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心理学における構成概念と説明

渡遺芳之*

抄 録:心理学における構成概念の用法と，その問題点について考察した.構成概念はその

含意，とくに観察に還元されうるかどうか，剰余意味を持っかどうかという点から傾性慨念と

理論的構成概念に分類される.行動の記述やそれに基づく個体の分類という用法においては，

傾性概念と理論的構成概念は同様に有効であるが，状況を越えた行動予測や行動の原因論的説

明ができるのは，理論的構成概念だけである.多くの理論的構成概念の剰余意味は，概念と人

の内的過程との対応によって保証されているが，その対応を実証的に確認することは非常に困

難といえる.
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I 問 題

心理学においてはさまざまな構成概念が導入され，研

究の発展に役立ってきた.現象を構成概念で記述するこ

と，つまり現象に名前をつけることは現象の発見そのも

のであり，構成概念なくしては心理学のみならず，多く

の科学はその存在自体なかったであろう. しかし構成

概念の用法は難しい問題を含んでおり，これまで心理学

のさまざまな分野での議論の火種とな って きたし，用法

の誤りが引き起こす混乱もしばしばみられる.筆者らは

これまで、パーソナリティ概念の用法をめぐるさまざまな

問題について検討してきたが 1 -3) そこに見られる問

題は，パーソナリティ概念だけでなく心理学で用いられ

る全ての構成概念に関係している.本稿では， 心理学に

おける構成概念の用法を簡単に整理しそこで見られる

問題点を指摘してみたい.なお，紙幅が限られているた

め，参考文献の参照によって理解できる事項については

簡潔に概要を述べる にとどめたことをご了承いただきた

し、.

心理学で用いられる構成概念は，その意味内容から 2

つに分類される4)第 1 は傾性概念 (disposition 

concept) である 5 ) 傾性概念は特定の状況下で観察

された行動パターンを抽象的に記述しただけの概念であ

り，概念の意味内容は観察に完全に還元される.また，

傾性概念の記述内容は観察が行なわれた場面の先行条件 
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に依存するため，たとえば状況要因が変化した時の記述

の正当性は保証されない.同時に，傾性概念は観察され

た行動パターンの原因がどこにあるかについての情報を

もたない.パターンの原因は，行為者の内的要因による

かもしれないし状況要因によるかもしれないが，傾性

概念、自体はそれがどこにあるかを示していないのである.

いわゆる「操作的定義」のできる概念の多くは傾性概念

である.心理学で用いられる「行動傾向 J ， I行動特性」

などの構成概念は傾性概念と考えられる.

第 2 は理論的構成概念 (theoretical construct) であ

る(仮説的構成概念; hypothetical construct とよば

れる場合もある) .理論的構成概念、は傾性概念と異なり，

観察に還元できない剰余意味 (surplus meanings) を

持 っ ている 6 ) 剰余意味は多くの場合，観察された行

動パタ ーンを規定する生体の内的過程など，外的な状況

要因とは基本的に独立な理論的実体と対応している.そ

の意味で理論的構成概念は状況が変化しても記述の正当

性を維持するし，観察された行動ノミタ ー γ の原因につい

ての情報を含むものと考えられる.もちろん，ある構成

概念、を理論的構成概念として用いるためには，その理論

的構成概念と関連する行動が状況要因が変化しても一貫

しているという証明など，それが持つ剰余意味や状況要

因からの独立性を保証する理論的・実証的裏付けが必要

である.心理学で用いられる「欲求J ， I情動J ， I認

知」などの構成概念、は多くの場合生理的要因などの内的

過程と結び付けられており，理論的構成概念であると考

えられる.
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このように，同じ構成概念でも傾性概念と理論的構成

概念とではその指示対象(レファレ ン ト)や含意に大き

な違いがあり，心理学において用いられる時の効用も異

なる.まに傾性概念、と理論的構成概念の用法を混同す

ると，理論的混乱の原因となることがある7)続いて，

この構成概念、の 2 分類を念頭に置きながら，心理学にお

ける構成概念、の用法を整理してみよう. 

