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　「人間とは何か？」と尋ねられたら、みなさんは何と答えるでし
ょうか？　非常に難しい質問だと思います。筆者が、この「人間と
は何か」という問題に対して、一生をかけて取り組もうと思ったの
が、18 歳の頃でした。それから幾つもの年月が過ぎましたが、い
まだにこの問題に対する答えが見つからないだけではなく、ますま
すわからなくなってきました。心理学という学問は、この「人間と
は何か」という問題に対するひとつの挑戦であり、人間の行動を科
学的に分析することによって、「心」というものにアプローチして
いく手法を用いて、飛躍的な発展を遂げてきました。しかしなが
ら、心理学を勉強したからといって、人間のすべてを理解できるわ
けではありません。ただ確実に言えることは、心理学が「自分自身
を理解する」ことと「他者を理解する」ために大きな役割を果たす
ということです。
　将来、医療福祉の分野にかかわろうと思う人も含め、他の分野に
かかわるすべての人に言えることですが、人間は決して一人で生き
ているわけではなく、他者を中心とした社会の中で生きていかざる
をえないのです。いわゆる「ヒト」と「人間」が異なる点は、人間
が人の間（社会）に存在している点にあるのではないかと思いま
す。その社会の中における人間の行動や考えなどを理解し、社会に
適応して生きていくために、本書が役に立てば幸いです。
　筆者らは、長年にわたって、大学で心理学を教えてきました。多
くの人たちがそうであるように、筆者にとって、心理学という学問
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は義務教育や高等学校で教わる機会はなく、大学に入学して初めて
心理学を学びました。その時にまず感じたのは、「授業で使用する
教科書が難しい」ということでした。その理由として、もちろん筆
者の知識不足もありますが、教科書の文章が難解で、専門用語が数
多く出てくることが挙げられます。しかし、心理学の授業で聴く心
理学者の話は面白かったのです。このことは、筆者が大学教員にな
って初めて理解したのですが、授業で講義をする面白い心理学の話
にマッチングした、わかりやすい心理学の教科書が少ないという現
実がありました。したがって、筆者は、心理学の授業において指定
する教科書を、毎年変更するという試行錯誤を繰り返しておりまし
た。その結果、「自作のプリント」を配布することが、筆者にとっ
て最も授業しやすいということになりました。しかしながら、筆者
らが、長年にわたって蓄積してきたノウハウを、所属している大学
だけではなく、多くの大学でも使用していただけたら社会貢献につ
ながるのではないかと考えたことが、本書を執筆することになった
契機です。また、筆者らは、互いに入念な打ち合わせをして、目の
前に受講生が心理学の授業を聴いていると想像しながら、執筆を進
めました。したがって、受講生にとってわかりやすい教科書となる
だけではなく、教員にとっても使用しやすい教科書となっていれば
幸いです。
　本書では、「社会心理学」「発達心理学」「臨床心理学」について
執筆しましたが、心理学の分野はそれだけではありません。今後、



まえがき■ v

たとえば「医療心理学」「教育心理学」「認知心理学」「感情心理学」
「犯罪心理学」など、幅広い心理学のテーマを扱ってこそ「心理学
概論」といえるのではないかと思います。
　筆者ら心理学者を育てるのは教員だけではありません。むしろ、
筆者の場合は、学生から学ぶことのほうが多かったです。一方的に
授業を聴き、本を読んだだけではわからないようなことを、学生の
みなさんから教わりました。自分が教える立場に立った時に初めて
知ったことが数多くあります。このような意味で、筆者を本当の心
理学者にしてくれた学生のみなさんに深い感謝の意を表したいと思
います。
　最後に、本書を執筆するにあたり、ご指導をいただいた共立出版
株式会社の寿日出男様、中川暢子様に心から感謝します。

　2017 年 12 月
髙橋直樹
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第 1章
心理学とは
 ●

