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個人差の心理学的説明と観察のパースペクティブ

渡遷芳之*

抄 録:観察された個人差を説明するときには、心的概念による内的説明と状況要因による外

的説明のいずれかを選択するが、その選択は観察の状況的・時間的パースベクティブに大きく

影響される。パースベクティブが狭い場合、 多くの観察されない / しない状況要因が無視され

るので、内的説明が選択されやすい。観察のパースベクテイブが状況的・時間的に広い場合に

は、考慮される状況要因が増えるため、外的説明の可能性が大きくなる 。 こうした知見が心理

学的説明やアセスメントの問題に対しでもつ合意についても考察した。
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I.問 題

人の行動やその個人差に関する心理学的説明の方向性

には、心的概念など行為者の内的要因によって説明しよ

うとする内的説明と、その行動をとりまく状況や環境と

いった文脈要因から説明しようとする外的説明のふたつ

がある。私はこれまでパーソナリテイ概念に代表される

心的概念による説明がもっ性質や、その問題点について

考察してきた1. 2) 。しかし、実際の行動説明に内的説

明が用いられるか、外的説明が用いられるかがどのよう

に決定されるかについては、まだ考察していなかった。

今回はそのことについて考える。

行動のあらゆる説明は、行動とそれが生じる文脈につ

いての観察に基づいて行なわれる。そして、観察者がそ

こからどのような質の情報を、どれだけの量得ることが

できるか、得ょうとするかによって、内的説明と外的説

明のどちらが選択されるかが決定されると考えられる 。

とくに、行動がその人独自のものであったり、行動に

個人差がはっきりと見出されるような場合、得られる (得

ょうとする)情報の量と質が内的説明と外的説明との選

択に与える影響はとくに大きくなる 。 そして、こうした

情報の量と質は、観察者が行動の観察において用いる状

況的パースベクテイブと時間的パースベクティブの双方

と密接に関連している。結論を先にいえば、そうしたパー

スペクテイブが狭ければ狭いほど内的説明が選択されや

すく、パースベクティブが広ければ広いほど外的説明が

選択されやすい。
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心理学において内的説明を重視するか、外的説明を重

視するかは、一般には研究者の人間観、世界観などの「深

遠なもの」を反映すると考えられがちである。しかし、

実際の説明が行なわれる場面では、そうした思想的なこ

とではなく、観察のパースベクティブをどのようにとり、

どのような質と量の情報をもとに説明を行なうかとい

う 、 いくぶん「手続き的」なことの違いが、内的説明と

外的説明の選択を決定していることが多いのであ る 。

この論文では、観察のパースペク テイブの違いと、そ

の結果得られる情報の質と量の違いが、どのように内的

説明と外的説明の選択を規定しているかを、個人差につ

いての観察と説明の実例に基づいて考察してみたい。そ

の後で、内的説明と外的説明のこうした相違が、それぞ

れが当該行動の心理学的説明や予測に対して持つ有効性

や有用性にどのように影響するかについても考察する 。 

II. 観察のパースペクティブと説明の選択

次のような場面を想像してほしい。

あなたは就職試験を受けに、ある会社を訪問す

る。まず筆記試験を受けたが、試験監督をしてい

た「サトウ」という名札の社員はあまり感じがよ

くなく、試験についての質問などにも親切に答え

てくれなかった。

その後あなたは面接試験を受ける。面接室には

さきほどのサトウも含む 4 人の面接者がいて、面

接者がひとりずっ質問をして、あなたはその質問

に答えた。 4 人の面接者のうちの 3 人はあなたに

対して好意的なようで、質問もわりと答えやすい
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ものが多かっ たが、サトウだけはそうでなかった。

