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｢人か状況か論争」とその後の
パーソナリティ心理学*!*，
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佐藤達哉・渡邊芳之零３

問 題
パーソナリティやそれに関連する問題の探求は，心理学の主要な分野の一つ

であるばかりでなく，精神医学などの関連諸科学や一般社会からの大きな期待

を担うものでもある。ところがわが国の心理学界では「パーソナリティ心理学
の停滞」が話題になっている（詫摩・大山・柏木，1988)。心理学に関連する

諸学会などで発表されるパーソナリティ関連研究の数は決して少なくなってい
るわけではなく，パーソナリティに関する専門書の出版も盛んである。それに
もかかわらず「停滞」が叫ばれることには，パーソナリティ心理学の本質に関
わる問題，すなわち「パーソナリティとは何か｣，「どのような研究がパーソナ
リティ研究といえるのか」という問題が，これまでわが国ではあまり議論され
てこなかったことが関係しているのではないだろうか（佐藤・渡邊，１９８８；二
宮，１９８９；詫摩,1990a,宮川,1990;堀毛,1991)。一方アメリカをみると，
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こうした議論はたびあるごとに行われている。とくに1986年の"Personality
andAssessment''(Mischel,1968)の出版を機に始まった，いわゆる「パーソ
ナリティ論争」は，その後10年以上にわたってアメリカ心理学界を揺るがし，
その余波は今も続いている(cf.Kenrick&Funder,198印。そうした論争があっ
て初めて，現在の新しいパーソナリティ心理学が存在するのである。わが国の
パーソナリティ心理学においてこうした議論を踏まえずに結果や「尺度」だけ

が輸入されていることは憂慮すべきことであり（宮川,1990,渡邊・佐藤,19
９６），そうした点にも停滞がいわれる原因があるのではないだろうか。そこで，

本論文ではこの「パーソナリティ論争」がどのようなものであり，どのような
経過をたどったのか，そして，この論争の成果が現在のパーソナリティ心理学
にどのように反映されているのかを概観し，今後の発展を展望するとともに問

題点を指摘していくことで，パーソナリティ心理学のあり方を再検討する助け
としたい。
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パーソナリティの素朴実在錨
"PersonalityandAssessment''(Mischel,1968)が論争を巻き起こしたの

は，それがそれまでのパーソナリティの心理学的定義に真っ向から挑戦するも
のだったからである。では,Mischelの批判にさらされたパーソナリティの伝

統的とらえ方とは，どのようなものだったのだろうか。
まず第１に，「パーソナリティ」は人間の内部にある何らかの実体であり，

それが状況を越えて一貫した個人差のパターンの原因となっているとする「内
的実体論」である。わが国の概論書などにもよく引用されているように，
Allportは次のように述べている。

「

ａ

「パーソナリティとは，精神身体的組織をもった個人内の力動的体制で
あって，彼の環境に対する彼独自の適応を決定するものである……パーソ
ナリティは行動や活動と同義ではない。それは行動の背後にあるものであ
り，個人の内部にあるものである｡｣(Allport,1937)
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こうした立場においては，パーソナリティが原因となって行動が生起すると考
えられるから，パーソナリティ概念を用いるならば，人の行動を説明・予測で

きるということになる。
第２に，本人や他者によるパーソナリティ知覚(personperception)やそ

の記述は，被知覚者が実際に持っているであろう「パーソナリティ」をある程

度正確に反映しているとする,,laccuratereflexionhypothesi3(Shweder,
1975,1982）である。歴史的にみても，パーソナリティ理論は，精神科医，研

究者，あるいは一般人によるパーソナリティ記述の結果を基礎にしてきたとい
う経緯が認められる｡
このように，行動の個人差の原因となっているものは，人間の内部に実在す

