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高橋澪子 
「心の科学史」とその周辺

帯広畜産大学　渡邊芳之

2016年12月3日 
心の科学の基礎論研究会
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１．高橋澪子とその著作

１）経歴　配布資料Aを参照
1934（昭和9）年生まれ　（今田寛と同年） 
都立駒場高校卒 
1958年　東京大学教養学部教養学科卒 
　　　　卒業論文「”知覚学”と”行動学”の基礎に 
　　　　関する一研究」 
1961年　東京大学人文科学研究科心理学修士修了 
　　　　修士論文「光覚閾に及ぼす近接刺激図形の 
　　　　影響」 
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1969年　心理学専攻博士課程単位取得退学 
1972年　専修大学文学部助教授 
1980年　専修大学文学部教授

1996年　博士（心理学）東京大学 
「ヴィルヘルム・ヴントに見る科学的心理学の 
背景と特色」　　「心の科学史」の原型 

1998年　専修大学退職，専修大学非常勤講師 
2005年　専修大学名誉教授（未確認）
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２）著作　配布資料Ｂを参照
①初期の著作　図形周囲の光覚閾の研究 
　→　著作3　Takahashi & Uemura(1967) 
　　　著作4　Takahashi(1970)　いずれもJPR
　著作7　高橋(1971)　心理学評論 
　→　上記の実験結果を横瀬のPotential公式， 
　　　眼球内散乱光との関連から分析 
　→　ゲシュタルト心理学の場理論， 
　　　心理物理同型説との関係
実験心理学者知覚心理学者としての基礎を固める
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心評論文の脚注，のちの著作に直接つながる考え
が述べられている。卒論で関連した議論がされた
ことも示唆される。
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②1970年代　心理学史についての著作

著作9「全体と要素」 
大山正編「心理学の基礎」(1974)大日本図書

英国経験論，連合心理学に 
はじまる要素主義から 
ゲシュタルト心理学に至る歴史

論文「直接経験と知覚心理学」（著作8）から 
心理学史について書き始める



7

著作10　 
心理学における方法論の史的展開 
心理学研究法　第１巻（1975）

近代方法論の二系統～帰納と演繹 
生物科学に特有の方法論争 
心理学に特有の方法論争

「心の科学史」ではあまり取り扱われなかった 
近代の事項が簡潔に整理される 
分量から言っても70年代の主要業績
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著作11 
心理学の成立（1977） 
大山編「心理学のあゆみ」有斐閣
アリストテレス，科学革命，ヴント， 
古典的実験心理学

著作12 
心理学小辞典（1978）　 
大山，藤永，吉田編　有斐閣
主にゲシュタルト心理学に関する 
27項目を執筆
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70年代末 
　→　後に博士論文の第一部となる内容 
　　　すでに執筆されていた（後述）

高橋の1970年代 
　→　卒業論文での考察を基礎にして 
　　　心理学史家としての姿勢を固め 
　　　心理学前史についての考察を 
　　　進めた時代
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③1980年代　ヴント文庫とヴント

1979年　玉蟲文一（化学）宅の 
読書会でヴント文庫の存在を知る 
1980年　秋にヴント文庫を下見 
1981年　科研費取得して本格調査を開始 
1983年　続けて科研費を取得 
　　　　専大月報，Tohoku Psychologia Folia 
　　　　に中間報告 
1991年　日心大会小講演，資料配布 
　　　　東北大図書館報にも小論
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ヴントとヴント文庫，その時代についての著作 
　→　あとで博士論文第2部となるものの基礎
ヴントの評伝　著作24，27 
　→　1989年秋までに「心理学群像」の 
　　　ために書かれる（出版は2005年） 
　→　これも博士論文の基礎に

高橋の1980年代 
　→　ヴント文庫の調査を基礎に 
　　　ヴントと初期実験心理学に 
　　　ついての考察を発展させる
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２．「心の科学史」の成立

１）「知の革命史」

新版では削除された付記

本書は博士論文（1996）の書籍化 
しかし博士論文となるまでにも経緯がある

本書の本文と注の一部 
　→　村上陽一郎編 
　　　「知の革命史」シリーズ 
　　　第５巻「心理学の歴史」 
　　　のために70年代から執筆される
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「知の革命史」シリーズ（朝倉書店）

第４巻の表紙

第１巻　科学史の哲学（1980） 
第２巻　運動力学と数学との出会い（1982） 
第３巻　物質観の変遷　未刊 
第４巻　生命思想の系譜（1980） 
第５巻　心理学の歴史　未刊 
第６巻　医学思想と人間（1979） 
第７巻　技術思想の変遷（1981）

村上陽一郎編
村上陽一郎 
（1936-）
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高橋の原稿完成 
　→　心理学前史　1979年 
　　　実験心理学の成立　1991年 
　　　民族心理学の行方　1990年 
高橋（1990，著作21） 
　→『”時代精神としての”進化と発達の思想に 
　　　ついては，詳しくは，村上陽一郎編 
　　　「知の革命史」第５巻「心理学の歴史」 
　　　（朝倉書店，近刊予定）を参照されたい』

けっきょく未刊のまま終わる
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２）博士論文として完成

草稿全体の完成（1992年） 
　→　学術論文としては平易すぎる 
　　　1993年までに序説の追加，注の整備

学位論文「ヴィルヘルム・ヴントに見る 
科学的心理学の背景と特色」として 
1995年3月に提出される 
審査中に補説が追加される

新版では削除された序説の付記
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論文審査委員 
主査：河内十郎（東京大学教授，心理学） 
副査：山本巍（東京大学教授，哲学） 
　　　村上陽一郎（国際基督教大学教授，哲学） 
　　　高野陽太郎（東京大学助教授，心理学） 
　　　下條信輔（東京大学助教授，心理学）

