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そこに何がある？⼼理学のこれまでの曖昧な構成概念 
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0. アブスト（直訳） 

本研究では、⼼理学や関連諸科学の⾔説における構成概念の使⽤法を広い観点で探求する。まず、「構成
概念」という概念の起源と発展の略史を説明する。次に、過去と現在の「構成概念」の定義や使⽤法を説
明し、これらの使⽤法の概念的な含意を引き出すことを試みる。最後に、⼼理学における「構成概念」の
使⽤を取り巻くいくつかの核⼼的な概念的混乱を強調し、明らかにしようとする。 

 

0.1 全体の流れ 

（１） 過去 60 年ほどの「構成概念」という概念の略史（起源と展開）を紹介 

（２） 構成概念の定義や使⽤法を紹介し，それが意味していることを解明 

（３） 構成概念につきまとっている概念的混乱を整理 

 

0.2 本研究の⽬指していること（何が主張したいのか） 

（１） 構成概念の問題は複雑なので，実証的研究から何かを⾔う，というよりも概念的研究が必要 

（２） ⼼理学的構成概念はどの程度有意義なのかを議論する概略的な根拠の提供（の試み） 

 

0.3 結論から⾔うと 

「構成概念」は登場初期から混乱→ 2 つに⼤別可 

｜実在する何か（科学的実在論に沿った考え⽅） 

a) 実在するが観察できない対象 

｜理論的な構成物（実証主義に沿った考え⽅） 

b) 観測対象の潜在的な⼤きな集合を要約し，研究者コミュニティ内のメンバー同⼠でのコミュニケー
ションを容易にするための機能を果たす理論的直観（ヒューリスティック） 

c) 焦点となっている現象（＝研究対象）についての知識群の現状 

混乱のもとは以下の 2 つとの関係 

｜観察不可能性（観察可能性） 

｜知識群（accumulation of knowledge） 

解きほぐすと 

➡ 構成概念は理論的概念の⼀つ 

（それ以上でも以下でもない） 

 

※ [  ]は作成者が追加した⽂⾔ 

  
図 1. c)のイメージ（村⼭，2012 より引⽤） 
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1. 「構成概念」という概念の略史 

構成概念：ある現象（群）に関して定式化された（＝構成された）（⼀連の）⾒解 

｜Pearson（1892／2007）や Russell（1918／2007）の⾒解はこれと⼀致 

｜「可能な限り，推論された実体の代わりに論理的構成を⽤いるべきである」（Russell, 1918, p.148） 

 

20 世紀初頭〜半ばの科学哲学：科学における理論的構成概念の役割に関する議論が盛り上がる 

（Keat & Urry, 1975; Lewis, 1970; Norris, 1983; Putnam, 1998; Slaney, 2001） 

｜⼼理学も同じ（see Lovaz & Slaney, this issue） 

→ ⽴場は 2 つ 

｜実証主義的な路線に沿って理論的構成概念は「虚構」であると主張する⽴場 

｜科学的実在論の動きに沿う⽴場 

 

⼼理学的構成概念の性質に関する議論の背景：トールマンとハルによる介⼊変数 intervening variables1 

｜トールマン：独⽴変数と従属変数をつなぐ関数（Tholman, 1938） 

｜ハル：外部刺激と⾏動反応間を媒介する観察不可能な状態を表す「象徴的な構成概念」 

→ 何らかの認識論的価値を持つためには，観察可能な先⾏条件と結果の状態や事象の関数の点から厳密に
定義されなければならないという点で両者の⾒解は⼀致 

 

MacCorqudal と Meehl（1948）：「抽象的な」理論的概念と「仮説的な」理論的概念を区別する⽤語の提案 

｜介⼊変数：初期トールマン的な概念（観測変数の関数の観点で厳密に定義された概念） 

｜仮説的構成体 hypothetical construct：実在するが現在は観測不可能な仮説的な実体（プロセスなど） 

→ 仮説的構成体は⼼理学内外で⽐較的早く定着 

 

その 6 年後に構成概念妥当性が紹介される 

（APA, 1954，Technical recommendations for psychological test and diagnostic techniques） 

