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This article discussed the concept of validity from both historical and psychometric perspec-

tives. We started by describing the so-called“trinitarian view of validity”in a detailed historical
 

context. This view presumes that criterion-related validity,construct validity,and content valid-

ity constitute the“different types”of validity. We delineated several problems with this view and
 

introduced the more recent“unitary concept of validity,”in which the construct validity is viewed
 

as the central theme and subsumes all types of validation process. We next discussed several topics
 

on practical measurement validation from psychometric perspectives. These topics include 1)

incompatibility between broad-band scales and traditional psychometric measurement models,2)

distinctions and relations between within-person and between-person correlations, and 3) the
 

impact of metric arbitrariness on the interpretation of data.
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妥当性とは曖昧な構成概念を扱う心理学にとって，もっとも重要な概念の１つである。妥当性という

と「基準連関妥当性」「構成概念妥当性」「内容的妥当性」という３つのタイプがあると一般に説明され

ることが多い（妥当性の三位一体観)。しかし，1980年代以降の妥当性研究では，こうした妥当性のタイプ

分けは適切ではなく， 構成概念妥当性」という考え方にすべての妥当性は収斂するという考え方が主

流である（単一的な妥当性概念)。本稿の前半では，こうした妥当性概念の歴史的変遷について，思想的な

背景や近年の議論などを踏まえた解説を行った。本稿の後半では，妥当性に関するより実践的なトピッ

クを取り上げ，心理測定学的な観点から議論を行った。具体的には，１. 内容の幅の広い項目群を用い

た尺度作成」というアイディアと伝統的な心理測定学的モデルの矛盾，２. 個人間相関」と「個人内相

関」を区別することの重要性とその関係，そして３.心理学における「尺度の不定性」が結果の解釈な

どに与える影響などについて議論を行った。

キーワード：教育測定，信頼性，因子分析モデル，帯域幅と忠実度のジレンマ，個人内変動

心理学の大きな特徴の１つは，記憶や動機づけと

いった，それ自体は見ることも触ることもできない構

成概念（construct）をもとに理論やモデルを構築する

ところにある。研究者は，こうした構成概念を何らか

の形で測定する必要が出てくるが，その測定が構成概

念をきちんと捉えられている保証はない。そのため，

妥当性（validity）といった，ある測定が目的とする構

成概念を実際に測れているかどうか，ということが問
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題になる（村山,2006a)。妥当性というと， ○○尺度の

