいは，『自分の場合はここが違う』
と気づいた箇所はありますか？」などと患者に問
いかけて，より効率的にケース・フォーミュレー
ションを実施できるだろう。もちろん，個人から
症状を反復測定して患者固有のネットワークを 
可視化すればより一層ケース・フォーミュレー
ションに役立つだろうし，そうした試みを臨床場
面で実践したパイロット研究も存在する （Frumkin 
et	al.,	2021；Kroeze	et	al.,	2017）が，その手前の心
理ネットワーク理論や横断データ解析に目を向け
るだけでも，個々の患者の治療に役立つ発見が
様々にあると期待できる。

また筆者としては，より強い主張として，「個々
の患者の治療に資する」という目的に向かって 
いく際に，「個人内の縦断ネットワークをデータ
解析で明らかにする」という data-drivenなやり方
に依存しすぎるべきではないと考えている。von 
Klipstein	et	al.（2020）が指摘したように，経験サ
ンプリング法などに基づいて症状データを反復測
定する際には，患者の思い描く重症度の評価基準
が時を経るにつれて変わっていくことがよくあ 
り11)，結果としてデータの信頼性が低下すること
が懸念される。また，縦断ネットワークを推定す
るデータ解析法にも現状では様々な限界があり，
i） 解析法に様々なオプションが存在する中でい
ずれを選択すべきかという判断基準が整備されて

11)	 具体的には，反復測定を繰り返す中で患者のセルフ・
モニタリング能力が向上して，かつては自覚していなかっ
たささいなレベルの「抑うつ感」を察知して報告できるよ
うになる，といった変化が考えられる。
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ロセスに照らしてみると，「ネットワーク的観点
から精神病理という現象を理解しようとしたが，
closenessや betweennessというデータの切り取り
方ではどうもうまくいかないようだ」と考えるこ
とができ，「それらに代わる，心理ネットワーク
の場合にもっと適した中心性指標を考えてみよ
う」といった発想が生まれ得る12)。また，ケー
ス・フォーミュレーション（患者固有の理論の構
築）への還元ということを意識すれば，「closeness
と betweennessをもとに治療ターゲットを決定す
るのには無理があるようだが，解析結果の素朴 
な記述的理解には役立つだろう」「closenessと
betweennessの値も，あくまで参考程度ではある
が患者に紹介してみて，一緒にケース・フォー
ミュレーションを精緻化するためのきっかけに 
しよう」といった活用法も着想しやすくなるだろ
う。松本論文の「研究者はこれらの問題（筆者
注：closenessと betweennessの不安定性をはじめ
とする，一連の限界）を認識した上で精神病理の
ネットワーク解析を利用しなければならない

（p. 122）」という記述はまったくその通りなのだ
が，「では，具体的にどのようなスタンスで解析
結果と付き合うべきか」というところまで踏み
込んで考えるには，理論構築のプロセスと照らし
合わせる作業が必要になるだろう。

3.4　認知実験データは，測定内容が不明確であ
るために，心理ネットワークアプローチと
相性が悪いのではないか？

続けて松本論文は，「質問紙法以外にも，精 
神病理や病態の解明に寄与する手法はある 

（p. 122）」ことや，認知実験データが精神病理の
解明に役立ってきたことを指摘した上で，「なぜ
実験課題は質問紙データに比べてネットワーク 
解析に用いられることが少ないのであろうか

（p. 123）」という問いを立てている。この問いに
対して松本論文が最終的に示した答えは，「質問
紙法と比べると，大規模データの取得と反復測定
が困難である （p. 123）」「実験法は質問紙法に比

i） ネットワーク科学や進化論にインスパイアされ
た整理の枠組みである拡張進化論的メタモデル

（Hayes	et	al.,	2020）を活用し，ii） 「精神病理につ
いての，横断・縦断それぞれの観点から蓄積され
た研究知見の山」の中から目の前の患者を治療す
る上で役立つものを選び取り，iii） 「目の前のこ
の患者は，この治療プロセスを経ていけば良く
なっていくはずだ」という詳細な治療仮説を科学
的見地に基づいて整えていく，というのがプロセ
スに基づくセラピーの本質だと筆者は考えてい
る。もちろん，プロセスに基づくセラピー自体が
新しいアプローチであり，書籍や論文によって説
明内容の揺れなどがあるのかもしれないが，少な
くともプロセスに基づくセラピーを駆動する拡張
進化論的メタモデルにまで踏み込んだHayes	et	al.	

