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ノマーソナリティの一貫性をめぐる

「視点」と「時間」の問題

北海道医療大学 渡 窪 芳 之

東京都立大学佐 藤 達 哉f

1.問題

ノ fーソナリティ研究が心理学の主要分野のひとつであることには疑いがなし 1 。 たとえ

ば日本心理学会大会の発表論文集 0991 年度) をみても， 人格分野は 8 セッション，

計 71 発表を数える大盛況ぶりである。 しかし， パーソナリティ心理学には喉に刺さっ

た骨のような大問題がある。これが蒸し返されるたびに多くのパーソナリティ研究者は

嫌な思いをし，蒸し返した本人は顔も知らない大学院生あたりからも陰口を言われると

いうほとんど感情的な騒ぎが起こるが，その割にこれといった議論の深化もないうちに

うやむやになるということが長年繰り返されてきた。 この問題が Mischel (968) に始

まる「人か状況か論争 (person-situation debate) J I一貫性論争 (consistency 

debate)J であることはいうまで もない。 Mischel の主張や， その後の議論の発展につ

いては別稿(佐藤・渡遺. 1992) にまとめたのでここでは詳しくは触れないが，特に我

が国でのこの問題に関する議論ではさまざまな概念上の混乱や誤解が議論の深まりを妨

げているよ う である O 本稿はこうした混乱や誤解について解説し，その原因を明らかに

することを目的としている。

パーソナリティ批判は個性の否定か

著者らが Mischel の名前を初めて聞いたのは大学院修士課程のゼ ミ においてだ っ た

が， そのとき Mischel は 「パーソナリティなどというものはないと主張している心理

学者」と紹介された。 こ う した紹介のしかたは現在でも決して珍しいことではないだろ

う 。 著書が最近まで翻訳されなかったうえ，論文等が正当に紹介されることも少なかっ

たため， このような断片的知識だけが横行しているのである。実際には Mischel の主張 

f 現在の所属は福島大学行政社会学部。
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は，人間行動に通状況的一貫性 (cross-situational consistency) がないという客観的

データから「パーソナリティの通状況的一貫性を否定する」ということであったわけだ

が，それが正しく理解されているとはいえなし、また， Mischel は人の個性を否定し，

人が「外的状況によって動かされる機械のようなもの」であると主張している，と考え

られることもあるようだ。パーソナリティ心理学を志す人は大なり小なり人の個性の多

様性，個性のすばらしさといったことに興味を抱いてこの世界に入っているのだから，

個性の否定などとんでもないことだし，それはノ fーソナリティ心理学自体の否定である O

ならば筆者らは何故に Mischel の著作の紹介，一貫性問題の議論に努めてきたのか

(佐藤・渡遁， 1988，渡遺・佐藤， 1989, 1990 等)。ノ fーソナリティ心理学を撲滅する

ためだろうか。 もちろんそうではなし、。「行動の通状況的一貫性の否定」は必ずしも個

性の否定ではないばかりか，むしろ個性の理解に新しい道をひらくと考えているからで

ある(渡遁・佐藤， 1991 a, 1991 b)。このことは， Mischel 自身も繰り返し強調して

いることである (Mischel， 1973, 1984) 。

ノマーソナリティとは現象的には，ある人が示す行動に見られる，その人を他の人と異

ならせる特徴，すなわち「個性」にほかならないが，心理学的には「人の行動を時を越

えて一貫させ，比較可能な事態で他の人と異なる行動をとらせる多かれ少なかれ安定し

た内的要因J (Allport, 1961; 青木， 1991)といった定義がされてきた。こうした定義

では，①パーソナリティは行動の原因である，②パーソナリティは経時的に安定してい

る，③パーソナリティは通状況的に安定している，④パーソナリティは内的な要因であ

る， という 4 つの前提が与えられている。 こうした前提は素朴な直観と一致しており，

一見自明のように見える。 しかしこの前提のいくつかに Mischel (968 ) は反論し，

その結果「パーソナリティは存在しない J I個性は重要でない」という主張ととられた

わけである (Mischel ， 1973, 1984) 。 しかし，本当にそうだろうか。これらの古典的

定義の否定は，本当に人の個性の否定につながるのだろうか。本稿では Mischel の

「パーソナリティ批判」が「個性の否定」につながるのかどうかを考察していく。ただ

しパーソナリティやその他の心的概念、が，そのままで行動の原因を説明できるという考

えが論理的に間違っていることは古くから指摘されているし，別稿(渡遺・佐藤， 1991 

a) でも詳細に検討したので， ここでは主に「一貫性の問題」を中心に， これを解題し

ていく 。

個性は否定できない

人の行動には一人ひとり独特の個性があることは明らかな事実である。われわれは自

分が知っているたくさんの人をほぼ間違いなく区別し，同定することができるが， これ

は個性の認識なくてはできないことである。もちろん個人の区別，同定にはその人の外

見的個性， 特に顔の個性が大きな役割を果たしていることは間違いないが， I人が変っ

たようだ」という日常表現にも見られるように，運動的・ 言語的行動に見られる個性が 
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重要であることも確かである。また，一人ひとりがさまざまな形で行なう表現も，どれ