｜「構成概念」の明確な定義はなし，ただし 2 つの［両⽴しない?］意味が含意 

｜テストパフォーマンスに反映される「特性あるいは特質」（e.g., pp.13-14） 

｜観測変数の集合を要約するために使⽤される「理論的な構成物」（e.g., pp.15） 

その 1 年後に正式に構成概念が紹介される（Cronbach & Meehl, 1955，Construct validity in psychological tests） 

｜構成概念：「テストパフォーマンスに反映されると想定され，⼈間のある仮定された属性」および「テス
トを解釈する際に我々が⾔及する属性」（p.283） 

｜構成概念妥当性：「測定される特質を定義する際に完全に適切であると認められる内容の基準や集合
universe がないときに」関連するもの（p.282） 

→ 構成概念＝「⺟集団内において異なる［⼈によって異なる］けれども個⼈が「所有し」，特定の⾏動に
特定の⽅法で関連していると考えられる特定の「属性」や「性質」」（pp.283-284） 

 

Cronbach & Meehl（1955）：構成概念という概念の上記以外のその他の意味を暗⽰ 
 

1 最終的には両者とも同じような形で介⼊変数を特徴づけるようになった。「観測変数の関数として定義されるものの，観察
可能な⾏動の観察不可能な（⽣物学的，神経細胞的，または認知的な）原因／相関物を⽰す理論的概念」（Hull, 1943, 
Tolman, 1949） 
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｜最初に明確化されたとき，あるいは，測定の⽬標が厳密にまたは主に実利的であるとき，「帰納的要約
inductive summaries」として考えることができる（観測不可能な，あるいは，⾼次の理論的概念に⾔及す
る必要はない） 

｜本質的に概念であることも⽰唆（⼈々によって所有された「属性」や「量」であると述べているにも関
わらず） 

 例）法則定⽴的ネットワーク（＝理論群）の中で⽣じている［図 1 参照］ 

→ 構成概念の意味を特定することの難しさを関連する⾃然法則の「不完全な知識 incomplete knowledge」
に帰結させ，その結果，それらの構成概念にある程度の「曖昧さ」が⽣じる，と主張（p.294） 

 

その後，数⼗年の間に，構成概念妥当性理論は何回も批判・検討されてきた 

｜技術的勧告の改訂：構成概念妥当性＝妥当性になると期待されている［なりました］ 

 

2. 構成概念という概念の意味 

初期から曖昧 

｜Loevinger（1957）による Cronbach and Meehl（1955）への批判：「特性」≠「構成概念」 

｜Messick（1981）：より広く構成概念を捉えるべき（「特性」の多様さを反映しているかもしれないけど） 

｜Embretson（1983）：構成概念をより広く捉えよう 

 

構成概念への考え⽅は Cronbach and Meehl（1955）ですでに現れていた 3 つの意味を⽰している 

a) ⼼理学研究において研究される実在するが観察できない対象 

b) 観測対象の潜在的な⼤きな集合を要約し，研究者コミュニティ内のメンバー同⼠でのコミュニケーシ
ョンを容易にするための機能を果たす理論的直観（ヒューリスティック） 

c) 焦点となっている現象（＝研究対象）についての知識群の現状 

 

「構成概念」に対する現代の⽤法は，これらの意味のうちの⼀つあるいは複数のものと⼀致 

 

構成概念は同⾳異義語である可能性もあるけれども，そうではない可能性が⾼い 

→ むしろ，「構成概念」という概念はいい加減なものになってしまっている可能性が⾼い 

｜概念とその表現⽅法，概念が表すことを意図している現象との区別をしてこなかったことによる 

→ その源泉として，観察可能性（観察不可能性）という考え⽅，構成概念に関係する知識群という考え⽅
に対する⾒解の相違 

 

2.1 構成概念と観察不可能性 

構成概念との関係において観察不可能性が⽰す複数の意味［2×2 の 4 つの意味で考えた⽅がいいかも？］ 

(1) ⼼理学的構成概念とは，我々が知識を欲している，実在する（あるいは実在する可能性がある）が現在
は観察不可能な理論的実体（プロセスなど）の集合を表すために使われる理論的概念［観察不可能性
（現在）を理論的実体に帰属］ 例）ダークマーター，素粒⼦，神経構造，ニューロン亜綱 

※ 観察不可能性を構成概念そのものに帰属（Maraun, 2003; Maraun, Slaney, & Gabriel, 2009; Slaney, in press; 