る「パーソナリティ」の個人差でありながら，その「パーソナリティ」を他者
がある程度とらえることができるとする考え方は，パーソナリティの「素朴実

在論」とでも呼ぶことができる（佐藤・渡遇，1988)。もちろん，人が日常そ
うした素朴実在論に基づいて他者や自己の行動を説明していることは重要な現

象であり，これをエスノメソドロジー的な視点から解明することは心理学に課
せられた大きな研究課題といえる（佐藤・渡遇,1990a)。しかし，そのこと
と，素朴実在論が科学理論として妥当性を持つかどうかとは全く別問題である。
Mischelは，こうした視点から素朴実在論に挑戦したのである。

Ｉ
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Mischel(1968)の主張
では，激しい論争をまきおこしたMischel(1968)の主張はどのようなもの

だったのだろうか。簡単にまとめてみると以下のようになる。
まず，もっぱら行動観察の結果から栂成された「パーソナリティ」概念を行

動の原因と考え，それによって行動を予測しようとするのは明らかなトートロ
ジー（循環論）である。そして，人の実際の行動には，パーソナリティ理論が

仮定しているような状況を越えた一貫性（通状況的一貫性）はない。Mischel
は多くの研究結果を検討した結果，異なる状況での人の行動の間にはせいぜい
,30程度の相関しかなく，一貫性は非常に低いと結論した。したがって，「特性」
｢状態」等の内的で安定したものとしてのパーソナリティ構成概念には低い行

旨
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動予測力しか期待できない。つぎに，人が自然に認識している「特性」や「パー
ソナリティ栂造」の概念形成には対人知覚過程が関与しており，それらは知覚

者側の過程の産物である。人の知覚，認識が外的世界の実体と一対一対応しな
いということは言うまでもないから，パーソナリティ知覚の結果と被知覚者の
パーソナリティとの対応は必ずしも保証されない。パーソナリティ知覚や記述

の際にさまざまな歪みやバイアスが生じやすいことは社会心理学の分野の諸研

究によって指摘されていることであり，パーソナリティ記述の結果を基礎とし
た従来のパーソナリティ構成概念の妥当性も疑わしい。これらのことから，こ
うしたパーソナリティ構成概念，とくに「特性」概念を用いた臨床判断や介入
は役に立たず，より状況要因を重視した社会的学習理論の立場から新たな対応
が必要である。

以上がMischel(1968)の主張である。「パーソナリティ」を「状況を越え
て，状況に影轡されずに行動を決定する内的実体」と定義する「純粋特性論」

(Kenrick&Funder,1988)の立場からみれば,｢Mischelはパーソナリティの
存在を否定している」という俗説は正しいといえる。しかし,Allport(1961)
やCattell（1983）もパーソナリティと状況との相互作用を明確に認めている
し(Zuroff,1986),「純粋特性論」を否定したからといって，パーソナリティ
の存在自体を否定したことにはならないだろう。むしろ状況による行動変化や

(初期の）社会的学習理論をそれまでよりも重視したことがMischel(1968)
の特徴であり，よってMischelらの立場はパーソナリティの「状況主義」と呼
ばれることが多い。4。これ以後Mischelらと「パーソナリティ主義者」たる特

-

凸

しかしMischel(1973)は，「認知的・社会学習的個人変数」を提唱，それ以後
は相互作用論に近い立塙を示している。特に70年代半ば以降は，「腿知的」アプ
ローツを強め，本来自ら批判していたような栂成概念の安易な使用を始めている
(Mischel,1973;1979;Wright&Mischel,1982,etc.)ため，アメリカのパー
ソナリティ心理学界におけるMischelの独自性は徐々に薄れている。最近のパー
ソナリティ関係論文でも,Mischelの著作が引用される時には最近の論文よりも
1968年の本であるのは何を意味しているのだろうか。