■ 1. 1　心理学の歴史
　心理学はもともと、人間の意識を研究する科学であるといわれて
きましたが、意識のほかに、無意識の状態もあることが明らかにな
り、精神分析学という学問が発展しました。しかし、人間の心の中
というものは、明確にわかるものでしょうか？　「心理学者は人の
心が読めるのですか？」と質問されることがありますが、読める場
合もあるし、読めない場合もあるというのは、私の回答です。この
ように、人の心の中の状態は明確にはわからないことが多いので、
より明確な行動を研究対象とする主張が出てきました。つまり、人
間の表情や言葉などの行動を研究して、その人の心の中を推測しよ
うという考えです。このような、心の中に対するアプローチの変化
から、心理学は行動の科学ともいわれるようになったのです。
　歴史を紀元前にまでさかのぼってみると、古代ギリシャの哲学者
であるプラトンやアリストテレスは「心の本質とは何か」という命
題について思索しました。しかしながら、人間の心について詳細に
観察し、分析する試みまではなされませんでした。時代は一気に進
みますが、19 世紀になると、ヨーロッパでは産業革命が起こると
ともに、自然科学も飛躍的な発展を遂げ、多くの心理学者が科学的
な方法に基づいた心理学研究を行ないましたが、特にヴントは、哲
学的な心理学とは一線を画す実証的な心理学を体系づけることによ
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り、新しい学問としての心理学分野を確立させたことから実験心理
学の父といわれています。
　実験心理学は、人間の行動を科学的な方法（統計学など）を用い
ることによって分析する学問といえるのですが、一方で人間の無意
識を重視する立場の心理学者もいます。その代表的心理学者はフロ
イトですが、彼は 20 世紀の初めに、意識は精神的活動の一部分

（氷山の一角）に過ぎず、重要な問題は無意識の部分であると考え
ました。フロイトの研究については第 4 章の臨床心理学で詳しく述
べたいと思います。

■ 1. 2　様々な心理学の領域
　一口に心理学といっても、現代においては、非常に多種多様な○
○心理学と呼ばれるものがあり、それぞれの心理学分野において専
門書が何冊も出版されているほどの発展を遂げています。本書では
3 種類の心理学について概説します。
　1 つ目は、2 人以上の人間が集まった時に生じる心理を研究する
社会心理学です。ここでは、自己とは何か、一対一のコミュニケー
ションにおける心理、集団における心理などの問題について扱いま
す。
　次に、人間の発達について、誕生から成熟までの発達段階に応じ
た心理について研究する発達心理学を取り上げます。本書では、人
間の各発達段階における心理学的諸問題について詳細に述べます。
　最後に、個人の心理的・行動的問題について、心理学や精神医学
などの知見を用いて解決を図ろうとする臨床心理学を扱います。先
の、社会心理学や発達心理学は、人間全体にいえるような一種の法
則みたいな心理学ともいえますが、臨床心理学は一人一人を対象と
した心理学であり、より実践的な心理学であるともいえます。
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　本書では、数ある心理学の領域の中から、将来、保健・医療・福
祉の現場で活躍する読者のために、特に応用可能となると考えられ
る心理学をピックアップしたので、ただ読むだけではなく、空欄補
充や、ワークなどを通じて、新しい問題を発見し、解決していこう
とする能力を養っていただければ幸いです。