（2020） の理論的論文からは，上述した「セラピー
の本質」 を読み取ることができる。プロセスに基
づくセラピーの観点から見ても，「縦断ネット
ワーク解析の結果は，あくまで参考資料の 1つに
過ぎない」 と考えるスタンスの方が適切だろう，
というのが筆者の考えである。

3.3　心理ネットワーク解析の限界についての考
察は，理論構築のプロセスと照らし合わせ
ることでより深まるのではないか？

松本論文では，3.2項で採り上げた箇所の次に，
「ネットワーク解析にはいくつかの限界が存在す
る （p. 122）」という指摘がなされており，そこで
挙げられた限界はいずれも先行研究に基づいた的
確な内容のものとなっている。特に，中心性指標
のうち closenessと betweennessは安定性が低くな
りやすいという指摘は，樫原論文の「心理ネット
ワーク解析では，strength，	closeness，	betweenness
の 3指標を総合的に評価して中核症状を見極め，
その中核症状を治療ターゲットとみなす」という
主旨の記述をアップデートするものとなってお
り，読者にとって非常に有用な情報を提供してい
るといえる。

筆者としては，その他に挙げられた限界点にも
同意しているが，同時に「理論構築のプロセスと
照らし合わせることで，これら限界の考察がいっ
そう深みを増すのではないか」ということも考え
ている。例えば，「closenessと betweennessは安定
性が低くなりやすい」という知見を理論構築のプ

12)	 実際に近年では，「心理ネットワークの場合にもっと適
した，治療ターゲットの同定に役立つ中心性指標を考案し
よう」という方向性に沿って，total	effect	centralityや indi-
rect	effect	centralityという指標を提案し，それらの指標を算
出するための解析パッケージを提供する（Ryan	&	Hamaker,	
in press）といった動きが見られる。
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くの認知実験課題の原型ともなった。しかしその
一方で，潜在連合テストに対しては，「果たして
本当に個人の潜在的な態度や信念を測れているの
か」という疑念も常に付きまとっていた。具体的
には，潜在連合テスト上で「あたかも，黒人に好
意的な人であるかのように振る舞う」などのごま
かしが可能であるとした報告（Fiedler	&	Bluemke,	
2005；Steffens,	2004）や，実験室での簡単な操作
によって潜在連合テストの得点が変わりうるとし
た報告（Gawronski,	Walther,	&	Blank,	2005；Gregg,	
Seibt,	&	Banaji,	2006）が早期から蓄積されていた。
そして，それらの蓄積を根拠に，「潜在連合テス
トを，『参加者の本当の態度や信念を測る， ウソ
発見器』とみなすことは難しい」という見解が述
べられるまでになった（Gawronski,	2009）。こう
した見解を受けて，「それでは，潜在連合テスト
はいったい何を測っているのか」という論争がそ
の後活発になったが，現代になってもその論争は
決着を見ていない13)。それどころか，近年では

「潜在的（implicit）」という用語がそもそも何を
指すのかという定義の段階で，専門家間の見解が
分かれるという事態になってしまっている（レ
ビューとして，	Corneille	&	Hutter,	2020；Gawronski,	
De	Houwer,	&	Sherman,	2020）。

潜在連合テストにまつわる上記の問題は，同じ
く反応時間パラダイムに基づくGo/No-Go課題や
Dot-Probe課題にも当てはまる問題だと筆者は考
えている。これらの認知実験課題を実施する最中
に観測される「反応傾向」が「参加者の潜在的