＊４ 乱
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性論者らとの間で闘わされた論争は，人の行動が「人」変数と「状況」変数の
どちらにより大きく影響されるかという，結果として不毛な形態をとったため，
｢人か状況か論争(person-situationcontrovercy)｣(Endler,1973;Epstein&
O'Brien,1985)と呼ばれる。しかし，実際には「人の行動に通状況的一貫性
があるかどうか」すなわち「特性概念に行動予測力があるか」という論争に過

ぎないから，「一貫性論争」(Bem,1972;Pervin,1985,etc.)と呼ぶべきだろ
う。この論争がどのような実を生み出したかは後でふれるとして，とにかく，
それまでは「類型論対特性論」「力動論対特性論｣，「パーソナリティは遺伝か，
それとも学習によって形成されるのか」といった論議が中心だったパーソナリ
ティ心理学界の様相は一変した。このことはその以後のアメリカの心理学概論

書のパーソナリティの章で，かならずこの論争についてふれられていることを
見れば明らかである(e.9.,Zimbardo,1980),一方，わが国の概論書でこの
論争についてふれられているものは翻訳書など１，２にとどまるし，パーソナ
リティを特に扱った書籍でも，適切な取り上げかたをしているものはわずかで
ある（例えば，佐治，１９８３；外山，１９８６；堀毛，１９８９；詫摩,1990b)。

人か状況か論争
「人か状況か」論争の中で,Mischelに代表される「状況主義」者は，階幽

の行動予測力を否定する様々な論拠を提出した。もちろん，論争の中で「状況

主義」の主張に対する反論も多く出されたし，「反論に対する反論」も当然な
された。ここでは，特性概念の行動予測力を否定する論拠をラジカルなものか
ら順に概観し，それに対する反論も併記していくことで，論争の流れを概観し
よう（分類法はPervin,1985;Kenrick&Funder,1988を参考にして著者らが
整理)。
まず，最もラジカルなものとして，「特性判断（他者および自己のパーソナ

リティ特性に関する判断)」結果と被判断者との関係さえも否定するものがあ
る。たとえば，自己や他者の安定した「パーソナリティ」「特性」に関する知
覚は，全てが観察者の推論の産物であるとするものがそうであり，基本的帰属
錯誤(Jones&Nisbett,1972),暗黙の性格理論(Rosenberg&Sedlack,1972;
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Schneider,1973)や光背効果に関する社会心理学からの知見などがそれを支持
している。しかしこれらの指摘からは，同じ人を評定したとき複数の観察者間
に評定の一致がみられるという重要な事実(Norman&Goldberg,1966,etc.)

を説明することができない。また，観察者間の一致はパーソナリティ記述に用
いられる言語の意味的一般性に起因するものだと考えることもできるが

(Chapman&Chapman,1967;Shweder,1975),そこからも単一特性の帰属に
おける観察者間一致は説明できない。また，観察者間の一致は特性のベースレー
ト，すなわちその特性が一般的にどのくらいの人に当てはまるかの程度の知覚
に起因するという主張もある(Cronbach,1955)が，この場合にはひとつの特

性次元上で複数の個人を弁別できることが説明できない。
そこで，「特性判断」結果と被判断者との関係を大なり小なり認めるものの，

その行動予測力は否定するという議論ができる。たとえば，観察者間の一致は

被判断者の容貌などの外的手がかりに基づいたステレオタイプの産物であると
するものがそうである(Hamilton,1979)。また，観察者間の一致は，被判断
者に関する情報交換から，被判断者に関する情報が観察者間で収散することに
よる(Funder,1980)とも考えられるが，一面識もない観察者同士も一致する

(Bem&Allen,1974),公的に観察可能な特性の方が一致が高い(Kenrick&
Strningfield,1980),といった事実がそこからは説明できない。

もう少し進んで，「特性」と行動との一致，すなわち行動の一貫性をある程
度認めるものの，それは状況要因によって限定されていると考える議論もある。
この場合，観察者間の一致は，限定された状況における行動を観察することに
よるものであり，素朴なパーソナリティ記述は，状況に規定された一貫性を通