II 構成概念による行動の記述と個体の分類

構成概念、の主な用法が事象の記述であるととはいうま

でもない.心理学では，人が示す行動パターンや行動の

法則性・規則性を構成概念によって記述している.この

ことは，観察情報を縮約し，伝達を容易にすることに役

立つ.この目的において用いられる構成概念、は傾性概念

であればよく，理論的構成概念である必要はない.スキ

ナー的意味で用いられる「条件づけ」とし寸構成概念は，

こうした用途に用いられる構成概念のもっとも純粋な例

であろう.あるオペラン卜反応が自発した時に，それに

随伴してなんらかの刺激が与えられると，オペラ ン 卜反

応が増加したり，減少したりする.この規則性に「オペ

ラ ント条件づけ」とし、う構成概念を適用することで，観

察された行動パター ンの記述は画期的に縮約されるし，

観察されたことを細かく報告しな くても I条件つ'けが

生じた」と述べれば，効率的に伝達できる.なお，少な

くともスキナー的な用法では， I条件づけ」は全て観察

に還元される傾性概念である.

条件づけのような「一般法則」の記述ではなく，個人

差の記述にも構成概念が役立つ.一定の単独あるいは複

数の「行動傾向」を構成概念によって示し，それらの概

念が各個人の行動にあてはまるかどうかを記述すれば，

個人の行動特性や，その個人差を簡潔に示すことができ

る.各種のパーソナリティ概念はこの代表的なものであ

る.たとえば「内向性」という構成概念を用いることに

よって，それと関連する複雑な行動パターンを簡潔に示

し，内向性の程度によって個人差を示すことができるで

あろう.同時に. Iこの人は内向的だが，あの人は内向

的でない」というように，その構成概念があてはまるか

否かによ って個人を分類することもできる.

こうした用途のために，心理学者はさまざまな構成概

念について，それが各個人にどれだけ適合するかを測定

する方法の開発に腐心してきた.いわゆる心理テスト，

人格測査の類がそれであって，構成概念の意味内容を具

体的な行動指標に還元して項目化し，そのひとつひとつ

が個人の行動にあてはまるかを，多くの場合数量的に判

断して，その人にその構成概念、があてはまるかどうか判

断しようというものである.

記述と分類という用途においては，構成概念は傾性概

念であってもよい.ただし，傾性概念、によって記述・分

類を行なう場合，その正当性は概念、の還元先である行動

を規定していた先行条件に変化がない限りにおいてしか

保証されない.もし「内向性」を傾性概念と考えれば，

「内向的な人」は観察された場面においてそうであった

だけで，状況要因が変化した他の場面においても「内向

的」であるかどうかはわからないのである. しかしパー

ソナリティ概念に代表されるこの種の構成概念は，多く

の場合理論的構成概念として用いられ，状況要因から独

立に行動パター ン を生み出している実体と対応すると考

えられることが多い. I内向的行動」は内向的な「心」

または「精神」という内的実体によ って生じ，心や精神

は状況要因から独立に行動に影響を与えると考えれば，

状況が変化してもその人は「内向的」であり続けると考

えられる. しかし，パーソナリティ概念をこのように理

論的構成概念として扱うことには大きな疑念があるのだ

が 8 ) この点は後で論ずる.

即 構成概念による行動の予測

心理学における構成概念の用法の第 2 は，それに関連

する行動の予測である.傾性概念であれ，理論的構成概

念であれ，構成概念は相互に関連する一群の行動を抽象

化したものであり，特定の人が特定の構成概念によって

記述されるということは，その人がその構成概念に対応

する一群の行動パターンを示している，ということを意

味している.そして，現にある行動を示している人は，

一定の条件下でその行動を再び行うことが予想される .

つまり，ある構成概念が適用されるような人は，その構

成概念に関連するような行動を，今後行うであろうこと

が予測されるのである.なんらかの心理テストによって

「内向性がある」と記述された人には，今後も「内向的」

な行動ノミターン をとることが予想きれるし，それゆえ心

理テストが適性判断，虞犯少年の発見などに利用される

のである. しかし，構成概念の行動予測力は，それが傾

性概念であるか，理論的構成観念であるかによって異な

る.

傾性概念の場合，現在観察されている行動パターンや

行動の規則性の持続は，観察場面にあって，そうしたノミ

ター γ を生み出しているさまざまな先行条件の持続性に

依存している したがって，傾性概念からそれに関連す

る行動が予測されうるかどうかは，観察場面と予測が必

要となる場面とで，先行条件が同じであるかどうかによっ

て決まる.先行条件は主に行為者の内的要因と状況要因

からなるが，内的要因は場面の変化による変化が比較的

少ないと考えれば，傾性概念の予測力は観察場面と予測

場面との状況要因の一致性によっておよそ定まると考え

てよいだろう. I内向性」を傾性概念と考えた場合，学
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校での行動観察からある子どもが「内向的である」と記 る意味がなくなってしまう.