サトウはあきらかにあなたに対して好意的でな

く、質問も難問や答えにくいものが多く、あなた

の回答内容に対しでも、否定的だったり難癖をつ

けたりした。

数日後に知らされた結果は案の定不合格で、

その後サトウにも、他の面接者にも二度と会うこ

とはなかった。

さて、サトウがあなたに対して「意地悪」 だったのは

どうしてだろうか。 サトウの行動にはどのような説明が

可能だろうか。 可能な説明の種類は、誰が、どのような

質と 量の情報をもとに説明を行なうかによって大きく

違ってくる。

1.情報が限られているときの説明

まず、あなたがサトウの行動を説明する場合を考えて

みよう。あなたがサトウの行動について持っている情報

は、あなたが彼を観察した就職試験のいくつかの場面で

の、ごく短い時間に得られたものに限られる 。 その間サ

トウは他の人に比べて特に意地悪で、かっその意地悪さ

はあなたが観察できた 2 つの場面と 、 その聞の時間の経

過を通じて一貫していた。あなたから見て、サトウが意

地悪でない場面や瞬間はなかった。 これらの情報から直

接的にひきだせる説明は「サトウは意地悪な人だ‘」とか

「サトウは意地悪な性格である」という内的説明だけで

ある 。 このとき、 「意地悪」という言葉は心的概念とし

て機能している 。

ただし、あなたが自分が直接観察できた情報以外の要

固までパースペクテイブを広げることができれば、別の

説明も可能になる。まず、 就職試験の場面の中にサトウ

を意地悪にさせる状況要因があっ たのではないか、と考

える 。 たとえば、あなたの態度や言動にサトウを怒らせ

るものがあった 、 あるいは就職試験に参加した社員の中

にサトウと対立している者がいて、それが気にいらな

かった、または、この会社は最初からあなたを採用する

つもりはなく、サトウはあなたが合格しないようにわざ

と困らせる役回りだった、などなど。 こうしたことを想

像すると、サトウの行動を彼の内的要因ではなく状況要

因によって説明できる可能性が生じる 。

このように状況的パースペクテイブを広げるだけでな

く、時間的パースベクテイブを広げることもできる。た

とえば、サトウは試験の前の日の会議で左遷が決まって

いて、とてもいい気分で試験に参加などしていられな

かっ た、あるいは、前にやっ た就職試験でとても嫌な受

験生に接していて、試験自体に対して好感を持っていな

かった、などなど。この場合にも状況要因による説明の

可能性が生じるだろう 。

このように、観祭からの情報が限られているときには、

個人に特有の行動は心的概念などの内的要因によ って説

明されやすいが、得られた情報以外の「観察されなかっ

た状況要因」に状況的・時間的パースペク テイブを広げ

ることができれば、外的説明の可能性が生じる 。 もちろ

ん、この場合の広げられたパースペクテイ ブは想像力の

産物に過ぎないので、 そのままでは根拠に欠ける 。 しか

し、追加的な情報を集めること (サトウにもう一度会う、

会社の人に事情を聞く、など) ができれば、どの説明が

正しいかを確認することができるかもしれない。

つまり、自分の目の前にある情報だけで「思考停止」

すると内的説明になりやすく、想像力を働かせてパース

ペクティブを広げ、新しい情報を収集していけば、外的

説明が選択される可能性が相対的に大きくなるのであ

る 。 

2.	 情報が多いときの説明

いっぽう、サトウの行動を説明するのがあなたではな

く、会社の同僚で試験にも同席していたホリタである場

合には、どうだろうか。 ホリ タ はこの会社に半年前に入

社したばかりでサトウとのつきあいは短いが、 試験当日

に試験開始前からサトウといっしょにおり 、 試験の終了

後にもサトウと酒を飲んでいるとする 。 そして、ホリタ

から見ても試験中のサトウの行動は意地悪だったとす

る 。

あなたとホリタの違いは、ホリタはサトウの行動につ

いてあなたが観察できなかった時間や場面についても情

報を持っているということである 。 そこでは、サトウの

行動についての説明の可能性はより広がりを持つ。

もしホリタから見て、サトウが採用試験以外の場面で

もおおよそ一貫して意地悪であるならば、ホリタもサト

ウの意地悪を内的な要因から説明するだろう 。 サトウが

試験開始前にも、試験後の飲み会でも意地悪で、あるなら、

試験の場面の状況要因 (あなたの受験態度など)が彼を

意地悪にした可能性は低まるし、試験日以外の会社での

行動も意地悪であるなら、試験当日の状況要因の影響は

考えにくい。 まして、ホリタがサトウと知りあった半年

前から、ずっと 意地悪な行動を繰り返していることを観

察しているなら、ますます状況要因の影響は仮定しにく

くなる 。 こうした場合、試験当日のサトウの行動はサト

ウの「意地悪な'性格」などの内的要因によって説明され

るし、その説明はあなたが同じ説明をした場合よりも (考

慮した情報の量が多いという点で ) 妥当性が高いだろう。

しかし 、 ホリタから見てサトウの意地悪に一貫性が見

られないときには、情報の多さはむしろ外的説明が採用

される可能性を高める 。 まず、試験開始前や終了後の飲
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み会など試験以外の場面ではサトウの意地悪が観察され

