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New Ideas in Psychology, 31(1), 1-3. 

 

0. 前置き（というか宣伝） 
本レジュメは，New Ideas in Psychology誌での特集「構成概念の定義と解釈について：存在論的制約と認
識論的制約」（2013年）のエディトリアルです。 

今後この特集の勉強会も開催する予定です。報告者を募っていますので，ご興味のある⽅は仲嶺までご
連絡ください。 

 

【⽬次】 

（１） What’s in a name? Psychology’s ever evasive construct（この後，発表します） 

（２） Constructs, inferences, and mental measurement 

（３） What makes a hypothetical construct “hypothetical”? Tracing the origins and uses of the ‘hypothetical construct’ 
concept in psychological science 

（４） Illegitimate concept equating in the partial fusion of construct validation theory and latent variable modeling 

（５） Deconstructing the construct: A network perspective on psychological phenomena 

（６） Reflective measurement models, behavior domains, and common causes 

（７） Statisticism in personality psychologists’ use of trait constructs: What is it? How was it contracted? Is there a 
cure? 

 

 

 

This article provides an introduction and overview to the special issue, “On defining and interpreting constructs: 

Ontological and epistemological constraints.” We discuss the motivation for this collection, consider the importance of 

the construct concept, and describe and group the various contributions. 

本論⽂では，特集号「構成概念の定義と解釈について：存在論的制約と認識論的制約」の紹介と概要を述
べる。特集の動機を⽰し，構成概念という概念の重要性を考察し，各寄稿論⽂を記述・グループ化する。 

 

⼼理学的構成概念 psychological construct 

｜20世紀後半以降，⼼理学的研究の中⼼的役割，⽅法論としても定着 

｜ただし，「⼼」と同じと考えることは功罪ある 

 

本特集で扱う（議論する）範囲 

｜構成概念という概念そのもの 

｜⼼理学研究に⾒られる構成概念の使われ⽅ 

｜意⾒が⼀致するところもある⼀⽅，⼤きな相違点もある 
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1. なぜ‘構成概念’について特集するのか？Why a special issue on ‘Construct’? 

【⽬的】 

｜⼼理学的構成概念に関する歴史、哲学、理論のあらゆる側⾯を探究する場を提供すること 

｜構成概念に対する解釈や、構成概念に基づいて⾏われる解釈に根拠を与えるだけでなく、それらを制約
する存在論的、認識論的、⽅法論的側⾯を検討すること 

 

⼼理学において使われる「構成概念」 

｜統⼀的な説明がない 

｜何を指すのかが必ずしも明確ではない 

→ 前者はそれ⾃体は問題ではない。どのように「構成概念」が使われているのか，他の使われ⽅とどの
ような類似点や相違点があるのかという，それぞれの関係のネットワークが把握されている限りはむしろ
望ましい可能性。 

→ 後者は，良く⾔って，混乱の種，悪く⾔えば，概念的な無秩序。 

 

構成概念の使われ⽅（定義）：複雑化 

｜仮説的実体としての構成概念 

→ 観察された測定の根底にある観測不可能な理論的実体，操作的定義を超えてある程度の「剰余意
味」が存在 

｜（⼀連の観察された操作に対する）直観的要約 heuristic-summariesとしての構成概念 

→ 観察されたものに加えて何かが存在するとはいえない，⼤規模なデータセットからの抽象化の産物 

⇒ 存在論的な⽴場が全く異なる 

 

本特集の焦点： 

構成概念に対する⾒解が，認識論的・⽅法論的な論点によってどの程度まで根拠を与えられるか，あるい
は制約されているか？ 

存在論的、認識論的、⽅法論的な次元での相互作⽤が、構成概念という概念をめぐる現在の曖昧さを⽣み
出す上で、どのような役割を果たしているか？ 

 

2. 寄稿論⽂の概観 Overview of contributions 

（１） What’s in a name? Psychology’s ever evasive construct（この後，発表します） 

⼼理学および関連科学における構成概念という概念の使⽤について検討 

｜「構成概念」という概念の起源や発展の⼩史 

｜最近の研究における「構成概念」の定義や使⽤法について→ここにどういう概念的含意があるか 

⼼理学における「構成概念」の使⽤を取り巻く中核的な概念的混乱とは？その治療法とは？ 

結論として 

｜「構成概念」に関連する問題は複雑なので，より慎重な概念の研究を⾏う必要がある 

 

（２） Constructs, inferences, and mental measurement 
構成概念の役割は誤解されているという主張 

｜物理学，化学，⽣物学では「構成概念」は現れない。理論的概念はある。 
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｜⼼理学（者）が別の単語で表現しているわけではない 

構成概念という概念：⽋陥がある＋論理実証主義的＋⼼理学における機能が不明瞭 

検討対象：構成概念という概念の歴史と論理，理論的概念と観察可能な概念の間の関係，“精神的測定の神
話” 