述されたならば，その学校においてその子が以後も「内

向的」な行動をとることが予測される. しかし予測の

基盤となる「内向性」は先行条件に依存するのだから，

たとえば家庭においてもその子が「内向的J な行動をと

るかどうかは，その子にとって学校という状況と家庭と

いう状況がどれだけ類似しているかにかかっているだろ

う 9) 反対に考えれば，傾性概念による行動予測の精

度を上げるためには，観察場面と予測場面の状況的類似

性を高めればよいわけで，状況の類似性についてなんら

かの指標を得ることができれば，特定の傾性概念、による

特定の場面での行動予測力を推測したり，制御したりす

ることができる.

一方，理論的構成概念、による行動の予測は，状況要因

などの先行要因が変化しても可能である.理論的構成概

念は状況とは独立した(物理的な，あるいは心的な)内

的実体と対応しており ，状況がいかに変化してもその行

動規定力は変化しないから，状況を越えた行動の予測が

可能なのである. I内向性」が理論的構成概念、であるな

らば，学校において観察された「内向性」はその子ども

の「心」の中にある傾向であり，状況から独立と考えら

れるから，学校だけでなく家庭でもその子が「内向的J

な行動を示すことが予測されるのである. しかし，理論

的構成概念の行動予測力を考える時には，やはり状況要

因との関係を考慮しなければならない.理論的構成概念

と結びついた内定要因の行動規定力が強く，どのような

状況の下でもその行動が必ず生じるような場合と，行動

規定力が弱く，状況要因が強い場合にその行動の出現が

阻害され得るような場合とでは，理論的構成概念からの

行動予測力は大きく異なる.たとえばあきらかに生理的

過程である「反射」は非常に行動規定力が強く，多くの

反射はそれを引き起こすような刺激が与えられる限り ，

どのような状況下でも生じる. したがって「反射J とい

う理論的構成概念による行動の予測力は状況要因にあま

り影響されない.

ところが，多 くの心理学的な理論的構成概念はこれほ

ど強い行動規定力を仮定していない.たとえば「欲求J

は確かに人をっき動かすだろうが，さまざまな状況要因

は欲求がそのまま行動につながることを常に阻害しよう

とするだろう.困ったことに，各理論的構成概念のこう

した行動規定力を推測することは非常に困難である.つ

まり，理論的構成概念は状況要因の変化にかかわらず行

動を予測することができるが，その予測力がどのくらい

であるかは，予測してみなければわからないのである.

もちろん，概念が構成された観察場面と予測場面との状

況的類似性を高めれば理論的構成概念による予測力も向

上するだろうが，それではせっかく理論的構成概念であ

つまり，行動予測の普遍性と いう 意味では理論的構成

概念、の方が有利であるが，実際に予測を必要とする場合

には傾性概念、で十分であるし，むしろ傾性概念の方が予

測力を制御しやすい点で有利であるともいえるのである.

ただし，傾性概念と理論的構成概念とを混同して用いた

場合，本来状況要因の変化した場合の予測力が仮定され

ていない概念から， 1J1jの状況での行動をも予測しようと

するといった間違いが生じやすい.とくに，素朴な認識

は人の行動を規定する状況要因を捨象して，その原因を

心的要因に求めやすい傾向があるので注意が必要である 

N 構成概念による行動の説明

心理学における構成概念の用法のうち，最も微妙であ

るのが，行動の説明に構成概念を用いる場合である.こ

こでいう説明とは，観察された行動パターンや行動の規

則性が「なぜ生じているのか」という原因論的説明を指

す.心理学者に限らず，科学者は事象を観察し，記述す

るだけでは飽きたらず，それがなぜ生じるのかという原

因論的説明を求めるし，多 くの科学者は事象の記述や予

測自体も原因の探究によ ってより精密に保証されると考

えている.心理学者が主な研究対象とする人間の行動ノミ

ター γ，行動法則についても， このことはあてはまるだ

ろう.

傾性概念、は，こうした用法からは最初から除外される.

これまでくりかえし述べてきたように，傾性概念は一定

の条件下で観察された行動ノ毛タ ー ンを抽象的に記述して

いるだけで， パタ ー ンの原因についての情報を含まない.