状況的一貫性と取り違えているとするのである。すなわち，状況要因が強く影
響して生じた行動の一貫性（文脈拘束的一貫性）を内的特性に帰属してしまう
例である(Mischel,1984;Funder,1980)｡従来のパーソナリティ測査(assess-
ment)が予測力を持ちえたのは，それらの多くが実際には限定された状況で
測査した結果を，それと類似した状況での行動予測に用いていたことに起因し
ている(cf.渡邊,1990)。しかし，異なった状況で評定しても観察者間一致
が起こる場合もある(Bem&Allen,1974)。

-
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最後に，「特性」の予測力，すなわち状況を越えた行動の一貫性の存在を認
める議論がある。つまり，行動にはある程度の一貫性があり，その意味で特性
には予測力があるが，それは問題にならないほど小さいという主張である。
Mischel(1968)の「r=.30」論もこれにあたる。しかし，この主張に対して
は，最高.30という相関はどういう根拠で低いといえるのか，単にこれまでパー
ソナリティ心理学者が仮定していたよりも低いというだけではないか，という

反論が出てくる。また，一貫性が低いのは研究法の不備に起因する(Block,
1968,etc.),あるいは複数の機会で繰り返し測査すれば一貫性は見い出せる

(Epstein,1979,etc.)といったように，一貫性の低さは測査方法論の問題と
する主張もある。その他，一貫性にも個人差がある(Bem&Allen,1974;Sny
der,1979,etc.)とか，状況の特性も一貫性に影響する(Bcm&Funder,1978,
etc.)という知見もある。
ここに紹介した議論は，反論も含めてどれもそれぞれ正しく，一面の真実を

ついている。ただし，それぞれが説明できる範囲は限定されているし，互いに

矛盾した説明を生み出すこともあり，まさに「状況に依存する」のである。ま
た，ある論拠に対する反論に，他の論拠から反論することもできる。しかし，
それら全体を検討すると，以下のようなことがわかってくる。
１．（当然のことだが）人の行動は「人」と「状況」の双方に影響されるもの
で，従来の「状況を越えて安定した内的実体」としてのパーソナリティ概念
がもつ行動予測力はかなり限定されている。したがって，さまざまな状況要

因を無視して内的パーソナリティ概念だけから行動を説明したり，臨床的介
入を行なったりしてはいけない。

２．「対人印象」を「パーソナリティ」と混同してはいけない。また，パーソ
ナリティ記述にみられるさまざまな歪み・バイアスは，心理学者によるパー
ソナリティ測査や「客観的」テストにおいても常に生じていることを忘れて
はならない。

３．パーソナリティの問題は，これまで考えられていたよりもずっと複雑であ

り，本気で研究するなら今まででは考えられなかったほどの時間とコストが
かかる。たとえばKenrick&Funder(1988)は，「行動予測に妥当性のある
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特性評定」は，①被評定者をよく知っている人により，②多数の行動観察に
基づいて，③多数の観察者によって，④公的に観察可能な次元上で，⑤その

次元と直接関連する行動について行なわれた評定でなければならないとして
いる。そこには特性論的測査の最大の利点である簡便性はもはやなくなって

いる。

言うまでもなく，これらのことはMischel以前から一部の人々の間では「常
識」であった。しかし，問題なのは誰が知っていて誰が知らなかったかである。
特に学校や心理臨床場面で心理テストを行う際に，こうしたパーソナリティ概
念の限定性はどれだけ考慮されてきただろうか。こうしたことはいつまでも誰
かが言い続けていかなければならないと考えられよう。

-

Mischel(1968)以後のパーソナリティ研究の動向

さて,Mischel(1968)がアメリカ心理学界に与えた影響は掛値なしに大き
かった。最近でも,Jbumajq/匙応o皿"tyarzd"ci(zIAy"OjOgJ',Jbumaj