妥当性」といったように，質問紙尺度を扱う場合にし

か関係ないと考える人もいるかもしれない。しかし，

決してそうではない。行動実験であれ，質的研究で

あっても，妥当性の問題はつきまとってくる。曖昧な

構成概念を研究の対象とする心理学において，妥当性

とは分野の枠組みを超えた本質的な問題なのである。

これだけ本質的な問題であるから，妥当性は多くの

心理・教育測定学のテキストに解説がしてある。しか

し，妥当性をどのように定義するかに関して，専門家

の間で多くの議論がなされ，妥当性という概念自体が

時代とともに変遷していることは国内では意外に知ら

れていない（例外として平井, 2006, 村上, 2003)。また，妥

当性は，心理測定学的なトピックと密接に関わってい

るにも拘わらず，この両者を関連づけた議論は国内で

はあまり見受けられない（例外として南風原,2012)。日本

の教育心理学研究において，『型にはまった極めて安

易な検討をしただけで「妥当性が確認された」という

判断が下され，それで「みそぎ」が済んだとみなして

いると推察される研究が多くみられる』（吉田・石井,

2012）という現状があるのも，こうした問題に対する

意識の弱さが原因の１つなのかもしれない。

こうした現状を踏まえ，本稿では，まず前半で妥当

性概念が歴史的にどのように変遷していったかに関し

て論述する。そして後半では，心理測定学的な視点か

ら，妥当性と密接につながりのある問題を取り上げ，

著者自身の考えをもとに議論していく。

妥当性概念の歴史的変遷

基準連関妥当性と構成概念妥当性

心理学が学問として成立してきた 20世紀初頭から

半ばにかけて，妥当性はいわゆる基準連関妥当性

（criterion-related validity）の問題として論じられてき

た（Strauss& Smith,2009)。基準連関妥当性とは，妥当

性を，ある尺度やテストの得点が，外的基準とどれだ

け関係するかという観点から捉えるものである（たと

えば知能検査が将来の学力をどれくらい予測するかなど)。基

準連関妥当性は，現在においてもよく言及される概念

である。しかし，当時の基準連関妥当性の概念は，行

動主義の隆盛や科学哲学における操作主義（oper-

ationalism）の影響を受け，ややラディカルなもので

あった。具体的には，構成概念とは， どういう外的

基準と関係するか」という操作的な意味でのみ定義さ

れるものであり，それ以上のものではないという考え

が強かった。つまり，知能検査とは「将来の学力を予

測するテスト」のことであり，知能が何かという問い

は，不問にされた。このことは，Anastasi（1950）の

『あるテストにおける客観的な妥当性とは， 特定の

基準変数を測定するもの」ということに過ぎない。テ

ストが基準変数以上のものを測定しているというのは，

憶測に過ぎない』(P. 67）という表現にもっとも端的

に現れていると言えよう。つまり，当時の基準連関妥

当性とは，構成概念の定義そのものとして捉えられて

いたのである。こうした妥当性の捉え方は，当時から

大きな影響力のあった『教育測定学』の第１版でも明

らかである（Cureton,1950)。

このような主張に対して，大きな転換を与えたのが，

Paul Meehlや Lee Cronbachらによる構成概念妥当

性（construct  validity）の考え方である（Cronbach &

Meehl,1955)。彼らは，測定の背後には，何らかの仮説

的な構成概念が存在すると考えた。研究者は構成概念

に関する理論を持つことで，構成概念間の関係に関し

て予測を立てることができる。こうした構成概念間の
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Figure 1
法則定立的ネットワークの概念図。図をみやすくするため，構成概念間・測定指標間の矢印の一部は省略してある。