いわば，傾性概念は観察された行動ノ f ターンそのものに

つけたラベルに過ぎないのである. したがって，傾性概

念からそれによって記述された行動パターンを原因論的

に説明しようとすれば， トートロジー(同義反復，循環

論)に陥る.先にあげた傾性概念としての「条件づけ」

概念の例でいえば， Iオ ペラン卜行動に強化刺激を与え

たらその行動の頻度が増えたのは，条件づけが生じてい

るからだ」という説明は一見もっともらしいが，実際に

は何も説明しておらず，無意味なのである ll)

原因論的説明に用いることのできる構成概念は，理論

的構成概念である.理論的構成概念は観察された行動パ

ターンに還元されない剰余意味をも っているから，それ

から行動パターンを説明することは， 少なくとも 卜ー卜

ロジーにはならない.それだけでなく， 理論的構成概念

がもっ剰余意味は，多 くの場合そうした行動パターンを

規定する，状況から独立の内的要因と関係しており，そ

の意味でも原因論的説明に用いるのに適当である.理論

的構成概念としての「内向性」は人間内部の心的実体
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( I心」や「精神 J )と対応しており，彼の「心」が

「内向的」な傾向を帯びていることが，彼の行動に影響

して，内向的な行動をとらせるものと考えられる.この

場合，心的な「内向性」は内向的な行動ノミターンに時間

的にも因果的にも先行すると考えられるから， I内向性」

という構成概念から内向的な行動パターンを説明するこ

とには何の問題もないであろう. I欲求」や「動因」な

ど，行動に先行する内的過程あるいは内的エネルギーと

結びついた構成概念は理論的構成概念であり， これらの

概念からそれと関連する行動を原因論的に説明すること

ができる.

このように，構成概念からそれと関連する行動を原因

論的に説明するためには，その概念が観察に還元できな

い剰余意味をもった理論的構成概念であることが必要で

あり，観察に還元されてしまう傾性概念による行動の説

明はトートロジーになる. したがって，ある構成概念か

ら行動を原因論的に説明しようとするなら，その概念に

観察に還元できない剰余意味があることが保証されてい

なければならない. 

V 理論的構成概念の剰余意味の保証

ある構成概念、の剰余意味を明らかにし，それを理論的

構成概念として用いようとする場合，もっとも有効なの

はそれを人の内部にあるなんらかの実体(過程，エネル

ギーなど)と関連づけることである.生理的反応や筋肉

運動などに関する構成概念の場合，それは比較的容易で

ある.観察された反応パターンを生み出す生体内部の機

構を解剖学的あるいは生理学的な方法で明 らかにし，概

念をそれと結びつければ，構成概念は観察された反応バ

ター γ には還元されない意味をもつようになり，反応の

原因論的説明に用いることができる. しかし，多くの心

理学的構成概念においてそうした方法で剰余意味を見出

すことは困難である.たとえばさまざまな「欲求」や

「動機づけ」の源泉の所在を明らかにし，その過程を解

剖学的に明らかにすることは，本能的な一次的欲求であ

ればともかく， I親和欲求」など社会的欲求ではかなり

難しいだろう.ましてや「内向性」や「劣等感」などと

いった心的概念の源泉を解剖学的に明らかにすることは

できそうにない.心は物理的な意味での実体ではないか

らである 12)

したがって，心理学的構成概念、の多くは理論的に内的

過程と結び付けられていることだけを根拠に，理論的構

成概念として用いられている.ハルは学習を説明するた

めに用いた数多くの構成概念をやはり理論的に生理的過

程と結びつけることによって，それらの概念を理論的構

成概念として用いたしアイゼンクをはじめとする多く

のパーソナリティ理論家も，行動の観察から導かれたパー

ソナリティ概念を理論的に内的過程と結びつけて，それ

を行動の原因論的説明に用いようとしている. しかし

こうした心的概念と内的過程との結びつきは，どれも理

論的に(多くの場合は恋意的に)仮定されているだけで

あり，実証的な根拠によ って保証されていることはまず

ない. 