なかっ たなら、意地悪の原因は偶然か(魔がさした、な

ど)、あるいは試験場面の状況要因(あなたの試験態度

など)によって説明されるだろう。また、試験以外の場

面でも意地悪が観察されても、それより前の日や、それ

以降の日には意地悪が観察されないなら、サトウの意地

悪は試験当日の状況要因(嫌いな社員といっしょだっ た、

その日は体調が悪かった、など)によって説明されるだ

ろう。もしサトウがある程度長い期間にわたってどんな

場面でも意地悪であったとしても、以前はそうではな

かっ た、あるいはしばらくしたらそうではなくなったと

したら、その意地悪はその期間サトウに影響していた状

況要因 (配置転換の時期で自分の地位に不安があった、

など)によ っ て説明されるだろう 。 外的説明が採用され

ないのは、先に述べたようにホリタの観察のパースペク

テイブ全体を通じてサトウの意地悪が一貫していたとき

だけなのである。 

3. 情報がもっと多いときの説明

サトウについてもっと広い観察パースペクテイブと情

報量を持つ人が彼の行動を説明する場合には、内的説明

が採用される可能性はより小さくなる。たとえば、サト

ウと結婚して 15年になる彼の妻が同じ会社に勤めてい

て、入社試験にも参加していたとする。

もし、彼女がサトウの意地悪な行動を内的に説明する

とするなら、サトウの意地悪が試験の場面だ‘けで、なく、

試験の日のその他の場面、試験以外の日の会社でのさま

ざまな場面でも観察されるというホリタの場合の条件に

加えて、家庭での行動とか、夫婦でどこかにいるときの

行動など、会社以外の場面でも、意地悪な行動がある程

度一貫して観察されることが必要になる 。

もしホリタの内的説明の条件がすべて満たされ、会社

にいる場面全体を通じて意地悪が一貫していても、妻が

内的説明を採用するとは限らない。会社ではいくら意地

悪でも、家庭など、会社以外で妻が観察可能な場面で意

地悪な行動が見られないなら、サトウの意地悪は会社に

限られたことであり、会社という状況そのものがサトウ

を意地悪にさせる状況要因を備えていると考えられる

し、会社以外にもサトウが意地悪になる場面が他にある

としても、そうでない場面もまたいくつかあるなら、彼

の意地悪が外的要因によって説明できる可能性は残るの

である。

このように、観察のパースペクテイブが広がって'情報

量が増えた場合、観察された行動を内的要因によって説

明するためには、広いパースペクテイブの全体を通じて

その行動が一貫して観察される必要があり、内的説明が

採用されるための条件はパースペクティブが広がれば広

がるほど厳しくなる。反対に外的説明が採用される可能

性は、パースベクティブが広がるほど大きくなることは

いうまでもない。 また、もし与えられたパースペクテイ

ブ全体に渡って一貫した行動が見られたとしても、観察

できない、あるいは観察されない状況要因への想像力を

働かせ、追加的な情報を探索してパースペクティブをよ

り広げるならば、内的な説明が採用される可能性はます

ます小さくなるのである 。 

4. 基本的帰属錯誤

しかし、われわれが実際におこなっている行動説明を

調べると、人々が内的説明を採用する傾向はこれまで述

べたような条件から予測されるよりもずっと大きい。と

くに、われわれには自分の行動よりも他者の行動を内的

要因から説明しやすい傾向があるといわれており、こう

した傾向は「基本的帰属錯誤」とよばれる。

この錯誤がなぜ起きるかはよ く わかっていないが、わ

れわれが他者の行動を観察する状況の多くは非常に限定

されていることや、実際には他の状況要因についての情

報がアクセス可能であるにも関わらず、日の前で生じて

観察されている行動にとらわれ、それだけで思考停止し

てしまうことなどが関係しているだろう 3 )。

いずれにしても、観察のパースベクティフマが広がって

情報の質が変わり、 置が増えるにしたがって内的説明の

採用が減り、外的説明が有力になるという基本的な仕組

みに変わりはない。

皿.心理学的説明の問題

このような、観察のパースペク テイブの違いによる情

報の質と量の変化が内的説明と外的説明の選択に及ぼす

影特は、いままで述べてきたような日常的な行動やその

個人差の説明と同様に、個人差についての心理学的な観

察と説明においても、基本的には同じ形で生じていると

考えられる 。 

,.観察の状況的時間的限定性
われわれ心理学者も、人間行動とそれが生じる文脈に

ついての観察から行動の個人差についての情報を得て、

それらの情報から個人差についての説明を行なう 。 われ

われが行動の個人差として注目するのは、ある状況で特

定の個人だけが示す行動で、かっそれが観察の時間的、

状況的パースペクティブを通じてその人に一貫している

場合である 。 そして、行動と文脈について得られている

情報をもとに、見出された個人差(の原因 ) が心理学的

に説明される。

われわれは個人特有の行動、行動の個人差を検出する

ために、行動観察や面接、実験やアセスメントといった
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多くの技法を持っており、それらの結果からそれぞれの