関係や，構成概念と測定との対応関係を示したネット

ワークを法則定立的ネットワーク（nomological net-

work）と呼ぶ（Figure 1)。Cronbachらが考える構成

概念妥当性とは，こうした法則定立的ネットワークを

データによって検証していくことで，構成概念と測定

との対応関係を明確化していくことである。たとえば

自己決定理論（Deci& Ryan,1985）では，人間関係が満

たされると，内発的動機づけが高まると考えられてい

る。そこで，生徒の内発的動機づけを測定する尺度を

開発したとき，この尺度が人間関係を示す何らかの指

標と正の関係がみられたら，この尺度の構成概念妥当

性を支持する１つの証拠だと考えるのである。

この例からもわかるように，構成概念妥当性では，

理論もしくはそこから導き出される仮説が非常に重要

な役割を担っている。これは，操作主義では想定され

ていないものであり，当時隆盛だった論理実証主義

（logical positivism ;現象の背後に一般的な法則・命題を想定

し,それを実験や観察によって仮説演繹的に検討する）の影響

をみることができる。また，この立場において，構成

概念妥当性を検証していくことは，同時に理論を検証

していくことにほかならない。仮説を支持する証拠が

得られたら，それは測度と構成概念の対応関係だけで

なく，構成概念間の仮説的な関係をも支持する証拠に

なるからである。極端な話，この立場では，仮説の検

討を行うすべての実証研究は，何らかの形で構成概念

妥当性を検証していることになる。

構成概念妥当性の考え方は，同時代の研究者に大き

な影響を与え，理論的な発展も試みられた（e.g.,

Loevinger, 1957)。なかでも有名なのが，収束的妥当性

（convergent  validity）と弁別的妥当性（discriminant
 

validity）の区別である。理論的に類似している概念が

実際に関連している場合に収束的妥当性があるという。

一方，理論的に異なる概念が実際にそれほど関連して

いない場合に弁別的妥当性があるという。Campbell

と Fiske（1959）は，多特性多方法行列（multi-trait
 

multi-method matrix）を用いてこの妥当性を検証する方

法を提案しており，現在でもこの方法は統計的に洗練

されつつ，有用性が示されている（e.g.,Eid,Lischetzke,

Nussbeck,& Trierweiler,2003)。

妥当性の三位一体観

このように基準連関妥当性と構成概念妥当性は，異

なる思想的なルーツを持つ概念である。しかし，1960

年代に入ると，両者の表層的な区別に注意が向けられ，

この両者は異なる「タイプ」の妥当性だと論じられる

ようになった。その結果，妥当性とは，基準連関妥当

性と構成概念妥当性，そして内容的妥当性（content
 

validity ;測定するものが,構成概念のすべての側面を網羅的に

カバーしているか）という３つのタイプのものから成立

しているという考えが主流になった。これを妥当性の

三位一体観（trinitarian view）と呼ぶことがある。こう

した風潮を促進したのは，当時，アメリカ心理学会

（American Psychological Association ;APA)・アメリカ

教育学会（American Educational Research Association;

AERA)，そして全米教育測定評議会（National Council
 

on Measurement in Education;NCME）が共同で発行した

テストスタンダードであった（APA, AERA, & NCME,

1966, 1974)。このテストスタンダードは，当時の心理

アセスメントやテスト作成に大きな影響を与えたこと

で知られている。重要なことに，そのテストスタン

ダードには，妥当性が３つのサブタイプで構成されて

いることが明記されており ，妥当性の検証とはこの

３種類のタイプの妥当性を調べることにほかならない

という考えが広まる決定的なきっかけとなった。

こうした妥当性が３種類のタイプからなるという考

えは，直感的にわかりやすいものである。しかし，い

くつかの問題点が考えられるだろう。１つは，この３

つの妥当性を表面的にでも検討しておけば，妥当性の

検証が完全に済んだかのような印象を持つようになっ

てしまうことである。実際には，構成概念妥当性の検

討などは，安易に尺度間の相関を調べるだけでは十分

になされたとは言い難い。しかし，基準連関妥当性・

構成概念妥当性・内容的妥当性の３つが並列に記され

ることで，構成概念妥当性を検討することの難しさが

覆い隠され，表層的な検討だけで妥当性の検討が済ん

だかのような気分になりやすくなってしまう。実際，

Landy（1986）は，妥当性の検証が，あたかも３つの

妥当性に関する切手収集のような安易で機械的な作業

になってしまっていると批判している。

２つは，それぞれの妥当性を異なったタイプのもの

として考えることで，これら妥当性概念の間の関係に

目が向けられなくなることである。この３種類の妥当

性はよく考えると重なる部分がある。たとえば，基準

連関妥当性における「外的基準」（e.g., 学業成績）は，

よく考えればこれも何らかの構成概念（e.g., 学力）を

測定する１つの指標である。したがって，ある測度が

学業成績と相関していたとして，これは構成概念妥当

性の証拠だと考えることもできる。同じことは，内容
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基準連関妥当性が予測的妥当性（predictive validity）と併

存的妥当性（concurrent validity）に分けて記述されること

もある。
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的妥当性と構成概念妥当性に関してもいえる。内容的