VI 行動の通状況的一貫性と観察されない状況要因

心的概念、が内的過程との対応がないまま理論的構成概

念として用いられる場合，その剰余意味の根拠としてよ

く用いられるのは，その構成概念が記述する行動パター

ンの通状況的一貫性である.もしその概念、が傾性概念に

すぎなければ，そこで記述された行動パターンは状況要

因などの先行条件の変化に応じて変容し，通状況的な一

貫性はもたないであろう. しかし， もしその概念が理論

的構成概念であれば，それによって記述される行動バター

ソは状況要因とは独立の内的過程によって規定されてい

るのだから，状況が変化しても一貫して観察されるであ

ろう.多くのパー ソナリティ概念、が理論的構成概念とし

て状況を越えた行動予測や行動の原因論的説明に用いら

れるのは，人の性格が状況要因によって変化せず，一貫

していると考えられているからである 13)

しかし，こうした論理には欠点がある.行動パターン

がある特定の状況要因の持続性によって維持されている

場合に，観察者がその状況要因を観察できなかったり，

あるいは観察しなかった場合，他の状況要因の変化と行

動パターンの一貫性だけが観察されて，あたかも行動パ

ターンが状況を越えて一貫しているように見えてしまう

のである.この場合， こうした行動パターンを記述した

構成概念は傾性概念に過ぎないのに，理論的構成概念と

して扱われる.とくに，観察者の側にその概念、を理論的

構成概念、として考える構えがある時に，こうした過ちが

起こりやすい.そこに存在するすべての状況要因を観察

することが実質的に不可能である以上，関連する行動の

通状況的一貫性から理論的構成概念、の剰余意味を確認し

ようとする論理は，この「観察きれない状況要因」の問

題から自由になれないのである. 

VII 理論的構成概念、と時間的パースペクティブ

一方，全く同じ状況において複数の個人を観察した時

にその行動パターンが異なっている場合，その個人差

は観察内容に完全に還元できないし，個人差は状況要因

以外の要因，つまり行為者の内的要因によって規定され

ていると考えられるから，それを記述した構成概念、は理

論的構成概念、として用いられる 14) パーソナリティ概

念、の構成にはこうした同一状況における行動の個人差の

観察が寄与することが多いことも，パー ソナリティ概念
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が理論的構成概念として用いられる根拠のひとつである.

しかし， こうした論理は思考の時間的ノミースペクティブ

を観察時点だけに限定した場合においてのみ有効である.

時間的パース ペク ティブを過去にまで広げると，観察さ

れた個人差を観察に還元できる可能性がでてくる.同じ

状況での行動の個人差は，それと類似した状況での過去

経験の違いに起因しているかもしれないと考えれば，そ

うした個人差は過去の状況要因という観察可能な外的要

因に還元することができ，個人差を記述する概念は傾性

概念となる.逆に，観察のパースペクティブを無理やり

狭くすれば，傾性概念、だったものを理論的構成概念、にす

ることもできる.たとえば「条件づけ」の例で，条件づ

けが成立した直後だけに観察を限り，そこから見たら過

去である条件づけ過程を意識的に無視した上で，条件づ

けた個体と条件づけていない個体とを同時に同じ状況下

で観察すれば，同ーの状況下で行動の個体差を観察する

ことができる.そして，本来観察可能な要因に還元でき

ていたその個体差は，観察可能な要因には還元できなく

なるのである. I欲求」や「動機づけ」といった心理学

的概念のある部分は， こうした観察ノミースペクティブの

恋意的な限定によって理論的構成概念、に仕立て上げられ

ている可能性がある.ある構成概念を理論的構成概念と

して用いる時には，研究者による恋意的な時間の切り取

りが生じているのである.行動をとりまく時間の流れが，

本来は連続的なものであることはいうまでもなく，それ

を書、意的に切り取ることは決して奨励できることではな

いだろう.

もちろん，過去の経験とか，過去の状況要因は現前し

ないから観察することはできない. しかし，だからといっ

てそれらの存在を意識的にせよ，無意識的にせよ無視し

て個人差概念を内的過程と対応する理論的構成概念とし

て状況を越えた行動予測や行動の説明に用いた場合，個

人差を実際に生み出してきた重要な要因を見落す可能性

がある.この点で，ある概念を傾性概念として用いるか，

理論的構成概念、として用いるかは，研究者の時間的パー

スペクティプによって怒意的に選択可能であるともいえ

る.傾性概念として用いるなら，状況を越えた行動予測

や行動の原因論的説明はできなくなるが，行動のありか

たを広い時間的ノミ スペクティブからとらえることがで

きるし，理論的構成概念として用いるなら，行動予測や

説明の可能性は広がるが，理論的思考の時間的パースペ

クティブは狭くなるであろ う.同時に，心理学者が人の

行動を構成概念、を用いて説明しようとする時には，大な

り小なり時聞を恋意的に切り取って しま っているのだ と

いうことも，常に意識されるべきである. 

vm まとめ

これまで検討してきたように，人間行動の理解に構成

概念を用いる場合，状況を越えた行動予測や行動の原因

論的説明といった高度な用途が求められるなら，それは

観察に還元きれない理論的構成概念でなければならない.

