
はじめに

最近心理学は、単なるブームを超えて、教養として学ぶ人や専門職を目

指すために学ぶ人などが多くなり、学ぶ場や機会も、大学を含む高等教育

機関などだけではなく、さまざまな場が提供されている。また、心理学が

対象とする範囲も、脳科学や工学、経済行動学など広範囲になり、学際的

な領域として発展しているという状況である。

本書は、このような背景のなかで、心理学をはじめて学ぶ人を対象とし

て構成された教科書である。心理学の教科書も、現在多くの教科書が出版

されている。そのなかで本書は、心理学の基本的内容を軸とすることと、

それを基にして「考える」ことへと発展することを期待して執筆されてい

る。つまり、心理学を学ぶと同時に、心理学を通して学ぶことも目標とし

ているのである。

本書の執筆者は、編者が心理学を学び始めたときから現在に至るまで、

あるときは困難な道を切り開き、道幅を広くし、そして、さまざまな方角

へと道をつないでいく、という作業をともに続けてきた女性研究者たちで

ある。私たちとともに、心理学を学び、考えるという楽しみと喜びを経験

し、それが力となるなら、幸いである。

2014 年 1 月

本書を恩師である故末永俊郎先生にお捧げいたします。

和田 万紀

iii



目 次 Next 教科書シリーズ『心理学』［第 2版］

はじめに…ⅲ

序 章…1

1 現代心理学の対象と方法…2

A. 現代心理学の姿…2 B. 意識と行動の観察…3

2 実験心理学の出現…5

A. 感覚生理学の貢献…5 B. ヴントの研究…7

3 心へのアプローチ…8

A. ギリシャ時代…8 B. 近世における心の学問…10
C. 経験主義と連合主義…12 D. 理性主義…12

4 現代心理学の基礎…13

A. 個人差の研究…13 B. 精神分析…16
C. ゲシュタルト心理学の立場…17 D. 行動主義の立場…19
E. 認知科学の台頭…20 F. 社会心理学の源流…20

第 1章 心理学の方法…25

1 心理学の方法…26

A. 実験…26
●トピック 1-1 心理学における動物実験の重要性…32
B. 調査法…34 C. 心理検査法…40
●トピック 1-2 生理心理学…45

2 さまざまな心理学の方法…46

第 2章 感覚・知覚・感性…51

1 感覚・知覚・感性の相違…52

2 感覚…53

A. 感覚の分類…53 B. 感覚間相互作用…54
C. 感覚間での情報の統合…55 D. 他我問題…56
E. 感覚の限界…57 F. 感覚の現象と性質…59

3 知覚…61

A. 知覚の現象と性質…61 B. 問題解決・無意識的推論…65

iv



4 認知…67

A. 文脈効果…67 B. 知覚の選択性…68
●トピック 視線コミュニケーション…69

5 知覚の発達と学習効果…70

A. 乳幼児の視覚発達…70 B. 先天性盲人の知覚学習…71
C. 逆転眼鏡による知覚運動学習…71

6 感性…72

A. 多様な感性次元…72 B. 感性知…73

第 3章 記憶と学習…79

1 記憶…80

A. はじめに…80 B. 記憶の貯蔵庫…80
C. 長期記憶への情報の転送…82 D. 長期記憶の種類…83
E. 日常記憶…85 F. おわりに…87
●トピック 3-1 ワーキングメモリー…88

2 学習…90

A. はじめに…90 B. 連合的学習…90 C. 認知的学習…95
D. おわりに…98
●トピック 3-2 学習におけるメタ認知の役割…99

第 4章 感情…103

1 感情とは何か…104

A. 感情の機能…106 B. 感情と表情…110

2 感情の生起メカニズム…113

A. 末梢起源説…113 B. 中枢起源説…114 C. 二要因理論…114

3 感情のコントロール…115

A. 怒りのコントロール…116 B. 怒りのコントロールと健康…117

4 動機づけとは何か…119

A. マズローの欲求階層説…120 B. 欲求不満と葛藤…120

5 ストレスとは何か…122