妥当性は，尺度の内容が，専門家が考える内容領域と

一致しているかで検討される。しかし，こうした一致

の程度とは一種の観察データである。よって，内容的

妥当性の検討とは，データと理論の適合を調べるとい

う構成概念妥当性の検討と本質的に区別がつかない。

最後に，妥当性の三位一体観は，この３種類が本当

に必要十分な妥当性の分類の枠組みであるのかに関し

て，何ら答えを提供してくれない。実際，応用研究を

見ると，この３つを超えた，さまざまな妥当性のサブ

タイプが創出されている。因子的妥当性（factorial
 

validity)，増分的妥当性（incremental validity)，場合に

よっては臨床的妥当性（clinical validity）など，妥当性

という言葉は，これまで述べてきた３種類に限らず，

さまざまな形で使われている。これらは，妥当性の新

しいサブタイプとして認識されるべきなのだろうか

（新たな切手を増やすべきなのだろうか)。妥当性の三位一

体観は，歴史的に影響力のあった３つの妥当性概念を

表面的に横並びにしただけである。したがって，この

問いに答えることは難しい。

統合的な妥当性概念としての構成概念妥当性

妥当性の三位一体観の影響力は大きく，現在の心理

学や教育測定学のテキストにおいて，未だ基準連関妥

当性・構成概念妥当性・内容的妥当性を妥当性のタイ

プだと記述しているものは少なくない。しかし，上に

述べたように，こうした見方にはいくつかの限界があ

る。実際，1980年代以降には，こうした見方に批判

的な研究者が増え，妥当性概念にさらなる変化が生ま

れた。その集大成が，第３版の『教育測定学』におけ

るSamuel Messickによる単一的な妥当性概念

（unitary concept of validity）の提唱である（Messick,

1989 池田他監訳 1992)。この枠組みは，現在においても，

妥当性概念の考え方の基本にもなっている。

Messickは，構成概念妥当性こそが，妥当性その

ものだと考えた。妥当性にはサブタイプがあるのでは

なく，構成概念妥当性という統合的概念で捉えられる

単一のものだとしたのである。ここにおける構成概念

妥当性とは， テストもしくは他の測定結果にもとづ

いた解釈の適切性について，それを支える実証的証拠

や理論的根拠がどの程度あるかに関する，総合的な評

価」と要約できよう（Messick, 1989 池田他監訳 1992)。

もっと短く言うなら「測定結果の解釈の適切性の程

度」である。たとえば抑うつ尺度の得点を算出したと

き，研究者はこの得点の高低が抑うつの程度を反映し

ていると推論・解釈するが，この推論・解釈がどの程

度適切なのかを示すのが，構成概念妥当性ということ

になる。筆者が考える，いくつかの特筆すべき点を以

下に説明しよう。

１つ目の点として，もっとも重要なのは，この定義

によって，これまで「異なるタイプの妥当性」と見做
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Figure 2
単一的な（構成概念）妥当性概念の考え方（Messick,1995;平井,2006も参照のこと)。ここで示した証拠は一例であり，決して構成
概念妥当性を検証する必要十分条件ではない。



されてきた基準連関妥当性や内容的妥当性などが，構

成概念妥当性を確かめるための証拠だと捉えられるよ

うになったことである（Figure 2)。外的基準との相関

を確かめることも，項目内容を専門家にチェックして

もらうことも，それぞれが単独の妥当性なのではなく，

どれもテスト得点の解釈をより適切にするための，証

拠の１つなのである。こうすると，因子的妥当性など

といったものも，それ自身が妥当性なのではなく，妥

当性を支える１つの証拠として位置づけられることに

なり， 妥当性は３種類で必要十分なのか」という問

いにも答える必要がなくなる。また逆に，３種類の妥

当性の証拠を表面的に集めただけで「妥当性が確かめ

られた」と考えることの不合理性も明確になる。テス

ト得点の解釈によっては，もっと他の証拠が必要にな

ることもあるかもしれないからである。

構成概念妥当性を支えるためにどのような証拠が必

要なのかについては，Messick（1995）が複数のタイ

プを挙げている（Figure 2 ;平井, 2006 も参照のこと)。し

かし，繰り返しになるが，これらは必要十分なもので

はなく，測定の目的によっては，その一部だけが必要

になることもあるし，逆に他の証拠が必要なことも十

分ありうる。１つ興味深い点として，一般化可能性に

関する証拠がこの分類に加わっていることであろう。

この名称は，一般化可能性理論（generalizability theory;