Q/匙応o"α"tyなどに掲載されるパーソナリティの実証的研究論文にMischel
(1968）などが引用されないことはまずない。つまり1968年以降における一部
を除いたほとんどの研究は,Mischelが提起した問題に答え，新しい展開を模
索するものとなっている(cf.Kenrick&Danchik,1983)。ここではそれらを
概観する。．もちろん,Mischelの主張は無視して，従来通りの論理であいかわ
らず研究を続けている人々もたくさんいる。Mischelの批判が必ずしも反映さ
れない原因としては，研究が煩雑になる割に業績があげにくくなること，研究
コストの問題，伝統重視，あるいはMischel(1968)やその後の膨大な研究論

文などを全く読んでいないこと，などが考えられるがここではふれない（興味
ある方はJOI"7zqjqf鹿応o"a"tyAssessme"t,A凡凡uaJReuje'"Q/PsycんoIEy

等をご覧下さい)。さて,Mischelの批判を反映したパーソナリティ研究の主
題は，「人の行動には通状況的一貫性があるのか，ないのか｣，そして「一貫性
があるとすれば，それはどのような条件によって規定されるのか」という点に
集約されている。もし一貫性がない，あるいは非常に低いとすれば，特性概念
による行動の予測は不可能であるが，もし限定されてはいてもある程度の一貫
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性があるとすれば，その限りで特性概念による行動予測が可能となるからであ
る。

１．特性論
ここでは，安定した「パーソナリティ特性」の存在をあくまでも主張する立

場から,Mischelへの反証を提示している研究をとりあげる。たとえばデータ
の集積(aggregation)による行動の一貫性探求(Epstein,1979,1980,1983;
Rushtonetal.,1983)がそうである｡Epsteinによれば,Mischelの主張は，

特性と単独行動との関係だけを論じているが，個々の行動は状況の影響や様々
な誤差が多く，特性的な一貫性は示さない。しかし，複数の機会で，複数の行

動を測定すれば，安定した行動傾向が見出され，特性の存在が確認されるとい
うのである。ただしこのような考え方では，特性概念が具体的な単独行動に関
して予測力を持たないことを暗に認めていることになり,Mischelの主張に対
する反証としては少し焦点がずれているといわざるを得ない。集積的研究とは
やや趣が異なるが，「観察者間一致」を事細かに検証している研究では(Block
etal.,1979),信頼性と妥当性の問題が明確になっていないようである。観察
者間の一致が高いことは信頼性を高めることにはなるが，妥当性については何
も語っていないのである。
また，同じ質問紙や技法による測査を何回かにわたって実施して，その間の

相関係数からパーソナリティの安定性を論じている研究があるけれども(e.g.,
Conley,1985),尺度自体の妥当性がMischelの批判に耐えうるものではない

し，道具の信頼性とパーソナリティの一貫性を取り違えているきらいがある。
測査結果の安定性は必ずしも特性の安定性を保証するものではなく，環境の安
定の結果であるとする研究も見られる(Capsietal.,1990)のである。
集積にせよ安定性にせよ，測度の信頼性（経時的安定性）と行動の一貫性

(通状況的一貫性）を混同している(Mischel&Peake,1982),あるいは，「安
定しているもの」として「(測査の）方法が同じであることによる分散」
(Campbell&Fiske,1959;Mischel,1968)を取り出しているにすぎないので
はないかという批判もある。さらにこの頃では，心理学的に意味があるのはむ
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しろ「データの変動」の方なのではないかという疑問も出てきており(Mischel,
1983)，こうなると一貫性それ自体には価値がおかれなくなってしまう。

特性論を擁謹する研究のもう１つの特徴として，生理学主義とでも呼べる特
徴をあげることができる。CattellにせよEysenckにせよ，特性に理論的な剰
余意味を持たせることが特性を単なる媒介変数から理論的櫛成概念に“昇格”
させる方法であること(MacCorquodale&Meehl,1948;渡遇・佐藤,1991)
をよく認識していたようであり，彼らの研究には生理学的指標を積極的に導入
していた。たとえばEysenckは,MPIで測査した内向性一外向性次元上の個