●トピック 脳の奥深くにひそむ感情を司る器官――扁桃体…123

第 5章 性格…129

1 「性格」とは…130

A. 性格と行動…130 B. 性格とパーソナリティ…131

目 次 v



2 性格の発達に関与する要因…132

A. 内的要因…132 B. 外的要因…133 C. 自己形成の要因…135
D. 気質と性格…135

3 性格の理論…136

A. 類型論…136 B. 特性論…139 C. クロニンジャーの理論…145
D. 精神分析学の理論…147 E. その他の理論…148
●トピック 血液型で性格は理解できるか…149

第 6章 心の発達…153

1 生後 3年間のめざましい発達…154

A. 新生児のまどろみと目覚め…154 B. 自己感の発生…155
C. 養育者との絆の形成…157 D. 一人立ちに向けての歩み…161

2 子どもたちの成長を認知的な発達からとらえる…163

A.言語の発達…163 B. 認知の発達…164 C. 社会性の発達…165

3 身体を基盤とする心の発達…167

A.フロイトのとらえた発達における心と身体の関連…167
B.エリクソンによる心理・社会・性的発達モデル…169
●トピック 発達課題か個性化か？…183

第 7章 社会行動…185

1 社会的認知…186

A. 自己…186 B.対人認知…189

2 対人関係…193

A.対人魅力…193 B. 対人的影響…194 C. 対人行動…196

3 集団・集合…200

A.集団…200 B.集合…204
●トピック 自己制御…205

第 8章 臨床心理…209

1 臨床心理学とは…210

A.臨床心理学の特徴…210
B. 心理アセスメントと心理カウンセリング／心理療法…211

2 西洋における臨床心理学の歴史…212

A. 近代臨床心理学の誕生…212
B.紀元前〜「鎖からの解放」――西洋における精神障害者の処遇史…215
C. 心理療法の誕生…216

vi 目 次



D. ロジャーズ――心理カウンセリングの祖…217

3 日本における臨床心理学の歴史…218

A. 記紀の時代から――「気」…218
B. 日本における精神障害者の処遇史…219
C.明治以降の臨床心理学…219

4 臨床心理学の実際…221

A. 心理アセスメント…221 B. 心理療法…225
C.臨床心理職の活動領域…227 D.臨床心理職の倫理と訓練…229
●トピック 日本の女性心理学者――原口鶴子と高良とみ…230

索引…233

目 次 vii



序

章

本章のポイント

心とは何か。私たちは何回となく、その身近

な問いにぶつかり、答えをみつけようとする。

しかしその問いは、複雑でとらえどころがなく、

答えなどみつからないとあきらめてしまったり、

永遠に理解不能のままであってほしいと願った

りもする。

人は古来より、さまざまな立場、方法で人の

心について考えてきた。それだけ人の心とは、

不思議で複雑で、しかし魅力的であるために、

私たちをとらえて放さないのである。

現代の心理学は、心理学というひとつの枠組

みのなかに収まりきらないほど、その対象や範

囲を広げている。本章では、現代の心理学の姿、

形がどのように作られてきたのかを振り返り、

その歴史をたどることによって、心とは何か、

心理学とは何かについて考えることとする。

意識
行動
精神物理学
実験心理学
内省
経験主義
連合主義

連合心理学
法則定立的
個性記述的
無意識
要素主義
ゲシュタルト
行動主義

キーワード



1 現代心理学の対象と方法

A 現代心理学の姿

心理学は、その対象を人間の心、もしくは人間そのものとする学問であ

る。もちろん、心という身近な対象であるがゆえに、日常生活のなかでの

経験や知識によって、誰でもが「素朴な心理学者」となることもできる。

しかしそれだけでは、学問として心理学を成立させることにはならない。

それでは、私たちが普段の生活から知ろうとする人の心についてと、学