個人に特有の行動傾向を見つけ出すことができる。しか

し注意しなければならないのは、こうした技法がわれわ

れにもたらす情報は、すべて状況的、時間的に限られた

パースベクティブしか持っていない、ということである。

たとえば、われわれが特定の個人の行動を一生にわ

たって追跡し、そこにあるすべての情報を観察記録する

などということはありえない。どんなに念入りな観察で

あっても、ある特定の時間の幅の中で、ある特定の場面

においてのその人の行動と、それをとりまく文脈につい

ての情報しかもたらさないのであって、観察が行なわれ

なかった時間や状況に関わる情報はない。 1 時間観察す

るか 10年間観察するかとか、学校だけで観察するか家と

学校と塾で観察するかとかいったことは程度問題に過ぎ

ないだろう。また、観察できた時間と状況においても、

そこでの行動やそれをとりまく文脈についての情報のう

ち、われわれが観察記録できるものはごく一部である。

面接やアセスメントでも問題はまったく同じで、むしろ

技法としての縛りが大きい分、行動観察よりも狭い状況

的、時間的パースベクティブの情報しか得られなくなるい。 

2. 観察のパースペクティブと説明の選択

このような、われわれが得ている情報の状況的時間的

限定性をとくに考慮しないで、現に見えているもの、手

に入っている情報だけをもとにして個人差を説明すると

き、もっとも採用されやすいのは内的説明である。クラ

スの子どもたちを一日観察したら、ワタル君は一日中騒

がしく、ミユキさんはどの授業でも静かだった、という

観察情報だけから可能な個人差の説明は「ワタル君は自

己顕示欲求が強い」とか「ミユキさんはおとなしい性格

だ、」などの内的説明だけだろう。

しかし、観察のパースベクティブを状況方向へ広げて

いくと、外的説明の可能性が生じる。その日、家にいる

とき、塾など学校以外の場所にいるときのワタル君の行

動はどうだ、ったか。それらの場所でも彼が相変わらず騒

がしかったら、内的説明の可能性は相対的に高まるが、

もしそうでないなら、ワタル君の学校での騒がしさは、

学校の場面に存在して、先の観察の時点ではわれわれが

観察できなかった何らかの状況要因による可能性が高ま

る。学校でのワタル君と彼をとりまく文脈をもう少し観

察して、そうした状況要因を探す。

観察のパースベクティブを時間方向へ広げていっても

同じである。ミユキさんは今日は確かにおとなしかった

が、他の日はどうか。 3 ヶ月前はどうだ、ったか、去年の

クラスではどうだったか。一貫しておとなしかった、と

いう情報が得られれば内的説明の可能性が高まる。しか

し、もしそうでなければ、先の観察が行なわれた日に特

有のなんらかの状況要因が彼女をおとなしくさせてい