ひとつとして同じものはなく，十人十色であることは多くの芸術作品が示しているとこ

ろである。同じような作曲手法を用いても， Schönberg, Webern, Berg3 人の作品は

それぞれ独自の個性を示しており， これを区別できないようでは作品を味わうことはで

きな ~'o このように，人聞が一人ひとり異なった行動特性，すなわち個性を示している

ことは明らかであり，否定するのはばかげている。また， こうした個性には明らかに一

定の経時的安定性 (temporal stability) がある。昨日まで人見知りしていた人が今日

いきなり社交的になったりすることはあまりないし，そうした行動パターンはかなり長

く持続する O 小学校のときの学友と 10 年ぶりに同窓会などやったりすると大抵は「頭

ははげたけど性格は変らないねえ」等という話になることからもこれはわかる O 逆に，

同じ人の行動パターンが急に変化すると人は驚く。これも時間による個性の激変が比較

的珍しい事象であることに起因している O たとえば Stravinsky は生涯に何度も作曲手

法を激変させたが， これが特異なことであることは彼についての記述が常にこの点を強

調していることからわかる。 

Skinner に代表される徹底的行動主義・行動分析学の立場は「人聞を機械のように扱

う」といわれるが，その立場も個性の存在やその経時的安定性を否定するものでは断じ

てなし、。個性を「同一時点で，全く同ーの環境要件の下で生じる行動の個体差」と定義

し直せば，個性は先天的な個体内条件の差か，より多くの場合 3 項随伴性における弁別

刺激の意味の差としてその図式の中に組み込むことができる。与えられる弁別刺激(そ

の場の環境要件)が同じでも，以前にその弁別刺激の下でその個体のどのような行動が

強化されたかが異なれば，生じる行動も異なる。すなわち，過去の経験の差が行動に個

性を生み出すのである (Skinner， 1974)。同じテーマの作文を課されても， 優等生的

なものをそつなく書く子どももいれば，欠点は多いが独自の視点をもった作文を書く子

どももいる O これは明らかに個性である O この個性は，その子どもが以前に作文を書い

たときにどのような書き方が強化されたかによって生じているかもしれな l '0 以前の担

任が作文の形式を重んじ，それに合うものを褒め，そうでないものを褒めなかったら，

子どもは次に作文を書くときには形式を重んじるだろう。一方独自の表現が奨励されて

いたら，子どもはそうした表現に富んだ作文を書くようになるであろう。このように，

以前の担任がどのような強化を与えたかによって「作文を書かされる」という同じ弁別

刺激の下での行動が個体間で異なってくるのである O また， こうした場合弁別刺激の意

味が大きく変化しない範聞でこの個性は経時的に安定したものとなる O 一度形式的作文

を書いて褒められたら，以後それが特に褒められなくてもそうした傾向は持続するだろ

う。ある個性がどの位の期間維持されるかは強化スケジュールやその後の環境変化に

よって決まるが， とにかく個性が存在し，それが一定期間持続することは「人を機械の

ように扱う」とされる徹底的行動主義理論の上でも明らかなのである O 
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通状況的一貫性をめぐる問題

このように，人の行動に個性が存在し，それが経時的な安定性をもつことは主観的に

も心理学的にも明らかである。 このことは Mischel (968) も全く 否定していない。 し

かし，それが通状況的一貫性をもつことも自明なのだろうか。 Mischel が指摘したのは

この点であり，長く議論にな っ てきたのもこの点である (Kenríck & Funder. 1988) 。

先にも触れたように，人の個性は経時的な安定性だけではなく通状況的な一貫性をもっ

ているということは素朴な認識においては明らかである。 たとえば，自分自身はいろい

ろな状況でいろいろな行動をするが，その行動は主観的には一貫しており，自分の個性

についての認識が変ることはなし 1 。 自分はどこにいても，どんな状況でも自分自身であ

り，他の誰でもないのである。 また，自分の回りにいる人々も状況を超えて一貫した個

性をもっているように見える。 自分の妻は家にいても，一緒に映画に行っ ても，結婚式

に出席しでも常に自分の妻であり，その個性が変化するよ う にはみえなし、。 人の個性が

状況によって変化するとはとても思えないというのが実感である(これは筆者らにとっ

ても当然そうである)。 ところが，主観的には自明である「行動に見られる個性の通状

況的一貫性」が実証データからはほとんど証明されないこと，すなわち Bem and 

Allen (974 ) のいう「一貫性のパラドックス」はなぜ生じるのだろうか。 

Kenrick and Funder (988) は Mischel 以後に行動の通状況的一貫性を追究した研

究を多数あげているが，その多くには経時的安定性と通状況的一貫性の混同などの概念

的問題がある。 観察データの集積，抽象化レベルの等価性の問題などが論じられている

が，それらが示す概念的混乱は著しく，とても本質的とはいい難い。 反対に，行動観察

における通状況的一貫性の認識に影響するさまざまな認知的錯誤については，社会心理

学における対人認知や帰属過程の研究が続々明らかにしているが，それらの中でも経時

的安定性の通状況的一貫性との取り違えは代表的な錯誤といえる (佐藤・渡遺. 1992; 

渡遺・佐藤， 1991 a)。

先にも述べたように個性には明らかに経時的な安定性がある 。 しかしそれは，その人

がおかれた状況の経時的安定性に基づいていることが多い。 特に成人の社会的行動にみ

られる個性については，その人のおかれる社会的環境や役割が比較的安定していること

によ っ て経時的に安定しているのである。一見異なった状況でも，その人の社会的役割

上同じ意味をもっていれば類似した行動が起こる。 うちのお父さ んはうちの息子にもや

さしいし， 会社の新入女子社員にもやさしし、。 したがって， うちのお父さんは状況が

変ってもやさしい，一貫している， と考えるのは一見正当なようだが，お父さんが息子

と新入社員の双方に対して，たとえば「保護」という同一の役割を担っているとしたら，

この二つの状況は彼にとっては同ーの意味をもっている。 先の 3 項随伴性の図式で考え

れば，弁別刺激が表面上異なっても，他の要因との関係においてその意味が同一なので

ある。これは通状況的一貫性のように見えるが経時的安定性の特殊な例に過ぎない。 認

知された環境の類似性と行動の一貫性に関する研究例は，他者からは違った状況のよう 
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に見えても本人の認知において同じ状況であれば行動が一貫することを示 している 