問として人の心をとらえようとするときとでは、一体何が、どのように違

うのだろうか。

私たちが他者の心を知りたい、と思うときのことを考えてみよう。まず、

その人の態度や行動、話の内容、または表情などによく注意を向けて、観

察をするであろう。そしてそのなかから、この人はいまこのように考えた

り、感じたりしているのだろう、と解釈したり推測をする。しかしそれは、

その人が外面に表出した手掛かりのなかから、感受することができるもの

だけを使用して、その人の心について仮定的な推察をしているに過ぎない。

したがって、このような日常生活のなかでの心の推測や理解には、誤りを

含む場合が多く、また、心についての体系的な知識を構成しているとは言

い難い。

一方、自分自身の心についても、他者の場合と同じような過程で推論や

推察をしていることがわかる。そこでは、自分が行動したり、考えたり、

感じたこと、または自分の体に生じている変化を思い起こしながら、自分

の心について解釈している。ただし自分自身の場合には、自分が直接思い

出したり、意識できるという点が、他者の心を知ろうとするときとの大き

な差となる。

以上の例から、まず日常生活の経験のなかで私たちは、自分も自分以外

の人も、心をもちあわせているということを認識している。そして多くの

経験や観察から、心についてのさまざまな具体的な知識をもち、そこから

自分や他者の心を推測して理解しようとしているのである。

たとえば、Aさんに対する自分の気持ちを意識してみる。すると、いつ
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も明るい A さんが好きだとわかる。しかし、A さんが他の人と楽しそう

に話をしていると、好きなはずの A さんに対して意地悪をしてしまう。

つまり、心は、意識される部分だけを分析して、その内容や仕組みを考え

ても十分な理解とはいえず、心がどのように働くのか、といった心の機能

や心的過程なども考慮しながら理解を進めなければならないことがわかる。

一方、現代の心理学は、心の理解を主観的な観察や仮定的な推論、推察

だけに頼ることはない。そこにおいては、できる限り客観的なデータを収

集して解析することで、心の仕組みや機能、心的過程について、事実に基

づいた説明をすることを目標としている。しかし現代の心理学がもつその

ような特徴も、19 世紀における物理学や生理学、生物学などの自然科学の

発展にともなって、これらの学問に共通する自然科学的方法論を心の探求

に導入したことに始まったばかりである。自然科学的方法論とは、実証性

を基礎として自然の法則を探求するという方法である。つまり、いつ、だ

れが行っても同一のデータが得られるような条件と方法とを用いて、そこ

から集められたデータを検証して、論理的飛躍を排除しつつ、それらのな

かにある規則性や法則性を見出そうとするのである。

現代の心理学は、可能な限り自然科学が用いる実証的方法に基づいて、

多くの細かい観察や評定、測定から、心の仕組みや機能、心的過程に関す

る仮説を立てて、それが事実かどうかを確認して解明しようとしているの

である。

B 意識と行動の観察

自分には心が存在すると思うときは、体験として、見る、聞く、考え

る、感じる、欲する、などの意識された経験をするときであろう。それが

本人にのみわかる主観的な経験や体験であっても、他者にも自分と同じよ

うに主観的な経験や体験から意識される心が存在する、と推察すること

ができる。心の仕組みや機能、心的過程について、そこに存在する規則や

法則を明らかにしようとする際の方法のひとつに、自分の意識を直接注意

深く観察して、それを言語報告するという方法がある。これを内観法とい

う。

しかし、内観法という方法にはいくつかの問題点が考えられる。まず、
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自分の意識を、自分のなかにあるもうひとつの別の意識をもって観察する