た、 2 ヶ月前に仲のよかった友だちが転校してしまった、

などの外的要因による説明が求められるのである。

このように、心理学的説明においても観察のパースペ

クティブが状況方向、時間方向に広がるに連れて、内的

説明を行なうための条件は厳しく (結果として満たされ

にくく)なり、外的説明の可能性が相対的に大きくなる。

このとき、観察を行なった心理学者が、とりあえずの観

察から得られた情報だけで思考停止して内的説明を選ん

でしまうのか、その観察では得られなかった情報へ想像

力を働かせて観察のパースベクティブを広げ、新たな情

報を得て外的説明を選ぼうとするのかという、心理学者

の観察と説明への「姿勢」のようなものが、説明の選択

に大きく影響してくる。 

3. 観察の志向性と説明の選択

観察のパースベクテイブを状況的時間的に最大限に広

げて、できるかぎり外的要因から行動の個人菜を説明し

ようとする姿勢は、おそらく行動主義的な心理学者に

もっとも多く見られるであろう。彼らにとっては、ある

場面で行動に現われる個人差は、一見同じに見える状況

にいても、人によって異なった強化随伴性が存在するこ

と、あるいは、強化随伴性は他者と共有されていても、

過去の強化歴の違いによってその場の弁別刺激や強化子

の意味に個人差が生じることなどによって生じるもので

ある。したがって、行動の個人差はその場の、あるいは

過去の状況要因によって規定されるものであるから、個

人差の説明とはそうした外的要因の発見にほかならな

し、。

こうした姿勢は行動主義者が強化随伴性の原理に基づ

いて事象を見ょうとするからだ、と思想的背景から説明

することもできるかもしれないが、むしろ、内的説明を

退け観察のパースベクティブをできるだけ広げようとす

る姿勢で行動の観察と説明に立ち向かったことが、強化

随伴性の原理の発見とか、行動主義の思想の構築につな

がったのだと考えたほうがよいのかもしれない(卵が先

か鶏が先かのような話ではあるが)。

いっぽう、限定されたパースベクテイブからの内的説

明でよしとする姿勢は、性格心理学など、心的概念によ

る個人差の記述と説明を志向する「正統的」な心理学者

によくみられるものである。彼らは行動の個人差の原因

を、比較的限られた観察情報をもとに、さまざまなパー

ソナリティ概念や、「欲求」とか「モチベーション」、最

近では「認知傾向」などといった心的概念を用いて説明

することを好む。

こうした傾向は、パースペクテイブ拡張の指向性を持

たず、行動主義的な思考方法を嫌う彼らの「状況要因へ
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の鈍感さ」に起因しているともいえるが、それよりも、