結論として 

｜科学における理論化（理論＝関連する現象から最もよく推論されることを要する）が，神話を解きほぐ
し，理論的概念と説明されるべき現象を関連づける可能性がある 

 

（３） What makes a hypothetical construct “hypothetical”? Tracing the origins and uses of the ‘hypothetical construct’ 
concept in psychological science 

「仮説的構成概念 hypothetical construct」という考え⽅に焦点 

｜ʻ仮説的構成概念ʼの存在論的・認識論的前提条件は？ 

→ 「仮説的構成概念」という表現の起源と，⼼理学における使⽤法を検討 

→ 「仮説的構成概念」は直接観察されないプロセスや実体に⾔及する理論的概念であり，介⼊変数
intervening variablesではない（MacCorquodale & Meehl, 1948）という提案の批判的検討 
※ 仮説的構成概念と介⼊変数の違いは岩原（1956）「⼼理学における構成概念」が参考になると思います。 

→ 仮説的構成概念は「仮説的なもの」ではなく，「実体あるいは実体の集合 class」という実在で，他の
どの概念よりも意味的に「開かれて」いない 

 

（４） Illegitimate concept equating in the partial fusion of construct validation theory and latent variable modeling 
構成概念妥当性理論と潜在変数モデリングとの間の概念的なつながりを検討 

← 様々な概念（仮説的変数，構成概念，因⼦，潜在変数，概念，観察不能，測定不能）を同等視する実践
を批判するため 

｜同等視の源泉への批判，同等視への構造的説明 

社会科学や⾏動科学に構成概念が存在する理由 

｜概念／指⽰対象という科学における基本的な区別を消し去ったことの帰結 

→ 「概念と指⽰対象」によって，構成概念がなくても⼼理学はうまくやっていける 
（仲嶺注：概念と指⽰対象という考え⽅を⼼理学に取り戻せば，構成概念という考え⽅は不要という意味かと解釈しました） 

 

（５） Deconstructing the construct: A network perspective on psychological phenomena 
構成概念のネットワーク的観点の擁護 ←  構成概念は，潜在変数，あるいは，帰納的要約ではない 

｜2つの測定システムの代替案：属性を因果的に結合した観測変数のシステムとして概念化されるもの 

｜反映的な測定システム：測定された属性が観測変数の共通の原因として概念化されるもの 

｜形成的な測定システム：測定された属性が観測変数の共通の結果として概念化されるもの 

例）うつ病：「睡眠不⾜」や「疲労」のような症状の根底にある潜在的な変数（反映的な測定システム）で
はなく、これらの症状から構築された複合体（形成的な測定システム）でもなく、症状そのものの間の因
果関係のシステム（構成概念のネットワーク的観点） 

 

（６） Reflective measurement models, behavior domains, and common causes 
テスト項⽬を共通の原因の結果とみなす測定の因果的理論と、テスト項⽬への応答を共通の領域からサン
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プリングされた⾏動とみなす⾏動領域理論とを対⽐ 

｜潜在変数が領域得点や，項⽬得点の共通原因を同時に構成できるかどうかという問題を議論 

→ 2つの理論の調和を試みる 

 

（７） Statisticism in personality psychologists’ use of trait constructs: What is it? How was it contracted? Is there a 
cure? 

「統計主義」＝⼈間の⼼理的な機能や⾏動の「合法性」を明らかにするために、統計的な概念や⽅法への
本質的な盲信に基づいた⼼理学の考え⽅ 

｜20世紀の主流のパーソナリティ研究者にどのように影響を与えてきたか？ 

｜その導⼊に伴う問題にどのように対処してきたか？ 

「頻出主義」 vs 「主観主義」 

｜⺟集団レベルの統計的知識の性質と、そのような⺟集団を構成する個⼈についての主張を⾏うことの複
雑さについての⾒⽅の相違 

→ パーソナリティ⼼理学がこれら 2つの伝統のどちらにも従わない統計的解釈に頼ってきた 

→ 概念分析の軽視がこのような状態を助⻑している 

 

3. 今後の展望 Future directions 

ʻ構成概念ʼは基本的には問題のないものなのか？（あるいは少なくとも何かしらの対応をすることで利⽤
可能な概念なのか？） 

それとも現代のフロジストン？ 

→ 確かな答えは難しい 

 

編者⽈く 

「私たちはこの特集の論⽂が「構成概念」という概念への関⼼を⾼め、この概念の様々な、そして重なり
のない使い⽅に注意を向けるきっかけになることを願っている。そして、そこから⽣産的な対話が⽣まれ
ると信じている。この特集をまとめたいという私たちの願いを踏まえるならば、私たちは⼼理学がその概
念的基盤をより注意深く精査することから恩恵を受けることも確信している。この特集号の読者の皆様に
は、この特集に掲載されている論⽂が、ご⾃⾝の特定の専⾨分野にどのような関連性があるのかを探って
いただきたいと願っている。」 

 