ことが可能かどうかという点である。観察の対象となる意識と、観察の主

体となる意識とを区別することの困難さがあると同時に、それらの意識の

相互影響過程によって、対象となる意識が変化する可能性も考えられるか

らである。

次に、内観法は言語報告を基本とするために、言語の使用が困難な場合

には使用が限定され、また信頼性が低くなることも考えられる。しかし厳

密にいうと、内観法では言語報告以外の非言語的指標は考慮されていない。

たとえば、悲しいときには涙を流したり、緊張すると汗をかいたりするこ

とがある。また、笑顔の人を見ると幸せなのだろうと推測したり、体が震

えている人は恐怖に襲われていることもある。このように非言語的指標か

ら、心の有り様を知ることも可能である。しかし、非言語的指標は内観法

には取り入れられていないのである。

さらに、そもそも意識される対象だけが心を反映しているのか、という

問題がある。たとえば、好きな人には無意識的に親切にしたり、いつも通

る通学路であれば、道順を意識せずに帰宅できる。このように、無意識の

うちに、または無自覚的に心が作用し、機能することも考えられよう。む

しろ無意識的な心の仕組みや機能を背景におきながら、意識が機能すると

考えることもできる。それは、心の仕組みや過程、機能には、意識的な部

分だけではなく、無意識的な部分も含まれることを意味している。もしも

心に意識される部分と意識されない部分があるとすれば、意識されない部

分を内観法でとらえることには困難がともなうことになる。

内観法では、他者の意識を知りたいと思っても、それを直接知ることは

困難である。もちろん他者に質問を行い、それに対する回答を指標にする

ことは可能であるし、しぐさや表情、体の生理的反応などの非言語的指標

を加えて、間接的に推定することも可能である。つまり、言語的および非

言語的表出行動や身体の生理的反応などを含めた指標の開発と、その利用

を考慮する必要性があるだろう。

このように内観法には多くの問題点があるが、それと同時に、現代の心

理学の対象と方法を考えるときに、多くの示唆を与えてくれる。

現代の心理学では、分析の対象として、意識だけではなく広い意味での
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行動も対象とする。それは、行動の背後にはそれを成立させる意識的また

は無意識的な心の仕組みや機能、過程が反映していると考えられるからで

ある。そして、可能な限り客観的に意識と行動を観察し、測定することに

よって、心の仕組みや心の機能、心的過程にどのような規則や法則がある

のかを実証的に明らかにすることが目標となるのである。

2 実験心理学の出現

A 感覚生理学の貢献

人の心についての探求は、古来より哲学や文学、医学などさまざまな角

度から行われてきた。しかし、現代の心理学が独立した学問として成立す

る過程には、自然科学の発展が大きく貢献してきた。特に 19 世紀前半から、

生理学や物理学において感覚と知覚に関する研究がドイツを中心として盛

んとなり、それらの方法や成果が心理学に取り込まれた。

生理学者であるミュラー（Müller, J. P. 1801〜1858）は、感覚神経には 5 種

類の感覚に対応する個別の感覚神経が存在することを明らかにした。感覚

は、外界の刺激が一度感覚神経自体を興奮させ、その興奮の性質と状態を

受け取ることで成立すること、そして、各感覚神経のもつ性質は各感覚器

官で異なり、固有な性質、つまり固有なエネルギーをもつ、という特殊神

経エネルギー説を主張した。これによって、暗闇でも眼球を圧迫すると光

を感じるように、不適刺激であっても感覚が生じることの説明が可能とな

った。

生理学者であり物理学者でもあったヘルムホルツ（Helmholtz, H. L. F. v.

1821〜1894）は、『生理光学ハンドブック』（1856-1866）や『聴覚論』（1863）に

おいて、知覚現象を眼や耳などの末梢器官での物理的現象に還元して説明

しようと試みた。

彼はまた、刺激部位の差と、刺激が与えられてから反応するまでの反応

時間の差との関係から、神経伝達速度の測定を試みている。これにならっ

て、精神的課題の差が精神的過程の所要時間の差に対応していると仮定し

2 実験心理学の出現 5