人差が，条件づけられやすさ(conditionability)やその基礎となる生理的過
程の違いによるという主張をしている(Eysenck,1990)し，一時期はABO式
血液型が向性次元上の違いの原因であると考えていたこともあった(Eysenck,
1977)｡
さらに近年の特性論的性格心理学の分野では，いわゆるBigFiveの研究が興

隆しつつある。これを簡単に述べれば，人格の基本特性は５因子からなるとい
うことを理論的基礎にして（辻，1991)，人々の行動と経験における個人差を
識別し，秩序づけ，それに名前を付ける系統的枠組みを設定する試み(John,
1990）である。従来の特性論的研究を全て統合して分類の枠組みを考えるとい

うアプローチは，特性論的研究における特性の数や名前が研究者によって著し
くことなるということを考えれば非常に魅力的なことであろう。ただし，因子
分析による言葉の分類がパーソナリティ（特性）の構造を明らかにしているわ
けではないこと（南風原，1991参照），ある概念栂造が文化的に共有されてい
ることは真実の反映の保証とはならないこと(Scheweder,1977),BigFiveの

内容や名前自体が研究者によって異なること(John,1990),などをどう乗り
越えていくかが今後の課題であろう。なお,John(1990)によれば，性格の
５因子はそれぞれ,Openness,Conscientiousness,Extraversion,Agreeable-
ness,Neuroticismなどを内容とする５つであり，彼はこれをOceanモデルと
称している。辻（1991）による５因子の名称は，外向性，協調性，勤勉性，情
緒不安定性，経験への解放性，である。
また，近年のパーソナリティ心理学では特性に変わって傾性(disposition)
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という語が使用されることが多い(Snyder&Ickes,1985;堀毛,1989)。傾性
とは本来，生態Ｏと刺激Ｓの双方に影響する条件(C)が一定であるという前
提において，刺激Ｓが生態Ｏに与えられたときに反応Ｒが規則的に生じるこ
とが観察される場合，これら４者の関係全体を抽象的に記述するための概念と
して与えられるものである（渡邊・佐藤，1991図１参照)。だが，心理学で使

用されている間に，傾性概念本来の意味が薄れ，傾性と特性が同義語のように
なってしまい，内的なものと考えられやすくなってしまっていることには注意
する必要がある（佐藤・渡邊，準備中)。

特性概念はどう好意的にみても循環論であり特性が存在することはありえな
いが，欠点を明確にしその限界を見極めた上で，特性を説明や予測に用いるこ
とには何ら問題はないと思われる。ただし,Mischel(1990)は伝統的な特性

論に根ざしたアプローチに対して，１）個人の治療プログラムを作るのに適切
でない，２）社会的変化を扱えない，３）ある個人に特定的な文脈での，その個

人の特別な行動を予測することができない，といった欠点を指摘している。

２．相互作用論
つぎに，「相互作用論(interactionism)」の立場に立つ諸研究(Ekehammer,

1974;Endler&Magnusson,1977;Snyder&Ickes,1985;堀毛,1989)を見
てみよう。相互作用論では，人の行動が示す一貫性は，個人の要因と状況の要

因との相互作用によって決定されると考えるが，この相互作用をどうとらえる
かはそれほど明確ではない。とはいえ，人の行動には一貫性はあるが，それが
生じる条件は限定されている，という基本姿勢はどの研究でも同じである。し
たがって，この種の研究においては人の行動に通状況的一貫性を生み出す要因

● ●

すなわちパーソナリティ特性が予測力を持ちうる条件の探求が主な関心となっ
ている。

Endler&Magnusson(1977)は相互作用論の基本姿勢として以下の４点を

あげている。

l)実際の行動は，個人と状況との連続的・多次元的相互作用と相関する。
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2）
3）
4）