べて測定の信頼性が低い（p. 124）」という 2点で
あった。筆者としては，これらの答えはいずれも
的確だと考えている。反復測定のコストが大き
く，さらに信頼性の低さも懸念されるとなれば，

「認知実験データを反復測定して心理ネットワー
ク解析に用いてみよう」と思う研究者は当然出て
来づらいだろう。こうした研究の現状を的確に捉
えた上で，認知実験データ（あるいは，その代用
となる指標）を活用した心理ネットワーク解析を
実現するための提言を行っていくという松本論文
の展開は，読者の知的好奇心を大いに刺激するも
のとなっている。

一方で，上記の展開はもっぱらデータの次元に
着目したものとなっており，心理ネットワークア
プローチ全体を活用していく際に大きなネックと
なる，認知実験データの重要な問題を 1つ見落と
しているように思われる。その問題とは，「認知
実験データは，測定内容が不明確であり，データ
が具体的に何を意味しているのか専門家間でも見
解が分かれてしまっている」ということである。

松本論文では認知実験課題の具体例として， 
潜在連合テスト （Greenwald,	McGhee,	&	Schwartz,	
1998），Go/No-Go 課題（Nosek	&	Banaji,	2001），
Dot-Probe課題（MacLeod,	Mathews,	&	Tata,	1986）
の 3点を挙げていたが，ここでは潜在連合テスト
を採り上げて上述した問題のあらましを説明する。
潜在連合テストは，Go/No-Go課題やDot-Probe
課題と同様に，コンピュータ上に提示される刺激
への反応速度に着目した課題である。潜在連合テ
ストの場合には，途中で何度も条件を変えながら
認知実験課題を実施した上で，刺激への反応速度
が条件間でどの程度異なったかを検討し，最終的
に「特定の対象（例えば， 黒人， 自己） に対する，
潜在的（implicit） な態度や信念（例えば，不快，
悪い） の強さ」を表すとされる得点を算出する

（実験手続きや得点化の手順の詳細は，Greenwald	
et	al.,	1998およびGreenwald,	Nosek,	&	Banaji,	2003
を参照）。この潜在連合テストは，	Greenwald	et	al.	

（1998）の発表以降，潜在的偏見や潜在的自尊心
など，「人々が表明を避けている，あるいは自覚
できないでいる態度や信念」を測定できる画期的
な手法として膨大な数の研究で活用され（レ
ビューとして，	Nosek,	Greenwald,	&	Banaji,	2007），
Go/No-Go課題（Nosek	&	Banaji,	2001） を含む多

13)	 例えば，2021年に心理学分野のトップジャーナルであ
る Perspectives on Psychological Science 上で，潜在連合テス
トの構成概念妥当性をめぐる激しい議論の応酬がなされて
いる。具体的には，i）	Schimmack	（2021a） が「潜在連合テ
ストには，個人の潜在的な態度や信念を測定できている 
ことを示す根拠が欠けている」 と主張したのに対し，ii）
Kurdi,	Ratliff,	and	Cunningham	（2021） やVianello	and	Bar-Anan	

（2021） が「Schimmack	（2021a） の実施したデータ解析には
不備があるし，潜在連合テストは潜在的な態度や信念の尺
度として十分使えるはずだ」という反論を示すということ
があった。これらの反論に対して， 今度は iii）	Schimmack	

（2021b） がリプライ論文を発表し，「Kurdi	et	al.	（2021） の 
反論は，Trump 元大統領の会見以上にファクトチェックを
要する， 混乱した内容のものだ」「Vianello	and	Bar-Anan

（2021） の実施したデータ解析が適切であったか検証した
かったのに，データ共有申請を拒否された。Bar-Anan氏に
至っては，オープンサイエンスの推進者として称賛される
人物であるというのに，これは驚きだ」などの攻撃的な文
言を交えながら，「やはり，潜在連合テストには構成概念
妥当性が欠けている」という結論を再度示している。
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サスが得られていないことを自覚して，認知実験
データの解析結果を慎重に活用していくことが必
要になる。