(Lord , 1982) 。 そして， 状況(状況認識) の類似性は彼をとりま く 社会的状況における

過去経験によって規定されるのである。

こうした取り違えの例をあげていけばきりがないが，どうやら行動に現われる個性の

通状況的一貫性を観察デー タ で、客観的に実証す る ことはできないだろう，というのが筆

者の予想である(後述〉。 しかし， パーソナリティ心理学者たちは通状況的一貫性にこ

だわり， これを 15定することは個性や人間の尊厳を奇定することだと考えているかのよ

うに見える。 たとえば， パーソナリティのかなりの部分が学習によって形成されること

はすべてのパーソナリティ心理学者が認めているし，すべての教科書はパーソナリティ

形成に経験が重要であると述べている。このことは一般人のもつ素朴な ノ fーソナリティ

観においても明白である (佐藤・渡遺， 199 1) 。 学習が少なくとも第一義的には環境条

件によ っ て規定されることに疑いはなく，かっ学習結果の安定性や表面的な一貫性も環

境要件によって決定されることは常識とい っ てよし、。 学習された行動特性が安定してい

るとしたら，それは環境(状況) がなんらかの形で安定している，あるいは学習の消去

抵抗が強いからであ り ，一度学習したことも，環境要件が変化すれば消去されたり，別

の学習によって置き換えられたりする。したがって，学習によって形成された行動特性

には本来通状況的一貫性は仮定されないし，状況が変化しでも行動が安定している場合

それは消去抵抗によるのであって，その抵抗の強さ自体も環境要件によって規定されて

いるのである (Keehn, 1980; Richards, 1986) 。 ところが， そのように考えている

ノ fーソナリティ心理学者はほとんどいなし、また，行動主義者がそのような指摘をして

もまるで自分には関係がないというような態度をとったり，感情的に否定したりする。

好意的に見ても話がかみ合 っ ていないことは明らかである。 このように，論理的・客観

的に見る限り行動に現われる個性の通状況的一貫性の存在は相当危ういのに， パーソナ

リティ心理学者(そして文学者や一般の人々〉たちがそれにあくまでも固執するのはな

ぜなのだろうか。なぜそれが保証されなければ人の個性も否定されるように思うのだろ

うか。 このことには， Iノ マーソナリティを見る視点」と， Iパーソナリティを見る時間」

という 2 つの問題における著しい混乱が関係している D 

2. 通状況的一貫性と視点の問題

ある時筆者のひとりがノ fーソナリティの通状況的一貫性の存在を学習のバラダイムか

ら疑問視するよ う な発言をしたときに，我が国では非常に著名なパーソナリティ心理学

者が「あなたが何を言おうが私は私だ，変らない」と叫んだ。 この叫びは一貫性の問題

を考える上での重要な問題を示唆している。 すなわち「パーソナリティを見る視点」の

問題である O 肥田野 (1991)はバーソナリティの一貫性を「内面からの一貫性」と「外

部か らの一貫性J に分類しているが，実際に人のパーソナリテ ィ を見るときには，大き

く わけで 3 つの視点が存在すると思われる。 すなわち，①自分が自分のパーソナリティ 
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を見る(一人称的視点)，②特定の他者のパーソナリティを見る(二人称的視点)，③不

特定多数の人のパーソナリティを見る(三人称的視点)，である(渡辺， 1990)。同じ人

のパーソナリティも，どの視点から見るか(あるいは見られるか)によって大きく変る

し，通状況的一貫性の認識の基盤となるデータの質も視点によって全く異なる O ところ

が，通状況的一貫性をめぐる議論の中では全く違った視点からのデータがごちゃまぜに

なって対立しているように見える O この点が議論のかみ合わない最大の理由と思われる 。

パーソナリティの一人称的視点

一人称的視点から「自分が自分のパーソナリティを見る J 場合，対象となるのは「私

のパーソナリティ J I私の個性J であり， 通状況的一貫性の問題は所謂「自己同一性 

(i dentity)J の問題となる。このとき自分のパー ソ ナリティは「自己 (sel f) J という表

象として意識上に現われる。自己の認識には経時的，通状況的に強力な一貫性があり，

「私は私である」という認識はし、かなる時間的・状況的変化にさらされても強固に持続

する。環境の影響によって私の行動が大きく変化し，他者からは「人が変ったように」

見えても， I私が私でなくなった J I別の人になった J という認識が生じることはまずな

い。自己の認識に見られるこのような一貫性は「自己同一性」と呼ばれ，精神機能が正

常な人であればすべての人が自己同一性の認識をもっていて，それが保たれない場合は

臨床上のケースとして扱われる。 特に若者が外的環境や役割の混乱から「同一性の混

乱」を生じることはよくあるが， I私は私である」という基本的な認識自体がなくなる

ことは少なし、

こうした自己同一性の認識は超越的なものであり，なんらの観察データも必要としな

い D 自分の行動が通状況的に一貫していることの観察を伴わなくても，自己同一性の認

識は生じる。 また，自己そのものは学習によって形成されるものではなく，環境の影響

は自己の内容を変化させることはあっても自己同一性の成立には関係なし、 このように，

自己同一性は観察以前の問題であり，それには客観的理由がないのである O 自己同一性

の問題は哲学の分野で詳細に検討されている(永井， 1986, 1991; Shoemaker, 1963 ) 。

自己同一性は主観的には自己に関する記憶の連続性の認識によって保証される O その客

観的基盤となるものとして身体の一貫性を考える説，社会的関係の一貫性を考える説な

どが提唱されているが，定説はな L 、。身体の一貫性が自己の一貫性を生み出すという説

は比較的有効だが，身体の生物的組織が新陳代謝によって比較的知い期間ですっかり入

れ替わってしまうという事実を考えれば，説得力は弱い。また，身体が入れ替わっても

自己一貫性が保たれることは想像でき， I脳移植の問題」として神学・哲学的論争の対

象となっている。社会的関係説も，社会的関係の全く絶たれた人(ロビンソン・クルー

ソーのような)にも自己同一性があることなどを見れば弱~)。 もう 1 点重要なこととし

て， 自 己同一性を外部から証明することはできない，ということがある。 自分以外の誰

が，自分についてどのようなデータを集め，分析したとしても，自分の自己同一性は究 
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極的には自分にしか認識できないのであり，自分の自己同一性にとって他者の観察は無