Brennan, 2001）から来ていると思われるが，伝統的に

信頼性（reliability）と呼ばれているものであり，妥当

性とは区別されてきた。しかし，たとえばある尺度の

得点が，安定的なパーソナリティ特性を反映すると解

釈するのなら，再検査信頼性が高いという証拠が必要

になるだろう。つまり，場合によっては信頼性も，テ

スト得点の解釈を支える重要な証拠となりうる。新し

い枠組みでは，信頼性は，構成概念妥当性を支える１

つの証拠と捉えられるのである。

２つ目の重要な点として，妥当性をテストの固定的

な属性と考えていない点である（Kane, 2006)。心理学

の研究では，よく「○○尺度の妥当性が示された」と

いったように，あたかもテスト自身が妥当であるかの

表現がなされることがある。しかし，こうした表現は，

この新しい構成概念妥当性の立場に立つと，不適当だ

ということになる。なぜなら，妥当性とはあくまで

「テスト得点の解釈」に対する判断であり，同じテス

ト・測定結果であっても，目的や解釈によって妥当性

は変わってくるからである（Cronbach, 1971)。たとえ

ば，ある学力テストが天井効果を示していた場合のこ

とを考えてみよう。それは学力の相対的な個人差を測

定するという目的のもとでは妥当なテストになってい

ないかもしれない。しかし，このテストを学力がある

基準をクリアしているかという，目標準拠型のテスト

として使うならば，少なくとも天井効果がこのテスト

の妥当性を下げる要因にはならないだろう。

なお， 〇〇尺度の妥当性が示された」という表現

のもう１つの問題は， 妥当性が示された」というよ

うに，妥当性があたかも「ある・ない」の２値的判断

になってしまっている点である。妥当性の三位一体観

のもとでは，３種類の妥当性の証拠を集めるだけで，

妥当性の確認が終了したかのような気になるかもしれ

ない。しかし，実際は，構成概念妥当性を支える証拠

を探っていくことは，それ自体がクリエイティブなプ

ロセスであり，永続的な作業である。Messickが

「解釈の適切性の程度」と表現しているように，構成

概念妥当性の検証とは，あくまで程度問題なのである。

こうしたことを踏まえると，論文においても， ××

傾向を測定するものとして，〇〇尺度のテスト得点の

妥当性を△△の程度確かめることができた」といった

ような形の表現が，より適切だといえるだろう。

３つ目は，Cronbachらによる構成概念妥当性の考

え方を延長しながらも，その適用範囲を拡張した点で

ある。Messickの構成概念妥当性は，測定の背後に

仮説的な構成概念や理論を想定しているという点では，

Cronbachらの構成概念妥当性と同じである。しかし，

Cronbachらが想定する仮説や理論は，法則定立的

ネットワークにおける「概念間の関係」に重きが置か

れていた。つまり，Figure 1からも明らかなように，

構成概念間の相関関係という意味合いが強かった。一

方，たとえば認知心理学のある課題における反応時間

といった指標を考えてみよう。反応時間が何を測定し

ているのかということを考えるためには，反応時間が

他の変数とどう相関しているかを考えるだけでなく，

どういう心理的プロセスが背後にあるのかを考える必

要がある。こうした心理プロセスモデルも心理学にお

ける重要な理論の１つであり，測定結果の妥当性を考

える上では重要な視点である。Embretsonは，こう

した心理プロセスモデルの観点から理論を捉えること

を概念表象（construct representation）と呼び，構成概

念妥当性には，概念表象の観点で理論を捉えることも

大切だと主張した（Embretson, 1983)。こうした考えを

踏まえ，Messickの議論でも，法則定立的ネット

ワークはもはや強調されていない。むしろ，Embret-

sonの概念表象の考えも包括した（Figure 2 の「本質的

な側面の証拠」がそれに対応する)，より広い形で理論とい

―122―

教 育 心 理 学 年 報 第51集



うものを捉えている（Mislevy,2009 も参照のこと)。

以上のような構成概念妥当性の考え方は，決して

Messick のオリジナルではない。古くから個別に議

論されてきたことを，Messick が統合したといった

方がいいだろう。しかし，『教育測定学』という権威

のある書籍で，こうした統合的な妥当性の捉え方が明

示されたことは，その後の研究に非常に大きな影響を

与えた。実際，妥当性の三位一体観をはじめに打ち出

した先述のテストスタンダードでは，1999年版にお

いて，妥当性を三位一体として捉える記述はなくなり，

Messick の構成概念妥当性の枠組みを大幅に取り入

れたものになっている（AERA,APA,NCME,1999)。