彼らが共有している「個人差は内的要因によって定まる」

という「思想」に起因していると考えたほうがよいだろ

う 。 彼らは、行動の個人差はすべからく心的あるいは生

理的な内的要因の個人差の顕現型だと長年信じてきたの

で、限られた観察から個人差を内的に説明することに障

踏しない。 そうした傾向は、心理学的アセスメントの論

理によく現われている。 

4. 心理学的アセスメントの問題

心理学的アセスメントとは、なんらかの手続きにもと

づいて人の行動や反応を収集し、そこにあらわれる個人

の特徴や個人差を、標準化されたやり方で表示するもの

である 。 多くの場合、アセスメントの結果はなんらかの

心的概念と結びつけられ、それと関連する行動の説明や

予測に用いられる。 たとえば「外向性尺度」のようなも

のは、質問への回答などからその人の I 外向性」を測定し、

その結果からその人の「外向的行動」を説明したり(い

わしこのテストによると彼は外向性が高い。 彼が人付

き合いがよいのはそのせいだろう)、予測したり(いわく、

外向性が高いのだから、パーティーには出るだろう ) す

る。

いままでこの論文で論じて来たことから考えると、こ

れはあまりにもキEっぽい手続きである。あらゆるアセス

メントもまた、限定された状況的・時間的パースベク

テイブの中で人の行動を観察しているに過ぎない。質問

への回答とか暖昧な図版の解釈などの言語行動、足し算

のスピードなどの作業行動などの標準化された観察か

ら、それぞれの手続きによって個人差を叩き出している

のである。

そして、アセスメントにおける観察は非常に限られた

状況で、非常に限られた時間の中で行なわれている 。 実

際、ほとんどのアセスメントはどこかの「明るくて清潔

な部屋」など、特定の状況だけで完結するし、時間的に

も 3 時間以上かかるものなどまれだろう。そして、アセ

スメントの結果から得られる情報は、「アセスメント場

面での被験者の反応はこれこれで、それは他者と比べて

これこれだ、った」ということだけで、アセスメント場面

の状況要因とか、アセスメント以外の場面でのその人の

行動などについての情報はまったく含まれていない。 こ

んな限られた情報だけから個人差の内的説明をしたり、

関連する行動の予測を行なうことがどうしてできるの

か。 ぞれは、アセスメントによって測られる個人差が内

的な「パーソナリテイ」の個人差を反映している、とい

う前提が存在していたからである。

伝統的なパーソナリティ理論では、行動にあらわれる

個人差やそれらがおりなす個性は、人の内部にある心的

実体としての「パーソナリテイ」が主な原因で生じると

考える。したがって、さまざまな場面で観察される行動

の個人差はそのまま内的パーソナリティの指標であると

考え られ、パーソナ1)ティ概念によって内的に説明され

る 。 同時に、内的パーソナリテイは状況を越えた一貫性

を持って行動に影響していると考えられるから、いずれ

かの時間と状況において行動の個人差を把握すれば、そ

の結果から他の時間や状況における個人差を説明した

り、予測したりすることができるようになる 5\

このような理論的先入見に基づけば、アセスメントが

測定する個人差は内的要因によ っ て説明されるとアプリ

オリに決まっているのだから、観察のパースベクティブ

が狭いことや、その結果観察されない状況要因が広範囲

に存在することは特に問題にならない。この場合、先に

述べた行動主義者の場合とはまったく反対に、心理学者

の理論的、方法論的姿勢が狭いパースペクティブの観察

情報から内的説明を行なうことを促進しているのであ

る 。

もちろん、こうした姿勢は正しくない。 60年代後半か

らの「一貫性論争」の結果は、内的要因としてのパーソ

ナリティ概念の有用性を厳しく限定するとともに、観察

された個人差の原因として状況要因などの外的要因をよ

り重視することを求めた。 そして、アセスメント結果は

限定された条件での行動観察の結果に過ぎず、それが行

動の説明や予測に対して持つ力も状況要因に依存すると

考えられるようになってきている 6 ) 。

アセスメント結果は確かにある限定された時間的、状

況的パースベクテイブの中で、個人の行動が示す個人差

を客観的に把握することには役立つ。しかしそうした個

人差の成立にはアセスメントによっては把握できない、

観察されない状況要因の影響を無視することはできな

い。したがって、アセスメント結果が行動の説明や予測

に役立つ程度は、パースペクテイブを広げてそうした状

況要因を分析に組込まなければ判断できない。 アセスメ

ントは人の行動を検査者の勝手な都合によ っ て時間的状

況的に切り取っているのであり、そこで得られた情報だ

けから個人差を内的に説明してしまうことは、先に述べ

た「基本的帰属錯誤」によく似た誤謬であり、先入観に

基づいた思考停止にすぎないのである。 

5. 説明の選択と予測・制御のパースペクティブ

これまで述べてきたように、内的説明と外的説明のど

ちらを選択するかは、観察のパースペクテイブが時間方

向、状況方向にどれだけ展開するかによ っ て大きく影響

される 。 そして、観察のパースペクテイブが広がるほど、

外的説明が採用される可能性が高まる。おもしろいこと

に、パースベクティブと説明との関係では ζ の逆も成立

、υ 
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する。つまり、なんらかの個人差について外的説明を行