3.5　認知実験データやライフログデータを心理
ネットワークに加える前に，「そのネット
ワークは，総体として何を表現しているの
か」を考えるべきではないか？

その後松本論文は，質問紙以外のデータを心理
ネットワーク解析で活用するための道を切り拓く
べく 3つの提言を示した。その提言とは，i） 「短
時間で実施可能かつ測定の信頼性を高めるように
実験課題を改良していく必要がある （p. 124）」，
ii） 測定全体の所要時間を短縮できるよう，質問
紙データの中で「中心性の高い変数と関連する傾
向にある実験課題を特定する （p. 124）」という絞
り込みの作業を事前に行うことが求められる，
iii） 「実験課題の代用となる指標（p. 124）」とし
て，「日常生活における心拍，活動量，睡眠

（p. 124）」などの活動指標や生理指標を活用でき
ないか検討することが望ましい，というものであ
る。これらの提言に沿って今後どのような認知実
験課題が精神病理研究で活用されていくのかは非
常に興味深いし，iii）に掲げられたいわゆる「ラ
イフログデータ」であれば，測定内容が明確なた
めに 3.4項で指摘した問題をうまく回避できて大
いに期待が持てる。

ここで，今後の展開を後押しするために付言し
ておくと，認知実験データやライフログデータを
心理ネットワーク解析に実際に投入する際には，

「そのネットワークは，総体として何を表現して
いるのか」を事前に考えることが大事だろう。質
問紙以外のデータを組み込んで心理ネットワーク
解析を実施するのは技術的には容易なことであ
り，図 1のような自覚症状のネットワークに認知
実験データやライフログデータのノードを追加し
て，解析コードを再度動かすだけで事足りる。し
かし，ここで熟慮を経ずにノードの追加を行って
しまうと，「複数の自覚症状と，自動的な注意の
バイアスと，心拍の相互作用を表すネットワー
ク」のように，総体として何を表現しているのか
があいまいなネットワークが出来上がってしまい
かねない。熟慮を経ずに認知実験データやライフ
ログデータを追加するだけでは，松本論文の序盤

（自動的） な態度（もしくは信念，注意傾向）」を
正しく反映しているというエビデンスは筆者の知
る限り存在しないし，潜在連合テスト以外の課題
を用いたところで「そもそも，潜在的（自動的）
とは具体的にどういう意味なのか」が定まってい
ないという問題からは逃れようがない。精神病理
には質問紙法では捉え切れない側面が存在する，
という松本論文の考えそれ自体はまったく正しい
のだが，現状では認知実験課題を用いたところ
で，「質問紙法で測られるものとはおそらく異
なっている，認知や注意のバイアスのようなも
の」しか捉えられないのではないだろうか。

もちろん筆者も，「何を測定しているのかがあ
いまいであっても，自殺企図や病状の急変など重
要な事態の予測に役立てばそれで良い」というプ
ラグマティックな考え方があるのは承知している
し，そうした用途であれば認知実験課題を大いに
活用すべきだと考えている。しかし，心理ネット
ワークアプローチを活用する場合は，中身のはっ
きりしない変数を安易に加えるべきではないだろ
う。2.3項で述べたように，心理ネットワークア
プローチは，疾病概念という実体を伴わないもの
をターゲットとした潜在変数アプローチの限界を
克服するために生まれてきたという経緯があり，

「患者が自覚して報告できる範囲の個別症状」と
いう中身の明確な観測変数だけで精神病理を記述
するという特徴をもっている。そうした特徴をも
つ心理ネットワークに，中身のはっきりしない変
数をノードとして追加していくというのは，理論
と矛盾した行為になってしまうだろう。さらに言
えば，「『質問紙法で測られるものとはおそらく異
なっている，認知や注意のバイアスのようなも
の』が心理ネットワーク内の中核的ノードになっ
ている」といった解析結果を得たところで，中身
のよくわからない変数について患者と話し合うと
いうのは困難なので，解析結果をケース・フォー
ミュレーションにうまく生かせないのではないだ
ろうか。それでもなお心理ネットワークアプロー
チに認知実験データを組み込むのであれば，「こ
の研究（もしくは，臨床実践）では，潜在的（自
動的）という用語をこのように定義し，認知実験
データをこのように解釈することとする」という
ことを明確に宣言することが不可欠になるだろ
う。そして，その宣言の内容には科学的コンセン
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てしまうが，Jones,	Heeren,	and	McNally（2017）
が開発した networktoolsパッケージを活用すれば，