近年の動向

Messickの提案から 20年以上が経ったが，妥当性

に関する議論も，ある程度収束しているように思われ

る。実際，2006年に『教育測定学』の第４版が出版

され，Michael Kaneが妥当性に関する章を執筆した

が，妥当性に関する基本的な考え方に大きな変化は見

られていない（Kane, 2006)。章のタイトルも，これま

では伝統的に「妥当性」だったものが「妥当化」

（validation） に変化し，研究のなかでいかに妥当性を

保証するか（つまり妥当化のプロセス）に焦点を当てた実

践的な内容になっている。彼のアプローチは「論証

ベースのアプローチ」（argument-based approach）と呼

ばれる。詳しい内容は，ここでは省略する（Kane,1992

などを参照のこと)。しかし，１つポイントを挙げると

すれば，妥当性の検証において，解釈の前提が弱い部

分（weak assumptions）を積極的に意識することの重要

性を述べていることだろう。こうした弱い部分は妥当

性を示す上でボトルネックになるものである。Kane

の主張の１つは，妥当性とは単に証拠の数だけで決ま

るのではなく，解釈の前提が弱い部分に強力な証拠を

与えることが大切だというものである。

近年の動向として，２点ほど付記しておきたい。１

つは，結果妥当性（consequential validity）に関する問

題である。結果妥当性とは，測定結果の解釈に基づい

てどのような行動を起こし，どのような影響を結果と

して与えたかということも，妥当性として捉えるべき

だという考え方である（Moss, 1992 ;村山, 2006b)。たと

えば，ある学力テストが生徒の学力を把握し，授業を

改善する目的で作成されたなら，その授業改善が実際

にうまくいったかどうかもその学力テストの妥当性に

入れるべきだという主張である。結果妥当性の考え方

は，Messick（1989 池田他監訳 1992）によって提案さ

れたが，妥当性の意味をここまで拡張すべきではない

という研究者も多い。1999年版のテストスタンダー

ドでは結果妥当性の考えが取り入れられたが（AERA,

APA, NCME, 1999)，『教育測定学』の第４版ではこの

点は重視されておらず，議論の分かれるところである。

テストスタンダードも新版の編集が進んでおり，結果

妥当性の視点が残るのかどうかの動向が注目される。

もう１つは，Denny Borsboomによる妥当性概念

の再構築である。Borsboomは，Messick（1989 池田

他監訳 1992）が妥当性概念を不必要に複雑化したと断

じ，元来のアイディアである「測定したいものが測定

できているか」という定義に立ち返るべきだと主張し

た（Borsboom,Mellenbergh,& Van Heerden, 2004)。彼の

主張で特に重要なのは，構成概念とそれを測定する指

標との間における因果関係を重視していることである。

測定したいものが測定できている」ということは，

厳密に考えれば，構成概念が因果的に測定指標に影響

を与えていることにほかならないからである。因果関

係が重視されているため，たとえば尺度間の相関で妥

当性を示すといった典型的な研究は，尺度得点の妥当

性を本質的に示していないということになる。こうし

た主張は，従来の相関に基づく妥当性検証のほぼすべ

てを否定するものであり，過激で革新的なものである。

具体的な妥当性の検証方法については示されておらず，

実践的には扱いにくいが，これまでの研究者とは大き

く異なった視座を提供している。妥当性概念というも

のを深く考える上で，大きな意義を持っていると言え

るだろう。Borsboomは『教育測定学』の４版におけ

る Kane の章に関しても，厳しい批判を行っており

（Borsboom, 2009)，今後の議論の展開に興味が持たれ

る。

心理測定学からみた妥当性に関する問題

妥当性概念を理解する上で，歴史的な議論とともに

重要なのが，心理測定学からの視点で妥当性について

考え直すことである。本節では，心理測定学の立場か

ら３つのトピックを取り上げ，妥当性概念との関わり

に関して，筆者の意見を交えて議論していきたい。

内容の幅の広い項目群による尺度作成

ある構成概念を測定するために複数の項目から成る

質問紙尺度を作成するとしよう（この議論は質問紙尺度以

外の場合にもあてはまるが,単純化するために質問紙尺度を考え

る)。このとき，似たような項目を集めると，尺度の

内的一貫性（Cronbachのα係数などで推定される信頼性）

は高くなる。一方，心理学で扱う構成概念は多義的で
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曖昧なものが多いので，似たような項目ばかりを集め