個人はこの相互作用過程における能動的エージェントである。
相互作用の個人側要因としては，認知的要因が行動の決定因である。
状況要因としては，状況が個人にとってもつ心理学的意味が重要。

相互作用論に基づく研究パラダイムの代表的なものに，調整変数(modera-
torvariables)モデルがある。このモデルでは，特定の特性次元上での通状況

的一貫性の生起を媒介する変数，すなわち一貫性の調整変数を見出そうとして
いる。これらの研究では，「一貫性」など本来パーソナリティ特性の定義の一

部に入っていた属性や，従来特性とは独立のはずであった状況変数を調整変数
にしており，「特性」自体の定義が従来の内的実体論とはまったく違っている
ことに注意しなければならない。Snyder&Ickes(1985)によれば，調整変数

にはまず，一貫性の予測にどのような特性概念が役立つかを特定する「予測的」

変数と，どのような行動が特性概念から予測されうるかを特定する「基準的」
変数がある。そして，予測的変数と基準的変数との間を媒介するものとして，

特性と行動との関連の強い人のタイプを特定する「個人的」変数と，そうした
関連の強まる状況を特定する「状況的」変数が加わる(Monsonetal.,1982;
Underwood&Moore,1981)。たとえばBemらは，一定の特性次元で，自分
の行動が一貫していると自己定義した被験者は，その特性次元において実際に

状況を越えて一貫した行動を示すことを明らかにした(Bem&Allen,1974)｡
この場合「一貫性の自己定義」が予測的調整変数となり，それが保証されれば
その特性次元上での行動の一貫性，すなわち特性の行動予測力も保証されるわ
けである。その他，特性の公的観察可能性(Kenrick&Strmgfield,1980)な
どが予測的調整変数としてあげられている。また，最も成功した個人的調整変
数の１つにSelf-Monitoring(Snyder,1979,etc.)があり,Self-Monitoring
の高い人は高い一貫性を示すことが明らかになっている。自己意識(Carver

&Scheier,1981)も個人的調整変数の１つといえるだろう。また調整変数を複
数入れていくと，一貫性予測率が増分するとした研究もある(Zuckerman,et
al.,1989)が，モデルの性質上変数が増えれば予測率が増分するのは当然，と

もいえる。
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相互作用論的な考え方自体には非のうちどころはなく，ほとんどのパーソナ
リティ心理学者が実質的には相互作用主義者であるものの，「どんな人がどん
な状況とどのように相互作用するのか」ということについてはかなりの不一致
が残っている(Pervin,1990)。相互作用論はパーソナリティ研究に華々しく

登場したものの，その成果を見極めるにはまだ時間がかかりそうである。

３．状況的方略(Situationalstrategy)
Snyder&Ickes(1985)は，パーソナリティ研究のもっとも進んだ形態とし

てこの「状況的方略」をあげている。状況的といっても，行動決定因として状

況を特に重視するというわけではなく，状況に対して受身的な存在としての人
間を想定しているわけではない。この方略では，人が自ら特定の状況を選択す
ることで行動の一貫性を維持しているという，やはり相互作用的な視点から，
状況を重視する。すなわち，その人が持つ特性は，その人が選択して身をおく
状況を決定し，その状況が今度は特性を安定させるのである(cf.Bowers,
1973)｡ここでも，はじめから「特性」が状況と相互に影響しあうものとして

概念化されている点に注意すべきである。Capsi&Herbener(1990)は，自分
と類似した特性を持つ配偶者を選択した人は，結婚前後における特性の経時的

安定性が高いという興味深い結果を示し，自分の特性にあった状況を主体的に
選択していくことで特性の安定性が高まると主張している。しかし選択に先行
して存在する「特性」やその安定性が旧来の特性論的ベースから概念化され，
測査されている一方で，特性と状況の相互作用を認めている点に概念的混乱が
ある。一方，「テンプレート・マッチング」モデル(Bem&Funder,1978)も

