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専門は性格心理学，心理学論，心理学史

本日の発表内容の基礎 
　→　学位論文（2009，東京国際大学）
それが単著となったものが 
性格とはなんだったのか 
～心理学と日常概念 
新曜社，2010

最近の展開も含めて考えます
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発表の概要

１．性格概念と心理学 
２．心理学における性格概念の用法 
３．一貫性論争とその論点 
４．一貫性論争の原因 
５．日常概念としての性格の意味 
６．性格心理学のいまとこれから
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１．性格概念と心理学

１）性格概念とはなにか

性格，気質，パーソナリティなどの概念

→　人がそれぞれ独自で，かつ時間的・状況的に 
　　ある程度一貫した行動パターンを示すという 
　　現象，およびそこで示されている行動パター 
　　ンを指し示し，表現するために用いられる概 
　　念の総称（渡邊，2005）
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性格・気質・パーソナリティ
性格　→　ここで問題にしている現象 
　　　　　われわれが目撃している性格
気質　→　性格のうち，遺伝規定性の高いもの 
　　　　　新生児の性格 temperament
パーソナリティ（人格） 
　　　→　性格という現象を生み出す 
　　　　　心理学的システムも含意
区別は明確でない 
ここでは必要がないかぎり性格を用いる
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性格特性と性格類型

性格記述の大きな２つの枠組み

性格特性 traits　→　性格の要素を示す概念 
　　　個人の性格を特性の有無や程度で記述 
　　　個人は複数の特性を持つ（持ちうる）

性格類型 types　→　性格のタイプを示す概念 
　　　個人の性格をあてはまる類型で記述 
　　　個人はあるひとつの類型に分類される
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２）心理学史と性格概念

個性記述の学としての性格学 Charakterkunde 
　→　科学的心理学とは別の学問として発展 
　　　類型論など質的な性格理解

Theophrastus人の性格に関する思惟，考察 
　→　心理学以前からさかんに行われる 
　　　BC.3c テオフラストス「人さまざま」 
　　　体液説，骨相学なども
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ドイツの性格学 
　→　19c末～精神医学と結びついて発展 
　　　Kretschmerの体格・性格類型論へ

差異心理学，心理学的測定の発展 
　→　測定されるものとしての性格の再発見 
　　　計量され比較される個人差としての性格 
　　　知能検査，心理学的測定の発展

Francis Galton
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20c前半，アメリカに渡って科学的心理学と融合 
　→　実験心理学や精神分析などの影響も 
　　　パーソナリティ心理学の誕生
アメリカ社会の能力主義の要請に応える 
　→　知能検査，適性検査 
　　　パーソナリティ・アセスメントの発展

G.W.Allport(1897-1967) R.B.Cattell(1905-1998)
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行動主義の興隆 
　→　性格の形成，変化に環境が与える影響 
　　　反性格論にもつながる

認知的パーソナリティ理論 
　→　Witkin の認知スタイル論 
　　　Kelly のパーソナル・コンストラクト理論 
　　　Mischel は Kelly の弟子

G.A.Kelly(1905-1967)
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３）日本の心理学と性格概念

人国記　土地や風土と結びついた性格記述 
甲陽軍鑑末書結要本　武士の性格記述

渡邊徹（1883-1957） 
　→　人格論（1911） 
　　　人格とは社会の成員で，力動的な慣性的 
　　　固執性を基礎とし,試行錯誤によって環境 
　　　に適応してい く

渡邊徹（1883-1957）
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1930年代　ドイツの性格学の導入 
　→　内田勇三郎（1930）　Kretschmer紹介 
　　　齊藤良象（1944）　Kretschmer翻訳
第二次大戦後　パーソナリティ心理学の導入 
　→　依田新，今田恵　Allportの翻訳 
　　　類型論から特性論へ
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２．心理学における性格概念の用法

性格の記述，行動の予測，行動の説明 
独立変数としての用法，従属変数としての用法

１）性格の記述
性格を言語によって記録・伝達する 
観察された行動（性格関連行動）を抽象化 
　→　情報を縮約するための性格概念 
性格について考え，他の概念と関連づける 
パーソナリティ・アセスメント
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２）行動の予測
性格概念から性格関連行動を予測する

①状況を限定した予測 
　→　記述が行われたのと類似した場面での予測 
　　　性格・性格関連行動に継時的安定性が　　　 
　　　求められる
②状況を超えた予測 
　→　記述とは別の場面での予測 
　　　継時的安定性＋通状況的一貫性が必要 
　　　アセスメントの利用はこれにあたる
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３）行動の説明