たかし

※最年長の村上が1936年生，全員が著者より年少 
　「心の科学史」には中谷和夫への謝辞もあり
1996年3月4日　論文博士　 
博士（心理学）第12725号

河内十郎 
（1938-）
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心の科学史（1999）「はしがき」の脚注

私製本は２分冊 
東北大図書館に 
所蔵あり

18

３）東北大学出版会版「心の科学史」

1997年夏前　→　出版企画が決定
博士論文の本文および注 
参考論文のうち1編（W.Wundtとヴント文庫） 
あとがき―レクイエム―が追加

細部の修正だけでなく 
送り仮名，漢字表記などの統一に 
数ヶ月を費やす

1999年10月1日発行　5000円
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東北大学出版会版にある「付録」
①W.Wundtとヴント文庫　10ページ 
　日本心理学会第55回大会（1991，東北大学） 
　で配布されたもの

③付録地図　AとBの2枚 
　ヴントの時代のヨーロッパ，ドイツの大学 
　1991年日心大会小講演のOHP用

②付録年表解説　5ページ 
　1985-6年頃「知の革命史」のために執筆

④付録年表　哲学史２枚，ヴント年譜１枚 
　1993年放送大学のために作成
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付録地図Bは 
Boring(1929)の 
ドイツ地図に 
ヴントの遍歴を 
加えたもの

「心の科学史」付録地図B

Boring(1929) A History 
of Experimental Psychology 
の表紙裏
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「心の科学史」が出版された時期
国内での心理学史研究が盛んになってきた時期
佐藤／溝口編　1997 
通史日本の心理学（北大路書房）

佐藤達哉　2002 
日本における心理学の受容と展開（北大路書房）

心理学史・心理学論の創刊　1999

「心の科学史」も好意的に評価されるが 
　→　高橋の研究はそうした時流とは隔絶 
　　　研究のあり方にも疑問（後述）
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４）講談社学術文庫版「心の科学史」
副題が「西洋心理学の源流と～」から 
　　　「西洋心理学の背景と～」に変更される 
横組から縦組に変更　文献だけは横組
付録がすべて削除される 
いくつかの付記も削除・変更される 
　　　　　　（初校には残っていた）

渡辺恒夫による解説が加わる 
2016年9月9日発行　1280円
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３．「心の科学史」を読む

この本をどうとらえるべきか？ 
　→　1950年代からの高橋の思惟の集大成 
　　　考えの材料はすべて過去の著作にある

第Ⅰ部は1970年代までに完成された考え 
第Ⅱ部は1980年代にヴント文庫との関わりの 
　　　　なかで展開された考え

それらの萌芽はすべて卒論にあったと思われる 
　→　高橋の卒論を調べることも必要か

24

①ヴント（実験心理学）以前とヴント以降を 
　峻別する２つの心理学論はとらない 
②前近代から現代心理学までをひとつの流れと 
　して理解しようとしている 
③ヴントの心理学をそうした流れや当時の 
　ドイツの思想や科学全体の中で理解しようと 
　している

1）本全体を通じた高橋の考え方

それはおおむね成功しているように見える
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２）序論で提示される心理学史観
前近代の生気論的な一元論，プシュケーとプネウマ 
　→　デカルトによって物心二元論に分割される
ロック以降，連合心理学，要素主義の心理学 
ヴントらの内観心理学も認識論的には同じもの

序論　図1
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”新心理学”は生理学の影響を受けて 
科学的方法論を導入したが 
　→　認識論的には意識主義のままだった 
　　　それまでと同じことを科学的にやっただけ
ほんとうの現代心理学の誕生 
　→　行動主義の出現を待たなければならない

序論　図２
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行動主義によって 
　→　被験者は観察者から反応する生体に変わる 
　　　意識の私秘性から解放される 
　　　心理学は自然科学のひとつとなった
ゲシュタルト心理学 
　→　内観主義と行動主義双方の要素主義に反対 
　　　意識の復権も意図したが完成せず

序論　図３
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３）ヴントとライプチヒ学派の位置づけ

ヴントは心理学の父なのか？ 
　→　当時の主流はヴントではなかった
実験心理学を確立したのは 
　→　ミュラー（ゲッチンゲン）や 
　　　シュトゥンプ（ベルリン）らの主流派
ヴントはアメリカ人を多く 
受け入れたので過大評価されている？

W. Wundt 
(1832-1920)
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４）ヴントと民族心理学について

ヴントの民族心理学 
　→　実験心理学（個人心理学）がカバーしない 
　　　広大な領域を意識した壮大なもの 
　→　進化論，発達心理学，行動科学も包含

ヴント自身の19世紀的ロマン主義，心理主義 
　→　20世紀には古いものになってしまった

ヴントの思想 
　→　進化論や生物学，哲学や数学の大きな影響
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４）心理学史研究のあるべき姿

20世紀末の心理学史研究の流行 
　→　エクスターナルな立場が中心
社会状況やアカデミアの状況，制度も大事だが 
　→　理論や研究の基礎にある認識が重要 
　　　まずインターナルな心理学史が必要
心理学史研究の流行 
　→　よいことだが心配だという雰囲気
そもそも学問とはなんなのか，という問い
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私の今日の発表も 
　→　きわめてエクスターナルなもの 
　　　高橋先生が現役なら叱られるだろう

しかし現代の心理学者に 
インターナルな現代心理学史が語れるのか？ 
　→　研究分野の急激な膨張 
　　　博学の不可能性

心理学史＝昔話でいいのかという問題 
過去についての学史と現在についての基礎論は 
対応するだろうか？