意味である。著者らの一人(たとえば佐藤)が性転換手術と顔面の整形手術を受け，女

装をして現われ， 1"佐藤です」といったところで誰が信じるだろうか。 しかし佐藤の自

己同一性は維持されており，整形前の佐藤と整形後の佐藤の連続性は主観的にはなんら

損なわれないだろう。一方，ある女性が同様の手術によって佐藤と全く同じ外見となり，

同じ服装，同じ行動を示した場合，多くの人はそれを「佐藤」と呼ぶし，佐藤として扱

うだろうが，その人の自己は以前女性であったときと完全に連続しているであろう。も

ちろん， 整形後時聞を経るにつれて佐藤の自己同一性， 1"偽佐藤」の女性の自己同一性

に変化が生じることはあるにしても，基本的な連続性が損なわれるとは考えにくい。こ

れらの点から，自己の同一性，すなわち一人称的パーソナリティの通状況的一貫性は客

観的に検証不能な形而上学的問題であり，客観的・実証的分析以前の超越的事実である

と考えるべきだろう。そして，他者の自己同一性についての考察は了解的な手法をもっ

てのみ可能である O 心理学の歴史の上でも，自己の理解が精神分析などの了解的・形而

上学的アプローチによって発展してきたことは， 自己やその同一性のこうした性質によ

るのである。

パーソナリティの二人称的視点、

いっぽう二人称的視点から「特定の他者のパーソナリティを見る」場合，問題になる

のは「あなたのパーソナリティ J 1"あなたの個性」である。このような視点は，一般に

見る側と社会的相互作用のある相手に対して向けられる。 二人称的視点、からパーソナリ

ティを見るときの特徴はこのように，見る人(観察者〉と見られる人(被観察者)との

間に社会的・対人的な相互作用があることが多い， という点である。二人称的他者の

ノ fーソナリティに関する認識は，相手の運動的・言語的行動の経時的観察から，帰納法

論理によって導かれた規則性の認識に基づいている O 他者の自己同一性の存在も，他者

の言語行動なと、から類推する以外ないので，観察事象に含まれる。したがって二人称的

視点で見られたノ fーソナリティは観察言語に完全に還元できる傾性概念 (disposition

concept) であり，環境要件などの先行条件が変化したときの一貫性は論理的には保証

されない t (Carnap, 1936, 1937; 渡謹・佐藤， 1991 a, 1991 b)。また， 1"こころ」が直

接観察不可能で，観察可能なのは相手の物理的性質と相手の行動だけであり，行動がお

もに学習によって形成される以上，通状況的一貫性は客観的にも保証されないだろう

(前述)。ところが，われわれが二人称的他者のパーソナリティを見る場合にも，多くの

場合は通状況的一貫性の認識を伴う。これには観察者と被観察者の社会的相互作用が大

十 概念、の安定性が先行条件に依存することは，帰納法論理によって構成された概念すべてに見ら

れる性質である。もちろん，他者のパーソナリティに関する認識が霊感，直観など，観察から

の帰納以外のものに基づいている場合はこの限りではない。
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きく影響している。社会的相互作用が存在するということは，観察者の存在や行動が被