■ 1. 3　保健・医療・福祉と心理学
　心理学は、次の 3 つの理解を通じて、保健・医療・福祉の現場に
おいて貢献する学問であると思います。1 つ目は、自己の理解で
す。保健・医療・福祉に従事する人も、様々な個性を持っており、
多種多様な人間関係の中で生きています。したがって、保健・医
療・福祉に従事する人は、まず自分自身の心理・感情・性格などを
正確に理解し、自分をコントロールする能力を養成する必要があり
ます。心理学を学ぶことは、この自己理解とセルフ・コントロール
に役立つのです。
　次に、対象者の理解が挙げられます。対象者（たとえば患者な
ど）の様々な心理・不適応行動などについて正確に理解し、適切に
対応するためには、人間の心理に関する基礎知識が必要です。本書
では、対象者の個人的問題にかかわる臨床心理学だけでなく、社会
的問題や発達的問題にも対応できるように、社会心理学と発達心理
学についても記述します。
　その他の理解としては、保健・医療・福祉に従事する人は、対象
者のみならず、対象者の家族や、現場の同僚といった多くの人間関
係の中で生きていくことになります。この人間関係や集団の心理に
ついては社会心理学で学習しますが、これは保健・医療・福祉以外
の職場で働く人や、将来、社会で活躍する学生が学校の中で生活し
ていくうえでも役に立つのではないかと思われます。
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■ 2. 1　社会心理学とは何か
　私たちはみな、1 人で生きているわけではありません。あなたの
周りに存在する人たちのことを思い浮かべてみてください。誰が頭
に思い浮かんだでしょうか。あなたのお母さんやお父さん、兄弟や
姉妹、友人、芸能人、好きな人など様々な人の姿を想像したでしょ
うか。この時点ですでにおわかりのように、私たちはみな、自分以
外の他者から影響を受けているのです。仮に、あなたが今、部屋で
1 人きりで生活しているとしても、あなたを産んでくれた人や育て
てくれた人、あなたが今日、食べるものを作った人、また、着てい
る服を作った人、あなたが読んでいる本を書いた人がいるのです。
これらのように、人と人とがかかわる、より端的にいえば、人間関
係が発生する場のことを、社会心理学では社会といいます。人間
は、自分以外の人間（他者）とかかわり合いを持った結果、その他
者から多かれ少なかれ影響を受けます。社会心理学は、社会という
場における人間の心理を研究対象とする学問なのです。
　さて、一口に社会心理学といっても、大きく 3 つのレベルに分類
することができます（表 2. 1）。
　1 つ目は、社会における個人の心理を対象とするレベルです。こ
のレベルでは、人間は自分自身をどのように捉えるかという自己と
いう概念や、自分自身をどのように見せるかといった問題を扱いま

第 2章
社会心理学
社会における人間の心理を考える ●
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す。
　2 つ目は、自己と他者（たとえば、私とあなた）のような一対一
の対人コミュニケーションにおいて生じる人間の心理を対象とする
レベルです。このレベルでは、様々な対人コミュニケーション（言
語コミュニケーション、非言語コミュニケーション）を扱います。
　3 つ目は、たとえば、家族・学校・職場などの様々な集団におけ
る人間の心理を対象とするレベルです。このレベルでは、人が集団
生活から受ける影響、同調行動、どのような人がリーダーシップを
発揮するかといった問題を扱います。

表2. 1　社会⼼理学の3つのレベル

個人 社会における個人の心理を対象とする

対人
一対一の対人コミュニケーションにおいて生じる人間の心理を対
象とする

集団
家族・学校・職場などの様々な集団における人間の心理を対象と
する
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社会心理学を 3つのレベルに分けましたが、あなたはどのレベルの
社会心理学に興味を持ちましたか？　また、そのレベルに当てはま
ると思われる人間の心理として、どのようなものが挙げられます
か？

　

　

　

　

ワーク
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■ 2. 2　個人レベルの社会心理学
2. 2. 1　自己とは何か
　私たちは日常生活において（心理学の授業以外でも）、自己とい
う言葉をよく耳にします。一般的に、自己とは「私」とか「自分」
というイメージが定着していると思います。社会心理学では、この

「自己」について、「自分から見た自己」と「他者から見られている
自己」の 2 種類に分けて考えてきます。心理学者のジェームスは前
者を主体的自己、後者を客体的自己と名づけました（図 2. 1）。英
語にたとえるなら、主体的自己は“I”、客体的自己は“me”とい
えます。
　さらに、ジェームスによれば、この客体的自己は、3 種類に分類
されます。1 つ目は物質的自己であり、自分の身体、衣食住、財産
などの物質的なものです。次に、社会的自己が挙げられ、これは社
会の中における自分自身の評価や印象のことです。最後に、精神的
自己と呼ばれるものがあり、これは道徳心や良心に基づいた自己像
のことです。このように、自己という概念にも様々な種類があり、
特に社会心理学においては、クーリーが指摘しているように、他者

図2. 1　主体的自己と客体的自己

私はかわいい
と思われている
（客体的自己）

私はかわいい
（主体的自己）