状況的方略からの相互作用論といえる。このモデルでは，「各状況に典型的な
パーソナリティのテンプレートとの関係で，個人の行動が予測できる」と考え

る。すなわち，特定の状況で期待されるパーソナリティのテンプレートに合致
する特性を持つ人が，その状況で一貫した行動を示すというのである。また
Lord(1982)は，個人が認知した状況の類似性が行動の一貫性を規定すると
している。
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４．個人記述的(idiographic)志向
Pervin(1985)はAllport,Freud,Parlov,Piaget,Skinner,Mischel,E

psteinといった人たち全てに共通する傾向として，単一の生体を研究する志向
をあげている。Bemらもそうだが，行動予測においては個人記述的方法がよ
り大きな予測力を持つという考えが大きくなっている。Lord(1982)でも，
同じ手続きをidiographicに行ったのとnomometricに行ったのでは予測力に
格段の差があった。また,Epsteinの研究でも，データの集積をケース単位で
おこなっている(Epstein,1979)。行動主義的立場から見れば，個人の行動を
決定する強化随伴性はケース単位でしかとらえられないのだから(Skinner,
1974）これは当然のことである・5．
ここまでに見てきた新しいパーソナリティ研究においても，個人記述的志向

は確実に高まっているが,Idiographicが意味するものはさまざまであり統一
されていないのが実状である。たとえば，測査法や尺度は共通でもケース単位
で解析すればよいのか，それとも測査法や尺度もケース単位で変えなければな
らないのか，といったことが問題になる。最近では,Idiogrhphic,Nomomet-
ricどちらがよいかが新しい論争になっている(Kenrick&Braver,1982;
Paunonen&Jackson,1985)。また，個人の特徴を他者との比較からではなく，

自分ができることと実際にしたこととの比較から捉える試みがLamiell(1981)
によって行われているし，自伝などから個人の生活や心理的特徴を捉える試み
も種極的になされている(cf.,McAdams,1988)。

まとめ
これまで,Mischel(1968)以降のパーソナリティ論争と，それに啓発され

た新しいパーソナリティ研究の流れを概観してきた。パーソナリティの本質や
パーソナリティ心理学の方法論に関する真剣な討論が，いかに豊かな実を生み

出し，パーソナリティ心理学の発展に寄与したかは明らかであろう。しかし，
いまだに解決されていない問題点は多い。Mischelの批判以来，さまざまな問

＊５状況と人間との相互作用やIdiographicな分析手法などを理解するためには，
Skinnerの行動分析の考え方が有用である(cf.,吉村,1989)。
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題点に対応し，新しい視野を開こうとする多くの研究が生まれたが，それらす
べてがその努力に見合うだけの知見をすでに提出しているかといえば，確かな

自信を持ってそうとはいえないのである。また，ある意味でパーソナリティ心
理学は昔よりも「難しい」ものとなってしまい，研究者が容易に業績をあげる
ことはできなくなった。そうしたことから，最近では旧来のパーソナリティ概

念への「揺りかえし」とでもいえるようなものが生じているようだ(e.g.,
Buss,1989)。しかし，西欧文明の歴史とともに育まれ，科学者にとっても，
一般人にとっても長い間当然のものとされてきた「素朴実在論」にかわる新し

いパーソナリティ概念の提出は，すこし大仰に言えば天動説から地動説への転

換にも例えられるものである。こうした大きな変換には，長い時間と大きなコ
ストがかかるのは当然だろう。目先の無駄や牛産性の低さですぐに失望してし

まうのではなく，時代の大きな流れを大きなパースペクティブから見つめてい
くことが，いまパーソナリティ心理学者に求められているのではないだろうか。

-
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