観察者の行動に影響を与えているということである。したがって，観察者が被観察者の

行動を観察していると，観察者の存在，観察者と被観察者との相互作用が被観察者の行

動に大きく影響を与える可能性がある。 先にあげた「自分の妻」の事例でも，妻の個性

が通状況的に一貫しているように見えるのは，観察場面に常に自分がいることと関係が

ある。自分と妻との相互作用が妻の行動に影響を与え，自分のいる場面での妻の行動を

規定しているのである。 いっぽう自分がいない場面でも妻が一貫した個性を示している

とは限らず，自分以外の人との相互作用の中で，他の個性を示しているかもしれないの

である。この場合自分の存在が環境要件として妻の行動を安定させているのであって，

この一貫性は通状況的一貫性ではない。自分の存在によって状況に類似性が生じたこと

による安定性である。 ただし，素朴な視点では「自分」を相手の行動を規定する環境要

件と見ることはまずないから，主観的には通状況的一貫性が認識されるのである 。 した

がって，二人称的な視点からパー ソ ナリティを見るときには，観察者と被観察者の社会

的相互作用が通状況的一貫性の認識を疑似的ピ生み出していると考えることができる。

心理臨床場面でのパーソナリティ判断は多くの場合カウンセラーとクライエントの間の

社会的相互作用を伴うことから，そこで観察されるノ fーソナリティの通状況的一貫性も

疑似的なもので，特定の臨床場面における，特定のクライエント=カウンセラ一関係に

限定されたものであることが多いだろう 。

パーソナリティの三人称的視点、

三人称的視点、から「不特定多数のパーソナリティを見る」場合も，被観察者の行動を

経時的に観察することから，帰納的にパーソナリティ概念、を構成する。したがって「誰

かのノマーソナリティ」に関するこれらの概念は傾性概念であり，通状況的一貫性は原理

的に保証されない(前述)。そして， 二人称的視点では存在した観察者と被観察者の相

互作用も存在しない，あるいは非常に小さいため，見掛け上の通状況的一貫性も生じに

くくなる。心理学者が人のパーソナリティを分析する場合，多くはこの三人称的視点、か

らである。観察者と被観察者の相互作用は小さければ小さいほど客観的とされるため，

観察者の存在が被観察者の行動を安定させることもない T。 したがって， 被観察者の行

動は状況の変化によ っ てどんどん変化することが観察され，通状況的一貫性の存在は一

向に確認されないのである。それでも素朴な観察者が通状況的一貫性を認識することが

多いのは，被観察者の外見的特徴が一貫していること，限定された状況での観察を他の 

?実際の研究場面では必ずしもそうとはいいきれず，研究者の存在や研究者が用いる方法が被験

者と相互作用し一貫性を生み出しているという問題(し、わゆる実験者効果) はたびたび論じら

れている。 この場合研究者は三人称的視点、を標携しながら実際には二人称的視点に立っている，

ということができる。



状況へ誤 っ て一般化することなどによる (Kenrick & Funder, 1988) 。

質問紙法によるノ fーソナリティ測査は「意識報告」を扱うものとされ，一人称的視点

からのデータであるように解釈されているが，手続き的には一定の「テスト刺激」に対

する「反応」を客観的に測定し，個人間の差異を導き出しているのだから，そこで得ら

れるデータは三人称的なものである。このことは，質問紙テストの実施時に実施者と回

答者との相互作用をなるべく小さくすることが奨励されていることからもわかる。また，

製作者の意図がどうであれ，質問紙に対する反応が木人の一人称的認識を正確に反映し

ているかどうかを確かめるすべはなし、。しかし，同じ質問紙，同じ回答方法という

フォーマットの類似性や実施される状況の類似性が，実際以上の一貫性(テスト理論に

おいては 「信頼性」と呼ばれる)を生み出しているのである。実際，同じ構成概念を測

定するテストでも，フォーマッ ト が異なるものの聞の相関はあまり高くないことが報告

されているし，測定を行なう状況によって質問紙テストの結果が変化することも知られ

ている (Mischel， 1968) 。

一貫性論争と視点、の混乱

このように，パーソナリティを見る 3 つの視点にはそれぞれ大きな相違点があり，そ

れによって通状況的一貫性の基盤も異なってくる D これら 3 つの視点を混同することは

理論上の大きな混乱につながるし，視点を明確に区別することでさまざまな問題を明確

にすることができる。よく繰り返される「ロビンソン・クルーソーにだってパーソナリ

ティはある」という主張はパーソナリティを社会的認知の問題ととらえる立場には大き

な脅威だったが， これも「ロビンソン・クルーソーには一人称的パーソナリティはある

けれども，二人称， 三人称のノマーソナリティはない」とすれば，社会的認知を問題にす

る場合はロビンソン・クルーソーにパーソナリティはない， と明確にすることができる。 

Mischel (968) 以降の論争では， Mischel が三人称的視点、からパーソナリティの通状

況的一貫性を否定したのに対し，多くのパーソナリティ研究者は一人称的視点、から異を

唱えたと思われる O しかし， Mischel への反論を狙った研究の多くは三人称的視点で

データを集めたため首尾よく行かず，また論争向体も不毛なものになってしまった。比

較的成功した Bem and Allen (974) の研究が一人称的，二人称的視点を重視してい

ることはこの点で重要である o

こうした視点の区別が明確にならなかったため，一人称!的な視点に立つパーソナリ

ティ心理学者たちは Mischel の主張を(論理的にではなく)感覚的に理解できず， 感

情的な反応をしたのであろう。しかし，それまでのパーソナリティ心理学がこうした視

点問題において混乱していたことは疑いがなく，質問紙テストのデータなど三人称的視

点から見られたパーソナリティに一人称的な通状況的一貫性を仮定し，状況を超えた行

動説明，行動予測を用いていたことは明らかである。こうした混乱は，計量心理学的方

法の発展に伴ってパーソナリティの測定が客観的・三人称的な視点、から急速に発展して 
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きたのに，パーソナリティに関する理論的・概念的な思索がもっぱら一人称的視点か二

人称的視点からしか行なわれなかったことに起因している。 我が国のパーソナリティ心

理学に大きな影響を与えた Allport の理論が基本的には一人称的視点に依拠しているこ

とは疑いがない ( Allport， 1961; Zuroff, 1986 ) 。 また，臨床の現場からあ らわれた多

く のパー ソ ナリテ ィ 理論は二人称的視点に立 っ た も のだっただろう 。 しかし，アメリカ

から次々と輸入される尺度を用いた計量心理学的パー ソ ナリティ研究は三人称的にデー

タを収集し，処理する も のであった。 また，研究者自身が自己の一貫性を認識している

ことが，研究対象となる行動に通状況的一貫性を先験的に仮定する原因になったとも考

えられる。 Mischel はパーソナ リ ティからの行動予測を問題とする初期の研究で，人間

行動が状況に応じて大きく変化すること，パーソナリティからの行動予測の精度がそれ

までの常識的仮定にくらべて低いことを実感し，さまざまなデータを考察して行動の通

状況的一貫性を否定するに至 っ た。 しかし，そこで論じられたデータはすべて三人称的

視点からのものであり，彼の主張は個性の自覚や自己の一貫性とい っ た問題とは無関係

だったのである o 

3. 通状況的一貫性と時間の問題

通状況的一貫性と内的要因論

三人称的視点からの客観的パーソナリティ研究において，通状況的一貫性を仮定する

ことは視点の混乱であることはこれまで述べてきた通りである o しかし，そこに通状況

的一貫性が仮定されることには も うひとつの理論的根拠がある。 すなわち 「パー ソ ナリ

ティは内的要因である」という， パーソナリティの占典的定義である (前述)。 われわ

れが他者のパーソナリティを観察する場合，それは他者の内部に存在すると認識される

のが普通であり， I彼の中の暴力性があのような行動をとらせるのだ」 とい っ た表現は

日常的なものである o したがって先の定義は素朴な認識とも一致している 。 もしパーソ

ナリティが内的要因であるならば，それは明らかに環境要件，状況から独立したもので

あり，パーソナリティが号|き起こす諸般の行動は通状況的な一貫性をもつだろう 。

一人称的なパー ソ ナリティ，すなわち自己が内的要因であることには疑いがなし 1。 自

己は本人の認識の中にのみ存在し，外部から観察することは不可能である。 また，自己

の基盤となる認識や心的表象といったものが内的要因である可能性を否定することはで

きないだろう 。 そのかわり自己は形而上学的存在であり，客観的理解や考察を阻む。 一

方二人称的視点， 三人称的視点から見られたパー ソ ナリティは観察からの帰納によって

構成された傾性概念、であり，そのままでは内的要因と考えることはできなし 1 。 観察言語

に還元不可能ななんらかの内的実体との対応が保証されることがその条件なのである 

(渡遁・佐藤， 1991 a, 1991 b ) 。 しかし， も ととなる観察データ自体が状況要因に大き

く影響される二人称的・ 三人称的ノマーソナリティ概念、を，論理的にうま く 内的要因と対

応させることは困難であろう (渡謹・佐藤， 1991 a にこの問題についての詳細な検討 
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がある)。にもかかわらず「客観的」パーソナリティ研究における三人称的パーソナリ