Slaney & Racine, コメントへの返答）させることが多い 

→ 「構成概念」は，存在すると仮定されている実体についての理論的命題を科学者が明確にして検証する
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ことを可能にし，潜在的に観察可能な結果である因果関係を調査することを可能にする点で有⽤ 

→ ただし，ある理論的実体の存在についての仮説（効果など）は，対象となる理論的実体を表す何らかの
⼿段が必要で，構成概念がその役割を果たす 

(2) 構成概念によって指⽰された理論的「実体」は原理的に観察不可能 

→いわゆる⼼理学的「特性」に関する⼀般的な考え⽅と⼀致 

 ：永続する傾向的性質あるいは個⼈の⼀連の性質を⽰し，それらの性質⾃体は直接的に観察できないけ
れど，観察可能な⾏動に表れると仮定 

→ 「不安」「抑うつ」など，真の性質は今はまだわからないけれど，神経⼼理学や⽣物⼼理学の発展によ
ってその構成概念が意味することが明らかになるというように，⽣物学的／神経学的機能に根ざした
傾向性（特性を）を考えるなら，原理的に観察不可能は現在は観察不可能という意味になると考える
⼈も［観察不可能性（現在）を構成概念に帰属］ 

(3) 構成概念が原理的に観察不可能←「構成 construction」であることによる 

 ：⼼理学的性質が備わる現象の研究に関⼼がある科学者の産物（理論，推論，直観の要約，その他の概
念的抽象化） 

→ 構成概念⾃体が⾔説的であり，実際には対象となっている⼼理学的現実のすべての側⾯についての⼼理
学者（あるいは，普通の⼈々）の理解の外部にある何かを指すことはない 

 

2.2 構成概念と知識 knowledge 

構成概念と知識との関係 

a) 構成概念は，⼼理学的実在に関する特徴あるいは⼀連の関連する特徴について，我々が現在知っている
こと［＝知識］を要約したもの＝現在の理論や実証研究群が，当の現象やその現象とその他の現象との
関係について⾔及している事柄 

→ 構成概念は，研究対象となっている理論的実体（プロセスなど）の存在や性質についての，理論的・経
験的知⾒の蓄積に基づく，現時点での「最良の推論」を表す 

b) 構成概念は我々が知識を求める⼼理学的実体という対象そのもの 

→ 構成概念⾃体が知ることが望まれる理論的実体 

 

いずれの関係にせよ，構成概念は科学が進展するにつれて徐々に「事実」で「満たされる」「知識の容器
containers of knowledge」として扱われている 

→ この観点では，構成概念はある意味で経験的な領域に属している←経験的に検証された理論的命題群に
還元されるため 

 

3. 概念的混乱を整理する 

構成概念と観察不可能性，構成概念と知識というそれぞれの関連が混乱しているので，構成概念とそれが
表現しようとしている現象との間の線引きが曖昧になるという事態が⽣じている 

 

「構成概念」という概念に備わる⼆重の役割：理論的概念 ― 理論的実体 

→ それは問題なのか？我々は構成概念（あるいは観察不可能，あるいは，構成概念についての知識）とは
何かについて知っているのでは？ 

→ そうかもしれないし，そうではないかもしれない 
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→ 実際に⽣じている理論的概念と理論的実体を同等視するという実践は，現在使われている理論的概念
［＝構成概念］の概念的混乱を助⻑している 

 

3.1 すべての構成概念は「観測不可能」ではないのか？Aren’t all constructs “unobservable”? 

構成概念＝理論的概念 

→ 理論的概念は⾔語から構成されているということに注意 

→ 多くの表現形式をもつ（書き⾔葉，話し⾔葉，それらの組み合わせ，ルールに基づく記号，など） 

→ ⼈間の認識に依存しない対象・事象に関係するかもしれないし，それらは観測可能かもしれないし，
不可能かもしれない。あるいは，抽象的な（抽象化の程度は異なる）性質の概念であるかもしれない。 

 

【要点】理論的概念は様々な種類があり，その意味や使⽤は多岐にわたる 

→ しかし，概念とその表現形式は⾔語から構成されている（それ以外の何かから構成されているのではな
い） 

→ 構成概念の使⽤は公的な規準や伝統に従う（ただし，この規準や伝統にある程度の不⼀致があることは
ある） 

→ 概念（理論的概念を含む）は形⽽上学的な意味で先験的であるということではなく，特定の理論的対象・
事象について話したり，推測したりするためには，正しい使⽤の規準が存在する（理論的）概念によ
ってすでに表現されていなければならないということ 