ても，その尺度は構成概念の一部しかカバーできない。

かといって，構成概念全体をカバーするために幅広い

内容の項目を集めると，信頼性（内的一貫性）は低く

なってしまう（Loevinger, 1957)。このように，信頼性

と妥当性とは，一方を高めようとするともう片方が低

くなりがちになってしまう傾向にある。こうしたこと

は，帯域幅と忠実度のジレンマ（bandwidth and fidelity
 

dilemma ;Cronbach & Gleser,1965）と呼ばれる。通信理

論における，帯域幅（内容の幅の広さ,すなわち妥当性）と

忠実度（信頼性）の両立の難しさを示した表現である。

こうした問題を受けて，一般的には「心理学で扱う

概念は曖昧なものが多いので，多少信頼性を犠牲にし

ても内容の幅の広い項目を集めることが大切だ」と解

釈されることが多い。しかし，この問題は心理測定モ

デルに照らし合わせて考えてみると，そこまで単純で

はない。Figure 3Aの因子分析モデルを考えてみよう。

このモデルは，共分散構造分析の枠組みで因子分析を

図示したものである。因子分析・共分散構造分析とも

に，尺度研究では非常に頻繁に用いられる。ここで重

要なのは，因子分析モデルにおいて，潜在変数が示す

のは，各指標に「共通する」分散だということである。

したがって，幅の広い項目を集めて尺度を作成したと

しても，個々の項目が持つ独自性は，誤差もしくは独

自因子として，潜在変数からは除外されてしまう。さ

らに，もしこうした独自性が複数項目に共通して存在

するならば，それは誤差相関と見なされるため，モデ

ル自体の適合度も悪くなってしまう（南風原, 2012 を参

照のこと)。すなわち，幅の広い項目を集めるというこ

とは，因子分析や共分散構造分析における潜在変数の

考え方を暗黙に否定していることになるのである。た

とえば，幅の広い項目を集めて尺度を作成し，確証的

因子分析で因子負荷や適合度をもとに項目を精選した

なら，その研究者は項目収集の段階と項目選択の段階

で，相反する前提に基づいて研究を進めていることに

なる。また，幅の広い項目を集めて，共分散分析構造

分析の潜在変数モデルでデータ分析を行うことも，同

じ矛盾を抱えていることになる。こうした独自因子の

問題に対処するには，誤差相関を仮定することや，探

索的共分散構造分析（exploratory structural  equation
 

modeling ; Marsh et al., 2009)・ベイジアン因子分析

（Muthen, 2010）などを導入することが考えられる。だ

が，このような方法はモデルの適合度の改善には役に

立つが，すべての項目に共通する因子が項目間の共通

分散であることには変わりない。つまり，項目の独自

性を反映した単一の潜在変数得点が得られるわけでは

ない。

各項目の独自性を生かした構成概念を捉えるモデル

がないわけではない。これは，原因指標モデル

（causal indicator model ;formative measurement）と呼ば

れる。原因指標モデルとは，Figure 3B から自明のよ

うに，項目が潜在変数の原因として扱われるモデルで
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Ａ：結果指標モデル（通常の因子分析モデル)。ラベルがついていない変数は，誤差もしくは独自因子。Ｂ：原因指標モデル。ラベル
がついていないのは攪乱変数（誤差)。
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ある（Bollen& Lennox,1991)。これに対してFigure 3A