ティ概念が内的要因であり，通状況的一貫性をもっと考えられるのには「パーソナリ

ティを見る時間」の問題が関連している。

パーソナリティを見る時間の問題

一人称的にパーソナリティを見る場合には，その対象は自分自身であり，記憶がある

限り，生れて以来のあらゆる情報が利用可能である o 7 年前の今日自分が何をしていた

か，それからどのような人生を辿ってきたかという情報は論理的にはすべて与えられう

るのである o しかし，二人称的・ 三人称的にパーソナリティを見る場合には，ある特定

の時間における観察を基準にしなければならな l\o 特に三人称的視点の場合にこの傾向

は顕著である o 観察の基準にした時点以前のその人の行動や経験について観察者はほと

んど知ることができなし、。時系列的に複数回の観察を行なったとしてもこの点に大きな

変化はなく，最初の観察以前のことはわからないし，観察と観察の聞のことも類推する

しかな l\。特に質問紙法パーソナリティ・テス卜等の場合，そのテストが行なわれた時

点以外の時間でのその人の行動や経験に関する情報はないに等しいのである o これが

「パーソナリティを見る時間」の問題である。三人称的視点からパーソナリティを考え

る場合，観察時点より前，あるいは観察時点、の聞の対象の行動や経験をどこに位置付け

るかによって，パーソナリティの通状況的一貫性に対する見方は大きく変ってくる。

ある場面で複数の個人を観察したとき，客観的には全く同じ状況におかれている個人

の行動がさまざまな面で異なっていることは多い。むしろ異なっていないことの方が少

ないとすら言えるだろう。これがわれわれに個性のおもしろさ，不可思議さを認識させ

るわけだが， このときにこうした行動の個人差がなにを原因に生じているのかは観察

データからは知ることができない。個人差が内的要因によって生じているのか，過去の

状況的要因によって生じているのか，観察されない(観察できな l\) その場の状況要因

によって生じているのか これを観察データ自体から判断することは原理的に不可能

である。素朴な観察者は多くの場合その原因を個人の内的要因に帰属する(基本的帰属

錯誤)。私が腕を怪我しているときに A 君は鞄を持ってくれたが B 君は持ってくれな

かった， これは A 君は「やさししリが B 君は「やさしくなし \J からである， という論

理である。そして，内的要因であるからには通状況的に行動に影響するだろうと考える

のである(渡違・佐藤， 1991 a)。実際にはこの個人差は私と A 君， B 君それぞれとの

社会的相互作用に基づいており，通状況的一貫性は保証されないかもしれないのである。

ノマーソナリティ測査においても多くの場合これと同じ論理が生じる。テストが測査して

いるのは一定状況，一定時点での個人差に過ぎないのに， それが「内向性J r同一性地

十 この「観察されない状況要因」の問題はパーソナリティ測査を考えるときにも非常に重要なの

だが，紙面が限られているのでここでは触れない(渡遁・佐藤， 1990 参照)。
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位」などといった(一人称的な)内的特性概念、の指標として用いられている O その場合