 

(1) 「構成概念」は，概念とその概念が表すもの［＝指⽰対象］の両⽅であるということは不可能 

｜構成概念＝研究する対象・事象と考えるのはカテゴリーエラー 

※ ⼀部例外はあるけれども（電気活性ポリマー，ナノ粒⼦など） 

→ 構成概念は概念，研究対象である⼼理学的現実 psychological reality の特徴を表すために使⽤される 

(2) 概念としての構成概念は，観察不可能性（観察可能性）を帰属するようなものではない 

｜構成概念が「観察不可能」であると考えることはカテゴリーエラー 

  → 観測不可能であるということができるのはせいぜい指⽰対象 

※ すべての指⽰対象がそうではない 

→ 構成概念は観察可能でも，観察不可能でもない（概念が観察不可能であるというのは，観察可能性とい
うものが概念に帰属されるようなものではないということを意味しているだけ） 

 

3.2 構成概念に関して我々は何を「知っている」のか？ 

「知識」（とそれに関連する⽤語）は様々な観点から使⽤される 

例） 

√2 は無理数で 2 つの整数の分数で表現できないことを「知っている」 

2010 年のヨーロッパ⽕⼭の噴⽕がヨーロッパの空域に⼤混乱をもたらし，多くの⼈々が⻑期間にわたっ
て不便を強いられたことを知っている 

⼀連のルールに基づく実践が「ホッケー」と⾔われるものを構成することを理解したので，「ホッケー」
というゲームが何であるかを「知っている」 

→ これら（「知っている」や「知識」）の表現と類似した表現の異なる意味（＝使⽤）の間の関係はかなり
微妙な違い 



 6 

→ 知の主張 claims to knowledge は異なる意味で「現実」と結びついていて，真偽の判断は異なる根拠で守
ることが可能（実証的，概念的，その組み合わせ） 

→ 知の主張 knowledge claims は様々な形をとり，それゆえ科学的⾔説の中で様々な役割を果たしている 

｜本論⽂にとっての疑問：構成概念についての知の主張は賢明 sensible なのか？ 

 

構成概念の 2 つの意味 

a) 観察された関係を要約したり，ある理論的実体に関連する複雑な理論的・経験的法則を抽象化したりす
る，ヒューリスティックな機能を果たす抽象概念 

→ 構成概念はある現象群について知られていることを統合した概念的なカテゴリーを提供することで，知
識を「含む」と考えられている 

b) 私たちが知識を欲しているが，私たちの知識が限定的な，現実の理論的実体 

 

(1) a)かつ b)ということはありえない 

→ 構成概念がその指⽰対象と混同されている＝カテゴリーエラー 

(2) 構成概念（やその他の概念）は，知識の「容器」ではない。むしろ，ある現象や出来事の状態について
の我々の知識や，その他の概念や⼀連の概念に対する我々の理解を表現するために⾔語から構成され
るもの 

(3) 所与の構成概念に関係するものは様々なで，現実との結びつき⽅も様々 

例）「統合失調感情型パーソナリティ障害」と「統合失調遺伝⼦」は現実の異なる側⾯を表現 

  前者の診断基準を知っているということは，後者の存在を仮定することとは違う 

 

4. 結論 

ふだんはこんなことを考えなくてもよい 

例）"リンゴはおいしいだけでなく、お菓⼦を⾷べるのに代わる健康的な代替品でもある"ということは、
ʻりんごʼによって我々は当の果物の集合を⽰す概念を意味していると明⽰する必要はない。 

 

しかし，理論的概念（構成概念を含む）ではそうはいかない 

→ うまく機能していないから 

 

構成概念はあまりにも⾊々な意味に使われるので，たとえ整理できたとしても，それらが役に⽴つものに
なるのかどうかはわからない 

 

ただし，以下のことは主張したい 

（１） 構成概念の問題は複雑なので，実証的研究から何かを⾔う，というよりも概念的研究が必要 

（２） ⼼理学的構成概念はどの程度有意義なのかを議論する概略的な根拠の提供（の試み） 

 