しかし，とくに心的・精神的過程との対応によって剰余

意味が仮定されるような構成概念では，剰余意味を保証

する手続きに大きな問題点が見られる.そうした問題点

がもっとも浮き彫りになったのが，パーソナリティ概念

をめぐる論争である 15) 論争はノミーソナリティ測査の

行動予測力をめぐる議論から始まったが，結果としてそ

れまで仮定されていたパーソナリティ概念に関連する行

動の通状況的一貫性をめぐる「一貫性論争」に発展した.

それまで自明のものと考えられてきたノ f ーソナリティ概

念の理論的構成概念としての地位が疑問視され，それま

で等閑視されていた個人差への状況要因の影響が認識さ

れるようになった.その結果，現在ではパーソナリティ

は従来のように行動に因果的影響を与える内的要因と考

えられるよりも，内的要因と状況要因の相互作用の結果

生み出される行動パターンそのものと考えられるように

なった 16) つまり，パーソナリティ概念は理論的構成

概念ではなく，傾性概念であることがわかってきたので

ある.同様の理論的変換は，今後「欲求」や「動機づけ」

といった多くの心理学的概念についても生じてくると予

想される.

たしかに行動を記述したり，そこから個体を分類した

りとしづ構成概念本来の控え目な用法に限っては，それ

が傾性概念であるか理論的構成概念であるかということ

は重要ではない. しかし行動の予測や説明という高度

な用途においては，用いる構成概念の性質を良く理解し，

傾性概念と理論的構成概念を区別して用いることが要求

される.この区別を欠いた場合，行動の理解は無意味な

トートロジーや誤った予測などによって妨害されるので

ある.心理学でよく用いられる質問紙法調査や質問紙式

の心理テスト法で得られる結果は，さまざまな工夫で行

動を記述しているに過ぎないしそれらが導き出す概念

が傾性概念であるか理論的構成概念であるかは多くの場

合全く検討されていない. しかし認知主義的志向が流行

している現在の心理学では，質問紙法で得られたデータ

や，単純な行動観察データが，何の検討もなく内的な

「認知過程」の要素として扱われている例が数多く見ら

れる.また， I内発的動機づけ」など，特定の条件下に

おける行動バターソを抽象化したにすぎない概念が理論

的構成概念とし℃吸われ，一人歩きしてし、る例は枚挙に

暇がない.こうした混乱は結果として無意味な言説，無

意味な研究を生み出すだけだが，混乱の原因はすべて構
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成概念、の性質と用法に対する無関心にあるといえるだろ

う.

先にも述べたように，他の科学者と同様，心理学者は

観察した事象を原因論的に説明することに大きな魅力を

感じ，その実現を急ぐ.彼らが傾性概念に過ぎないもの

を理論的構成概念と間違えて用い，無意味な説明に陥り

やすいのも，原因論的説明の魅カの故であろう. しかし，

心理学が用いる構成概念のうち，理論的構成概念、である

ことが明確に保証されるものはほとんどない. たしかに，

一定の条件がクリアされていれば，ある構成概念、を傾性

概念、として用いるか，理論的構成概念として用いるかは

研究者の恋意に任されてもよいだろう.とはいえ，観察

されない状況要因の問題や時間的パースペクティブの問

題など，理論的構成概念としての用法にまつわる問題点

を意識することは常に重要である.
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Abstract Psychological usage of constructs and its methodological limitations were 

discussed. Any psychological construct can be classified in to disposition -concept 

and theoretical construct with its implications , reducibility into observations of 

behavioral patterns , or existence of surplus meanings. In describing behavioral 

patterns and classifying individuals , disposition concepts and theoretical constructs 

are equally usable , but cross-situational predictions and causal explanations of 

behavior are permitted only in theoretical constructs. Although most theoretical 

constructs in psychology prove their surplus meanings by corresponding themselves 

with human inner process , their correspondences are hardly confirmed with 

empirical methods. 
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