なうと、その結果として心理学者のパースペクティブが

拡張されるのである。このことは、個人差の説明に基づ

いた行動の予測や制御という場面で、もっとも顕著で、あ

る。

ある個人差について内的説明を行なった場合、その説

明が内包する'情報は観察のパースペクティプ以上には広

がらず、極論すれば「観察の時点でこうであった」とい

うことだけである。だから、この説明から観察外の状況

における行動や観察外の時間における行動を予測するこ

とは、「観察した状況ではこうだったから、ほかの状況

でもこうだろう」とか、「観察した時にはこうだったから、

ほかの時でもこうだろう」という推測を行なうことだと

いえる。内的説明が正しく、観察された個人差が実際に

通状況的・経時的な一貫性を持っていれば、この説明は

一定の予測l力を持つ。 しかし、多くの内的説明は観察の

パースペクテ イブの限定性から生じるにすぎないから 、

限られた観察から得られた内的説明の予測力は、そこで

観察されなかった状況要因が、観察状況と予測状況、観

察時点と予測時点のそれぞれにおいてどれだけ類似して

いるかなどの文脈に影響される。ところが内的説明はそ

うした文脈についての情報を含まないので、その予測力

は実際には偶然に依存してしまう。

予測以上に、行動の制御という点では内的説明のパー

スベクテイブの狭さは致命的である。その内的説明が正

しいにせよ、限定された観察の産物であるにせよ、その

原因が内的であると説明するのなら、個人差のある行動

の制御はその原因となる内的要因の制御によってもたら

される。しかし、内的要因をどうやって制御するのか。

とくに心的概念のような実体のないものは制御のしょう

がない。 個人差の内的説明は、その行動を制御する術を

与えないのである。

このように、個人差の内的説明を行なった場合には、

そこから心理学者が行動の予測や制御を期待できるパー

スベクテイブはひどく狭い、限定されたものになる。いっ

ぽう、外的説明が選択された場合には、予測や制御が期

待されるパースペクテイブは状況的にも時間的にもずっ

と広いものになる。

外的説明による予測は、内的説明によるもののように

「現にこれこれだ、ったから、ほかでもきっとこうなる」

という無条件一方的期待型の予測ではなく、「観察され

た場面ではこれこれの状況要因が個人差のある行動を生

み出していた。 したがって、時間的、状況的に異なる他

の場面でも、同じ状況要因が存在すれば、同様の個人差

のある行動が生じる可能性が高い」という、条件限定型

の予測となる。したがって、個人差の原因と思われる状

況要因の検出が可能で、ある限り、予測が期待できるパー

スペクティブは時間方向にも、状況方向にも無限に広が

る。

このことは制御の場合より顕著になる。外的説明を行

なった場合、行動の個人差を引き起こす、除去する、修

正するなどの制御は、その原因となる環境や状況などの

外的要因を変化させることで可能になる 。 内的要因と

違って環境・状況要因はごく特殊な社会的環境などを除

いては客観的に観察可能だし、物理的にアクセス可能で、

ある 。 したがって、その個人差の原因と思われる外的要

因を制御できる限り、状況的にも時間的にもどれだけ

パースベクテイブPが広がっても、 制御の可能性は保証さ

れるのである。

このように、内的説明と外的説明との選択が観察の

パースペクティブの違いから生じると同時に、どちらの

説明を選ぶかが心理学者が未知の状況や未来に対しでも

ちうるパースベクティプに影響するという事実は非常に

重要である。 

VI.討論

これまでの考察で、個人差についての観察が持つ状況

的・時間的パースペクティブは、それが狭く、観察され

ない状況要因が多くなるほど個人差の内的説明に結びつ

きやすく、それが広く、多くの状況要因が観察の枠内に

入ってくるほど外的説明に結びつきやすいことがわかっ

た。 同時に、心理学者が内的説明を選択することは、未

知の状況やまだ見ぬ未来に対する心理学者のパースペク

ティブを狭くさせるのに対して、外的説明を選択するこ

とはそうしたパースベクテイブを拡張させることも明ら

カ斗こなった。

こうしたことから、これまで心理学が日常的に行なっ

てきた「限られた観察から抽出された個人差を内的要因

から説明する」という手続きがどんなに乱暴で、問題の

多いことであったかがわかる。われわれが実際に観察で

きる情報のパースペクテイブは狭く、観察できない /観

察されない状況要因が人の行動やその個人差に影響して

いるのに、われわれがそれに気づかないことが非常に多

いことは明らかである。しかし、 内的説明はそうした問

題について思考停止し、意識的にしろ無意識的にしろ、

観察されない要因を行為者の中に放り込んで「欲求」と

か「パーソナリテイ」、「こころ」などの心的概念にその

原因を帰属してしまう。

行為者の立場からすれば、自分はいろんな事情があっ

て、いまたまたまこういう行動をしているに過ぎないの

に、その場面だけを勝手に観察されて、そのうえ行動の

原因をすべて性格や欲求などといった自分の内部の要因

のせいにされてしまい、あまつさえ別の状況や時間での

自分の行動もそうした内的要因から説明されてしまうと
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したら、とても我慢できることではない。自分にこれま