「1つのネットワーク内に『自覚症状』と『生活
様式』という 2種類のコミュニティがあると仮定
し，コミュニティ同士をつなぐブリッジとして機
能する変数を特定する」という解析も可能とな
る。こうしたデータ解析法を活用すれば，「認知
実験データやライフログデータを追加しつつも，
総体として理解可能なネットワーク図を得て，理
論に還元していく」という課題を十分達成できる
だろう。

3.6　「理論との対応は重視せず，あくまで data-
driven に精神病理を理解する」 という目的
には，心理ネットワークアプローチよりも
機械学習アプローチの方が適しているので
はないか？

最後のリプライは，松本論文がライフログデー
タの活用というアイデアを説明する際に機械学習
アプローチを用いた研究（Yamamoto	et	al.,	2019）
について言及していたことから着想を得たものと
なるが，研究の目的次第では，必ずしも心理ネッ
トワークアプローチの活用にこだわらなくても良
いのではないか。むしろ，あくまで data-drivenに
精神病理を理解することを目的とする場合には，

で指摘された「ノードを追加したり削除したりす
るとネットワーク構造が大きく変わりうる可能性
がある （p. 122）」という懸念通りの状況が生じて
しまい，データ解析の結果を現象理解や理論の精
緻化につなげることが困難になってしまうだろう。

質問紙とは異なるデータを追加しつつ，総体と
して理解可能な心理ネットワークを考案していく
には，図 5のように「複数のネットワーク間の影
響関係として，どのようなものが想定されるか」
を理論的見地から事前に整理しておくと良いだろ
う。例えば，i） 図 1のような PTSD の自覚症状の
ネットワークとは別個に，「患者の生活様式の
ネットワーク」といったものがあると考え，ii） 
PTSD の諸症状に影響しそうな生活様式関連の変
数をリストアップし，iii）ii）の変数を網羅するた
めにどのような認知実験データやライフログデー
タが活用できるかを考え，iv）ii）の変数の測定に
適した質問紙尺度があれば適宜追加する，といっ
たステップワイズな整理法が考えられる。

なお，図 5はあくまでも概念図であり，「複数
のネットワークを事前に区別して，それらの影響
関係を検討する」というデータ解析法は，筆者の
知る限り開発されていない。実際のデータ解析で
は，結局自覚症状の変数も生活様式の変数も区別
せずに 1つのネットワークに投入することになっ

図 5　複数のネットワーク間の影響関係を表す概念図。Lunansky	et	al.	（2021） のオープンアクセス論文に掲載されて
いる Figure	1を，CC	BYライセンスに則って直接引用した。中央の S1 から S9 のノードで構成されるネットワークは，
9つの精神症状の相互作用関係を表す。その精神症状のネットワークに対して，パーソナリティ （P1 から P4），生物
学的要因（B1 から B5），社会的要因（D1 から D6）の各ネットワークが影響を及ぼす様子が表現されている。
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えて柔軟に予測モデルを構築する」という機械学
習アプローチを用いた方が，data-drivenな精神病
理研究としてはうまくいくように思える。もち
ろん，Cox	et	al.（2020）が指摘したように，機械
学習アプローチも一切の仮定を含まないわけでは
ない。それでもなお，機械学習アプローチであれ
ば，他のアプローチよりは格段に弱い仮定のも
と，理論的なブラックボックスを残したままもっ
ぱらデータに基づいて予測を進めることができる