行動の原因論的説明 
　→　行動の原因を性格概念から説明する 
　　　原因としての性格概念
理論的構成概念としての性格概念の使用 
　→　人間の内部にある実在としての性格概念 
　　　パーソナリティ心理学のコアとなる理念

性格・性格関連行動には継時的安定性と 
　　　　　　通状況的一貫性が仮定される
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４）独立変数としての性格，従属変数としての性格

性格から行動を予測，説明しようとする研究 
　→　性格を独立変数として用いている 
　　　他の変数との交互作用を見るものも多い

性格に影響を与える変数を探そうとする研究 
　→　性格を従属変数として用いている 
　　　発達心理学的な研究

ここで問題になるのはおもに前者の研究
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性格概念の心理学的用法 
とくに行動の予測と説明というコアな用途 
　→　性格関連行動の継時的安定性 
　　　　　　　　　　通状況的一貫性を 
　　　　　　　　　　前提にしている

継時的安定性の存在は自明 
　→　それがなければ性格の認知自体生じない 
では通状況的一貫性は？ 
　→　これが一貫性論争のテーマになる

18



３．一貫性論争とその論点
性格概念の心理学的用法 
　→　古くから批判される
Hartshorne & May (1927) 
　→　道徳的な性格の子どもの道徳的行動 
　　　状況によってコロコロ変わると報告
哲学からも性格概念の用法には多くの示唆 
　→　論理実証主義や Ryle (1949) 
　　　性格概念による行動の説明は循環論

Hugh Hartshorne 
(1885-1967) 

いっぽうでパーソナリティ心理学は黄金時代
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W.Mischel(1930-)

１）Mischelの性格批判

Personality and Assessment (1968)

多くの研究のメタ分析で 
性格関連行動の通状況一貫性が 
.20～.30であることを示す

行動パターンは状況の関数として生じる 
　→　性格特性の有効性を痛烈に批判 
　　　社会学習理論と認知理論から 
　　　パーソナリティ心理学の再構成を主張
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Mischelの主張から始まった大論争 
　→　一貫性論争　Consistency debate 
　　　人か状況か論争　Person-situation debate

２）一貫性論争

1970～1980年代のパーソナリティ心理学を席巻 
　→　パーソナリティ心理学の停滞の時代 
　　　現在に繋がる性格概念の再理論化が進む
仮定されていたような通状況的一貫性の存在 
　→　実質的に放棄される
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どんなことがわかったか

個別の状況でなくたくさんの状況を集積すれば 
性格特性の個人差（順位）は一貫している 
　→　性格特性からの個別行動の予測力は小さい

調整変数の発見 
　→　一貫性が生じるかどうかに影響する変数 
　　　一貫性の自己評定（Bem & Allen, 1974） 
　　　状況の認知，セルフモニタリング
一貫性はさまざまな文脈に依存することがわかる
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それでどうなったのか

性格特性からの行動の予測や説明 
　→　状況や文脈を考慮して行なう必要 
　　　状況を超えた予測や説明には大きな制限 
　　　アセスメント結果の利用でも同様
性格概念の心理学的な価値や用途 
　→　相当に狭まる 
　　　性格研究も面倒で成果の少ないものになる

それでいいのか？？
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３）相互作用論　Interactionism
一貫性論争の結果として共有された視点 
　→　性格は人と状況の相互作用の結果である 
　　　その相互作用全体が心理学の研究対象
Lewin(1938)の公式における性格の位置が変わる 
　→　B = f ( P , E ) 　 
　　　　一貫性論争以前は性格はＰ 

　　　B = f ( P , E )  
　　　　一貫性論争後は性格もＢ　
性格＝f（人の内的過程，状況や文脈）
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４）性格の内的過程とは

Mischel(1973)の認知社会学習的個人変数

状況を認知し評価する機能の個人差 
　→　状況と相互作用して性格を作る 
　　　G.Kellyからの影響が明らか

こうした個人差は 
　認知の内的過程や生物学的要因と連結 
　90年代の新たな展開へ

Lewinの公式の新解釈でPにはなにが入る？
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４．一貫性論争の原因

性格概念の心理学的用法の大前提だった 
通状況的一貫性が実証データから確認されない 
　→　一貫性のパラドックス(Krahé,1992)

一貫性のパラドックスはなぜ生じるか？ 
　①性格概念の意味と心理学的用法の関係 
　②性格概念の位置づけと観察・測定の関係

そもそもどうしてこんなことになったのか？
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１）性格概念の意味と心理学的用法