でどんなことがあったか、今日た、ってどういう事情でこ

んなことをしているのか、ちゃんと理解してほしいと求

めるのは当然だろう。

しかし、心理学者は自分たちだけの「理論」や、アセ

スメントなどの一見権威のありそうな「お道具」を隠れ

蓑にして、状況と時間を勝手に切り刻んだ結果だけから

人聞を決めつけるという無理を押しつけてきた。それを

せずに人聞を見て、行動を説明しようと努力してきたの

は、行動主義的な志向を持つ心理学者だけだが、そうし

た勢力が多数になることはこれまで、なかった。これは、

心理学者が内的説明を通じて行なってきたことが、一般

人が情報が限られているときに行なう内的説明と基本的

に同じ論理であり、一般人に理解されやすく、受け入れ

られやすかったことにもよるだろう。

しかし、学者が自分の研究対象とする事象に対して素

人と同じパースベクティブしか持てないとしたら、その

専門性とはいったいなんなのか。心理学者の使命は一般

人よりも観察のパースベクテイブを広げ、一般人にはア

クセスできない要因にどんどんアクセスして、行動やそ

の個人差の原因について素人よりもより厳密で、合理的

な説明を手に入れることではないのか。そのためには、

目の前にある情報だけで思考停止して安易に内的説明を

選んでしまうような素人的な発想ではなく、自分に見え

ないいろいろな要因に対して常に想像力を働かせ、でき

る限りの情報を収集していくべきだろう。

もちろん、パースベクテイブを広げればなんでもよい

というわけではない。想像力によって広げられたパース

ベクティブはかならず客観的な情報によって検証きれな

ければならないし、状況方向と時間方向へのパースベク

テイブの広がりは、ある程度のバランスを保っている必

要がある。最近はやりの「アダルト・チルドレン J 7Iに

よる説明のように、適応上の問題の原因をすべて(多く

は客観的情報によって検証きれない)子ども時代の家庭

環境に求めて、適応障害と関係があるかもしれない現在

の状況要因の分析をおろそかにしてしまうようなこと

は、パースベクテイブ拡張のバランスが崩れた例だとい

えるかもしれない。それでも、これまでの心理学者が適

応障害を本人の性格や「心性J I無意識の葛藤」などな

どの心的概念のせいにして、すべて問題を抱えた本人の

中に放り込んでしまっていたのに比べれば、すこしはマ

シなのかもしれないが。

いずれにしても、心理学的観察のパースベクティブが

実際には状況的・時間的にも非常に限定されており、そ

れを基盤に内的説明を行なうことは、観察できない/観

察されない状況要因をなかば意図的に無視することにな

るという事実は、いくら強調しでも強調しすぎることは

ない。とくに、アセスメントや心理テスト、構造化面接

などの心理学的「ツール」による情報は、ややもすると

それらの状況的時間的限定性を全く考慮せずに利用さ

れ、一人歩きする危険性が大きく、実際には状況要因の

力で変化するような個人差を、固定的で変容不可能なも

のと決めつけて考える偏りにつながる。

個人差は決して固定的なものではなく、時間の経過や

状況の変化に応じて変化していくものだし、状況要因を

適切に統制することができれば、よりよく本人の希望に

あったものに主体的に変えていくことも可能である 8) 。

そして、こうした楽観的な展望は、安易な内的説明に頼

らず、観察のパースベクテイブを可能なかぎり広げてい

く心理学者の営みからもたらされるのである。
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Situational and chronological perspectives of 

observation; Their influences on psychological 

explanations of individual differences 

Yoshiyuki Waianabe ,. 

Abstract: When we select internal (mental) or external (situational) factors to explain 

individual differences we observe in human behaviour , our situational and chronological 

perspectives of observations have great influences on the selection. In general , the narｭ 

rower the perspectives , the more often internal explanations are selected , neglecting 

many unobservable or unobserved situational factors. If the perspectives are 

situationally and/or chronogically broader , more situational factors are taken into 

account , then more often external explanations are selected. Implications of these findｭ 

ings on psychological explanations and assessments are discussed. 

Key words: psychological explanations , observations , mental concepts 
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