測定と概念、との対応は理論によって保証されるのだが，パーソナリティ研究の場合，そ

の理論が一人称的視点、から構成されていることが多く，三人称的な測定と一人称的概念

が軍離している。そして，視点の混乱から導かれた「パーソナリティは通状況的一貫性

をもっ」という先験的信念以外に対応の根拠はな ~'o このように，観察できない要因，

すなわち「現存しない状況要因」を，正当な論理的基盤なしに行為者の内部に放り込む

ということで観察における時間の問題を処理することが，パーソナリティ研究では一般

的なのである T。

一方，現存しない状況要因を内的要因としないアプローチの代表的なものは行動分析

理論 (Skinner， 1974) である。先にも述べたように，行動分析理論は一定状況，一定

時点での行動の個人差を過去の学習の差から説明する O そして，学習の差を生じさせた

のは過去の状況要因であると考え，行動の個人差を内的要因によって説明することを避

けるのである。確かに過去の状況要因は観察時点では現存しないが，さまざまな外的情

報を活用すれば遡及的に分析することは不可能ではな~ '0 また，現前する個人差も，過 

'0 去の学習の指標として用い，通状況的一貫性をもった内的要因と考えることはしな~

この結果，過去はそのまま過去として理論的検討に組み入れられるのである。

過去の状況要因を測定することはタイムマシンの発明までは不可能である以上， この 

2 つのアプローチはどちらが正しく，どちらが間違っているということはなし、研究者

の理論的噌好の問題である。また，学習やその過程を内的要因と考える立場をとれば，

学習理論に基づいた内的要因論をとることも可能だろう什。 しかし，三人称的パーソナ

リティ観察から導かれるデータがもっ傾性概念的特質から見て，それを通状況的一貫性

をもっ内的要因の指標と考えることには今のところ論理的な基盤がない(渡遁・佐藤， 

1991 a, 1991 b)。むしろパーソナリティを見る視点の混乱が， I過去の状況要因を内的

要因に放り込んでいる」という自覚やこうした問題への関心を薄めていることが問題だ

ろう。筆者らがノ fーソナリティ研究における行動分析的アプローチの効用を主張してき

たのはこの点を重視したためである(渡遺・佐藤， 1990 等)。 

4. 討論

行動の予測における通状況的一貫性の意味

以上の検討から，これまでの議論ではあまり重視されることのなかった「パーソナリ

ティを見る視点」と「パーソナリティを見る時間」の問題を明確にすることができた。

十 このことは心理学の他の分野でも 4般的である。欲求，動機といった概念が「過去の，あるい

は観察されない状況要因を放り込むごみ箱」となる例は枚挙に暇がなし、。

竹 この問題も実際には視点と時間の問題と結び、ついており，議論が必要なのだが，論文の主旨と

離れるので別の機会に論じたし、。



ノ fーソナリティの通状況的一貫性に関する議論はこれらの問題が明確にならなかったこ

とによって混乱させられてきたが，少なくとも筆者ら，およびこの論文の好意的な読者

は今後そうした混乱に惑わされることはないであろう。しかし， ここで明確にしておか

なければならないのは， こうした問題はパーソナリティ概念による行動説明においての

み生じることで，行動の予測を問題にする場合それほど重要ではない，ということであ

る。それがどのような(多くは一人称的な)理論的構成概念と対応させられるかとは関

係なく，観察データから帰納的に構成される二人称的・三人称的傾性概念には，先行条

件に大きな変化がない限り一定の行動予測力があるからである(渡遁・佐藤， 1991 a)o 

fーソナリティ概念、をもっぱら観察における行動の予測力を増分させるためのもの，行

動予測のための道具と考える社会心理学者たちが，パーソナリティは内的要因ではない，

通状況的一貫性はないという Mischel の主張を特に抵抗なく受け入れたのは当然、のこ

とである O 社会心理学者の多くはパーソナリティ心理学者が素朴に考える意味での通状

況的一貫性は否定している(堀毛， 1989)。通状況的一貫性が保証されなくても先行条

件がある程度安定していれば経時的安定性が生じ，その概念、を用いて行動を予測するこ

とができるし，予測力とその概念の理論的位置づけとは関係がなし、からである。また，

具体的な行動の予測を問題にする場合，最も有効なのはその行動そのものの発生率を前

もって調べておくことであり，それが不可能で，かっパーソナリティ概念の使用が予測

力の増分において経済的であるときのみ，祉会心理学者は行動の総合的指標のひとつと

してパーソナリティ概念を用いる。それが内的要因であるか，通状況的一貫性を持っか，

といったことはどうでもよいのである。パーソナリティの一貫性や行動予測の問題を論

じるときに社会心理学者が号|っ張り出されることが多いがいまひとつ議論がかみ合わな

いのは，パーソナリティに対する考え方の根本的な相違による。このようにパーソナリ

ティの一貫性の問題と行動の予測の問題は多くの場合独立であることも留意されるべき

であろう。

通状況的に一貫するものだけが個性か

先に論じたように，パーソナリティの通状況的一貫性の認識は一人称的視点、からの

マーソナリティ観察に最も顕著なものであり，二人称的視点，三人称的視点、からのパー

ソナリティ観察データからは，通状況的一貫性の証拠は原理的に得られない。また， こ

の 3 つの視点はそれぞれ全く異なったものであり，どれかの視点から得られたデータは

他の視点からの考察を否定することも，肯定することもできなし、したがって，通状況

的一貫性は視点によっては存在し，視点によっては存在しない， ということになる。ま

た，観察時点より過去に起きた，観察不能な状況要因を内的要因に投げ込んで行動を説

明すること自体は間違いではないが，それが生み出す通状況的一貫性の認識には根拠が

なし、では，このように二人称的・三人称的視点からのパーソナリティに通状況的一貫

性を否定することは，多くのパーソナリティ心理学者が考えるように，個性の尊重を阻 
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害するものであろうか。

通状況的一貫性はなくても，人々の行動はあらゆる場面で個性を示す。特定の場面で

示される個性はその場面に独特の状況要因が，一人ひとりにとってどのような意味をも

つかを示すものであり，それはその人の人生を映し出すものといえる o いつもは無口で

おとなしい子が，得意な音楽の時間だけ生き生きしているとしたら，それは音楽の時間

がその子にとってどれだけ重要な意昧をもつかを示しており，担任がその子の個性を理

解する上では重要なデータである。このことを「通状況的一貫性のない行動であるから

個性ではない」といい，他の場面で一貫している「無口でおとなしい」ことだけを重視

したら， この子の個性の理解はできないだろう 。 特定の場面で，特定の行動を示すこと

は明らかに個性であり，その個性を伸ばすためにはその子の内的要因よりも外的な状況

を調整してやることが大切である。このように，二人称的・三人称的視点から他者の個

性を見ることは通状況的一貫性を必ずしも仮定しないのである。それが状況によって生

み出されているものであろうとなかろうと，その人が現に示している独特の行動パター

ンが個性なのであり，それを理解することが個性の理解なのである。そのためには，現

在の，または過去の状況要因がどのようにその個性を作り出したのか理解することが大

切であり，状況を超えて一貫したものだけに興味を向け，観察以前の要因を内的要因に

放り込み続けていたら，個性を生み出している大切な要因を見落すことになる O

機械と人間の通状況的一貫性

筆者らのようにパーソナリティの通状況的一貫性を否定し，パーソナリティ理解にお

ける状況要因や学習の重要性を主張する考え方には， Skinner の行動分析に通じる部分

がある O したがって， Skinner 学派に向けられる「人間を環境からの刺激によって動か

される機械のようなものと考えている」という通俗的な批判 (Skinner， 1974) は，わ

れわれの立場にも同様に向けられるであろうし， Mischel (973) もこの種の批判の存

在に触れている。しかし，そもそも「状況によって動かされる機械」などというものが

あるだろうか。本来機械というものは単独の，あるいは少数の用途のために特定の機能

を人聞によって与えられたものである D 機械はあらかじめ内部にプログラムされた機能

を繰り返すだけで，外的状況がいかに変化しても同じ行動を繰り返すだけである O 本来

ストーブとして設計された機械が「旦那，今日はちょびっと暑いんで部屋を冷房しとき

ましたぜ」などという行動を示すことはありえなし」最近流行りの「ファジー」だって

従来より機能やその設定幅が広がっただけで，本来プログラムされていない機能を学習

し，遂行することはできないのである D 人間はそうではなし ' 0 生れたときには持ってい

なかった行動レパートリーを外的状況の変化に応じて自発的に生み出しそれがどのよ

うな状況に適切なのかを学習し行動を変化させることができる O 少なくとも客観的に

見れば行動の通状況的一貫性は人間よりも機械の方が大きい。人間行動の中で最も通状

況的に一貫しているのは「反射」だと思われるが，反射の過程がパーソナリティよりも 
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ずっと機械的なものであることはいうまでもないだろう 。 人工知能などの研究から工学