性格概念の意味（渡邊・佐藤,1994a） 
　→　誰が誰の性格を見るかという視点から 
　　　３つに分類できる 
　→　視点によって一貫性のあり方や意味に差異

①一人称的視点 
　自分が自分の性格を見る 
　自己同一性という強い一貫性の源泉
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②二人称的視点 
　私があなたの，あなたが私の性格を見る 
　共有する状況，二者間の関係性が 
　　　　　　見かけ上の一貫性を生み出す
日常生活で性格を認識し 
性格から行動を予測・説明する場面 
　→　多くは二人称的な視点から
心理臨床や精神医学における性格概念も
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③三人称的視点 
　他人の性格を状況から独立に客観的に見る 
　心理学的観察や測定の対象となる性格 
　性格は一貫せず，状況によって変化する

性格概念の心理学的用法 
　→　一人称・二人称的本質を持つ性格概念を 
　　　三人称的に把握・利用しようとした 
　→　そこに一貫性論争の原因が
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２）性格の観察・測定と一貫性
心理学が誰かに性格概念をあてはめる手続き 
　→　観察された行動パターンに基づく 
　　　相互作用の結果の観察に基づく認識
観察はつねに状況や文脈に拘束される 
　→　過去や未来の行動は観察できない 
　　　現在でもすべての状況は観察できない 
　→　観察結果は状況に依存したものになる 
　　　行動観察から通状況的一貫性は確認不能 
　　　　　　　　　　　（渡邊・佐藤,1994b）
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傾性概念と理論的構成概念（Carnap,1956） 
　→　傾性概念　観察に還元される概念 
　　　理論的構成概念　観察に還元されない 
　　　　　　　　　　　剰余意味を持つ概念

性格を理論的構成概念として用いること 
　→　状況を超えた行動の予測の前提 
性格概念の剰余意味は？ 
　→　性格という内的実体の存在 
　　　それは観察できない心理学的存在
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心理学的測定にも同じ問題が（渡邊,1995,1996）

心理学的測定 
　→　目に見えない心理学的概念を操作的定義に 
　　　よって観察可能な行動に置き換えて測定 
　→　理論的構成概念を観察に還元する 
　→　測定結果は傾性概念となる

アセスメントを前提とした性格概念の使用 
　→　期待される通状況的一貫性との乖離
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まとめると，一貫性論争の原因は 
　→　性格概念に理論的に与えられた意味と 
　　　実際の心理学的使用とのズレ

①一人称的・二人称的な視点，自己や関係性の 
　なかから立ち上がった概念を三人称的・客観的に 
　取り扱おうとした 
②そのための行動観察や測定の手続きが 
　性格概念を傾性概念にしてしまった

性格心理学の発展にはこの点の再評価が必要 
同様の問題は他の「科学的心理学」でも生じるはず
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５．日常概念としての性格の意味

性格心理学における性格概念の用法 
　→　根拠が大きく崩れる 
　　　パラダイムの危機とまでいわれる

では性格概念は無意味なのか？ 
　→　崩れたのは心理学的な用法だけ 
　　　日常的な用法には心理学が考えなかった 
　　　豊かな意味と効用がある
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１）メタファーとしての性格概念

性格概念を使うとき 
　→　内的実体を想定している？ 
　　　通状況一貫性を想定している？
内部とは外部に見えないというだけの意味 
　→　見えないものが内部に投影される 
　　　過去の環境，過去の経験なども
その人の現在を作っている不可視なもの 
　→　性格というメタファーで示される 
　　　　　　　　　　　　　（渡邊, 1997）
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自分と相手との二人称的な関係 
　→　性格のメタファーに投影される 
　　　あなたは意地悪な人とはどういう意味か 
　　　客観的に測定しているのではない

性格概念のそういう意味が共有されている 
　→　あなたは意地悪な人という言葉から 
　　　　なにを受け取り，それにどう対応するか

離婚の理由としての性格の不一致 
　→　客観的な意味ではない
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他者を観察するパースペクティブが狭いほど 
観察から与えられる情報が少ないほど 
　→　性格概念が有用となる（渡邊,1998）

２）性格概念と観察のパースペクティブ

教育や人事などで性格概念が多用される理由 
　→　観察パースペクティブの狭さ 
　　　過去も未来もわからないから
パースペクティブが広がり，情報が増えると 
　→　性格概念を使わなくなる
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性格概念の生活的意義や有用性 
　→　本人と認知者の関係性によって変化する