（Cox	et	al.,	2020）。松本論文が data-drivenな精神
病理研究を追求しているのかどうかはわからない
が，データ解析に焦点化した議論と「予測」とい
う単語の出現頻度からは data-drivenな志向性があ
るように思えるので，上記の強みをもつ機械学習
アプローチの積極活用も検討してみると良いだ 
ろう。

4．おわりに

本稿では，「心理ネットワーク解析と認知実験
データの融合」という革新的なテーマに挑戦して
研究上の課題を示した松本論文に対し，理論・現
象・データの往還からなる理論構築のプロセスを
重視する立場からのリプライを示した。一連のリ
プライは，「データ解析のことだけを考えるので
はなく，理論や現象との対応を考えることで研究
の方向性を定めやすくなるのではないか」という
メタメッセージに集約されるが，1つ 1つのリプ
ライの内容も国内の心理ネットワーク研究に欠け
ていた観点を補うものとなっていた。特に，「縦
断ネットワーク解析だけでなく，心理ネットワー
ク理論そのものや横断ネットワーク解析も精神病
理の解明に大きく役立てられる」という議論（3.2
項） や，「data-drivenな精神病理研究の場合は，心
理ネットワークアプローチよりも機械学習アプ
ローチの方が有望である」という議論（3.6項）
は，新規性の高い研究アプローチをこれから活用
しようとする者にとって有用な今後の指針となる
だろう。

最後に，本稿のここまでの主張と矛盾した記述
に映るかもしれないが，筆者は「心理ネットワー
ク解析を用いた精神病理研究は，すべからく理論
構築のプロセスを重視しなければならない」とま
では考えていない。「理論や現象との対応までは

機械学習アプローチを用いた方がうまくいくので
はないだろうか。

ここまで筆者は，「心理ネットワークアプロー
チの全体像を念頭に置くのならば」という観点か
ら，理論・現象・データの対応を重視してリプラ
イを示してきた。もちろん，すべての研究者がこ
うした対応を意識して研究を進めなければならな
いという決まりはないし，「役立ちそうなデータ
解析法ならば何でも積極的に活用し，あくまで
データを見てものごとを判断していく」という精
神病理研究もあって良いだろう。ここで筆者が議
論したいのは，「心理ネットワーク解析は，data-
driven な精神病理研究との相性があまり良くない
のではないか」ということである。3.2項で述べ
たように，心理ネットワーク解析には推定上のオ
プションが様々に存在するが，その中でいずれを
選択すべきかという判断基準は整備されていな 
い（Bringmann,	2021；von	Klipstein	et	al.,	2020）。
こうした状況の中では，data-drivenな用途のため
に心理ネットワーク解析を実施しようにも，研究
者は数あるオプションの中から任意のものを選び
取るしかなく，「他のオプションを選んでいたな
らば得られたかもしれない予測」を見逃すことに
なってしまう。また，どういったオプションを選
択するかに関わらず，心理ネットワーク解析を用
いている限りは，「観測変数同士がネットワーク
構造を成している」という仮定が付きまとってく
る。さらには，	Bringmann	and	Eronen	（2018） や van 
Bork	et	al.（2019）が指摘するように，心理ネッ
トワークモデルは潜在変数モデルと数理的に等価

（つまり，自由パラメタの数とデータへの適合度
が等しい潜在変数モデルに変換可能）であり，

「心理ネットワーク解析であれば，他の解析より
も的確にデータを捉えることができる」という優
越性は存在しない。数理的な優越性のない解析を
恣意的にあてがい，「観測変数同士のネットワー
ク構造」という実在するか確かめようがないもの
を想定しつつ議論を進めていたのでは，「理論に
こだわらず，あくまで data-drivenに精神病理を理
解する」という研究のスタンスと大きな矛盾が生
じてしまうだろう。

筆者としては，心理ネットワーク解析を用いて
上記の諸々の制約を引き受けるよりも，「理論的
に強い仮定を置かず，データの挙動をつぶさに捉
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