者たちが作ろうとしている「人間のような機械」とは，行動に通状況的一貫性のある機

械ではなく. 1学習する機械J 1状況に応じて行動を変えられる」機械なのである。客観

的・三人称的視点から見る限り，行動の通状況的一貫性にこだわる方が「人間を機械の

ように扱っている」といえるだろう。それこそ個性の否定，人聞の尊厳の無視である。

確かに Skinner (974) は「人間は精巧な機械のようなものである」と述べたが，それは

自発的に行動し，学習によって状況に応じた行動がとれる「理想の機械」なのであるら

ところが視点を一人称に変えると問題は全く違ってくる。 人間は自己同一性というか

たちで自らのノマーソナリティの通状況的一貫性を認識することができる。自分が自分で

あることは人間実存の基礎であり，それを否定することは個性の否定，人間の尊厳の無

視である。一方機械には(現在のところ)自己はなく，同一性の認識はない。したがっ

て機械には一人称的パーソナリティは存在せず，一人称的視点からの通状況的一貫性は

ないのである。「機械は意識をもちうるか」などということがよく議論されるが，機械

が自己同一性をもつなら，それは「人間のような機械」と呼べるだろう。先にも述べた

ように自己同一性は客観的には把握できなし、から，機械は人間によって統制できない部

分をもち，自ら判断するようになる。映画 12001 年宇宙の旅」で， コンビュータ「ハ

ル」が機能の低下に伴って自己同一性を失っていくシーンがあったが， 映画では「ハ

ル」は自己意識をもち，状況に応じて行動を変えられる「人間のような機械」であり，

人間と利害が対立した結果破壊されるという筋書であった。

これらのことからわかるように，人間は一人称的には自己同一性という形でパーソナ

リティの通状況的一貫性を認識し，二人称的 ・三人称的には状況の変化に応じて華麗に

行動を変化させることによって適応していく，二面性をもっ存在であるという点で，人

間の作った機械とは大きく異なっている。したがって，人間の個性を理解するときにも

この二面性に留意しなければならなし、一人称的パーソナリティから個性を理解する場

合には，その通状況的一貫性を尊重しながら了解的に理解すべきであるし，個性を客観

的に理解しようとするときには，二人称的・三人称的パーソナリティが状況に応じて変

化していくさまをダイナ ミック にとらえてし、かなければならないのである 。 

5. むすび

ノ fーソ ナリティ研究は人間の個性に関することなら何でも研究対象にすることができ

る。筆者らは客観的・科学的アプローチだけが心理学の方法であるとは考えていない。

真に個人的で形而上学的な存在に対しては了解的方法が有効であり. 1記述されない自

叙伝J (大村. 1958) としての一人称的パーソナリティの理解に了解的手法が果たす役割 

T この点で. Skinner 派と人工知能研究省らが互に非難し合いながらも. I人の心J I自由意志」

などの問題について類似した見方をもっていることは興味深い。



渡遁・佐藤: パーソナリティの一貫性について

は大きし 1。また，一人称的パーソナリティ以外にも了解的手法で研究されるべき問題は

心理学には多数あると考えられるD 問題は与えられるデータを解釈するときにそのデー

タに適した手法を用いることであり，パーソナリティ研究における視点と時間の問題は，

研究者の理論的基盤と研究方法とが事離してしまった不幸な例なのである。現在多くの

ノfーソナリティ心理学者がそうであるように， パーソナリティの「客観的研究J r科学

的研究」を標梼するのであれば，理論の基盤や研究者の視点、も客観的であるべきであり，

そこでは形而上学的・先験的な視点は排除されなければならないだろう。パーソナリ

ティ心理学は対象とする問題があまりにも日常的で，研究以前にさまざまな知識が共有

されていることなどもあって，研究に携わる者が方法論的・概念的な問題に非常にナ

イーブなまま発展してきたといえる。本来はそのような日常概念を基礎とする研究分野

ほど，研究の客観性や概念の明確化に一層留意しなければならないことはいうまでもな

い (Carnap， 1932; 江J 1\ , 1976; Wiener Kreis, 1929)。本稿が提起したいくつかの間

題が，今後のパーソナリティ心理学が方法論的により明確で強力なものとなるための，

さらなる議論の展開につながることを期待したし、。
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Points-of-View and Temporal Factors 


in the Consistency Issue of Personality 
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1n the debate whether consistencies exist in people's behavior, cross-situaｭ 

tional consistency and temporal stability are often confused, obfuscating each 

side's arguments. 

There are three incompatible viewpoints for understanding personality , 

based on totally different sets of observational data, so that none of them should 

be confirmed or denied. on the basis of data associated with the others. For inｭ 

stance, phenomenological consistency of own behavior may mean “ identity", 

which other's “objective" observation should in no way confirm or deny. The 

data from the second-and third-person accounts of personality and behavior 

constitute nothing other than Calnap's “disposition-concepts," all of which could 

be deduced to observation under situational constraint , and therefore support 

only temporal stability of behavior. 

Also , it is not logical to regard that personality constructs derived from 

observed temporal stability alone corresponds to internal factors , assumedly the 

source of cross-situational behavioral consistency. 

Key words: 	 personality , consistency , cross-situationl consistency , temporal 

stability , identity 

-243-