本人と認知者との関係性 
　→　時間的経過も含めた分析 
　　　性格概念の使用の理解には必要

アセスメントのような客観的・量的方法ではなく 
　→　ケース単位の分析，質的方法
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６．性格心理学のいまとこれから

一貫性論争後の性格心理学の流れ 
　→　①先祖帰り 
　　　②生物学的志向 
　　　③相互作用論のその後 
その他を概観してみる

性格心理学は停滞の時代を過ぎて再び最盛期へ 
　　　　　　　　　　　　　　（Funder,2009） 
　→　一貫性論争は解決あるいは止揚されたか？

David Funder
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１）Big Five の性格論

一貫性論争後もとくに影響なく継続 
　→　性格表現用語の心理辞書的研究 
　　　1930年代以来の伝統を踏襲
1990年代までに 
　→　言語的・文化的に普遍な５因子を抽出 
　　　性格の基本的な次元を発見 
　　　　　　　　（McCrae & Costa,1987他）

一貫性論争を止揚したと主張しているが？

R.R.McCrae
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①Big Fiveと一貫性問題

Big Five の因子　→　特性語間の相関が基盤 
　　　　　　　　　　共分散の集約・抽象化

Big Fiveが示すもの 
　→　性格認知の変動の次元 
　　　認知の対象となるものの変動の次元　　　　　　　

性格はBig Five上で一貫しても変動してもよい 
　→　次元の普遍性は一貫性論争とは関係ない
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②Big Fiveは何の構造か

第一義的には性格認知の枠組み 
　→　文化を超えて進化的に共有の可能性 
　　　実際の性格の次元を反映？ 
　　　認知すると適応的な部分だけを反映

Big Fiveとさまざまな生物学的指標との相関 
　→　上記の推測を裏付ける
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２）生物学的志向

人と状況の相互作用の人側要因 
性格の要素としての内的過程 
　→　生物学的な要因の中に探求する志向 
　　　理論的構成概念としての性格を支えるもの
1990年代　行動遺伝学の発展 
　→　とくに知能の遺伝規定性について解明 
　　　心理学に現代遺伝学の枠組みを導入 
　　　方法論も性格心理学に大きな影響

Robert Plomin安藤寿康
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①生物学的性格心理学

GrayのBIS-BAS理論 
　→　条件づけにおける強化や罰への感受性 
　　　Eysenck以来のアイデアを発展させる

単独で説明できる範囲は狭い 
　→　内向ー外向，神経症傾向など

相互作用論の中での位置づけのほうが 
性格心理学全体には重要

J.A.Gray(1934-2004)
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②性格と進化心理学
心理学における生物学的志向 
　→　進化心理学
進化と性格・個体差（渡邊,2005a） 
　→　淘汰圧が小さいから個体差が維持される 
　　　個体差は進化の材料，適応のエージェント

包括適応度，頻度依存的な自然選択 
行動シンドロームの概念（今野他,2014） 
　→　これから面白くなりそうな領域 
　　　適応の概念の重要性
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３）相互作用論のその後

相互作用論の性格心理学 
　→　一貫して科学としての性格心理学の主流に 
　　　内的要因，状況・文脈とその相互作用

内的要因の把握　認知的傾向，生物学的要因 
状況・文脈の把握　状況の分類 
                         （Funder et al, 2012） 
相互作用の数量的な分析（Shoda,1999）
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４）質的心理学と性格

日常概念としての性格 
　→　個人の文脈と時間，対人関係を反映 
　　　質的方法になじむもの（渡邊,2008）

パーソナリティ研究（2008） 
質的心理学研究（2014）で特集を企画 
　→　論文があまり来ませんでした！ 
　　　まだまだこれからの話？
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おわりに

一貫性論争で性格心理学は変わったか？ 
　→　変わったとも，変わらないともいえる

性格特性などの概念やデータ，アセスメント 
　→　位置づけが変更されただけで維持される 
　　　1965年までのやり方でかまわない 
　　　　　　　　　　　　　（Funder, 2009）

私はそんな簡単な話ではいけないと思います
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パーソナリティは，個人の内部で，環境への彼
特有な適応を決定するような，精神物理学的体
系の力動的機構である。 
（Allport,1937; 詫摩ほか訳，1982，p.40）

彼特有な適応そのものをとらえる試みとしての 
性格心理学が求められる

G.W.Allport
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おわり
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