のような通常の因子分析モデルは結果指標モデル

（effect indicator model;reflective measurement）と呼ばれ

ることがある。原因指標モデルの重要なことは，構成

概念が項目の共通部分ではなく，その重みづけ総和

（と攪乱変数）で示されることである 。したがって，

項目間で共通する分散の有無が問題とされない。言い

換えれば，この立場では項目間の内的一貫性がまった

くなくても構わないことになる。そして，Figure 3B

からもわかるように，項目独自の成分もそのまま構成

概念に寄与をしている 。共分散構造分析では，この

モデルはこのままでは識別できないが，構成概念と関

連する基準変数を加えることで識別されるようになる

（Jarvis,Mackenzie,& Podsakoff,2003)。

原因指標モデルの難しさは，その解釈にある

（Howell,Breivik,& Wilcox,2007)。結果指標モデルでは，

構成概念が項目に影響を与えていることが仮定される。

よって，たとえば「外向性が高い人は『他人とおしゃ

べりをするのが楽しい』という項目に高く評定するだ

ろう」という因果の流れをスムーズに理解しやすい。

一方，原因指標モデルでは，項目が概念に影響を与え

るというモデルであるため，直感的な理解が難しい。

また，このモデルではすべての項目が異質で構成概念

に独自の寄与をしていると仮定されている。このとき，

異質の項目がなぜ単一の構成概念を構成できるのかを

正当化することが難しい。こうした特徴から，Bollen

& Lennox（1991）は，態度や性格といった心理的構成

概念でなく，社会経済的地位（socioeconomic status ;

SES）のように，指標（教育水準や収入）そのものが概念

を規定しているような限られた場合に，原因指標モデ

ルを用いることを推奨している。

このように， できるだけ幅の広い項目を集める」

ということは，典型的な項目作成の手続きにも拘わら

ず，それを単一の変数で適切に捉える心理測定学的な

モデルを考えることは，一筋縄ではいかない。言い換

えれば，こうした手続きを厳密に考えると，それを正

当化するロジックを考えるのが難しいのである。 幅

の広い項目を集める」という手続きを否定しているわ

けではないが，こうした手続きにどういったモデルが

想定され，どういう問題点があるのかを自覚すること

は大切だろう。この問題に対する１つの対処法は，測

定する構成概念を事前にできる限り明確に定義するこ

とだと思われる。そうすることで，個々の項目の独自

性というものが，本当にその概念にとって必要なもの

なのかがクリアになるからである。尺度を開発すると

きには，心理学の構成概念は曖昧だからと安易に逃げ

るのではなく，事前にできる限りの検討を行い，自分

の捉えたい概念を精緻化する努力が必要だろう。

個人内相関と個人間相関の区別

妥当性を検証する多くの手続きは，相関に基づいて

いる。その中でももっとも典型的な方法は，多数の人

に対して開発したテストや尺度を実施し，個人間の変

動に基づいて他変数との相関係数を算出することだろ

う。 個人間の変動に基づく」というのは，たとえば

散布図を書いたときに，個々のデータポイントが個人

であるような相関のことである。個人間相関（interin-

dividual correlation）とも呼ばれる。一方，個人内変動

に基づいた相関を考えることも可能である。たとえば，

同一の人に複数の場面で繰り返し測定を行い，場面を

個々のデータポイントにした相関を算出する場合であ

る。つまり，個々人ごとに相関係数が算出されるわけ

である。これを個人内相関（intraindividual correla-

tion）と呼ぶことがある。複数の人に繰り返しの測定

を行うと（日記法や長期的な縦断調査などを用いることが多

い)，個人間相関と個人内相関の両方を算出すること

もできる。階層線形モデル（hierarchical linear model ;

Raudenbush& Bryk,2002）やマルチレベル共分散構造分

析（multilevel structural equation modeling ; Muthen &

Asparouhov, 2008）のように，こうしたデータに対して，

より統計的に洗練された形で両者を扱う方法も提案さ

れている。

個人間相関と個人内相関は何が違うのだろうか。個

人間相関でわかるのは， サンプル集団において，〇

〇の値が相対的に高い人ほど××の値も相対的に高

い」といったように，集団における個人間の相対的な

位置をもとにした変数の関係である。一方，個人内相

関では「個人内で，〇〇の値が高い場合に××の値も

高い」といったように，個人内における変数間の関係

を調べることができる。重要なことに，個人間相関と

個人内相関は多くの場合一致しない（等価になる数学的

条件に関してはHamaker,Dolan,& Molenaar, 2005を参照の

こと)。極端な場合には，相関係数の符号さえも正反

対な場合すらある。つまり，個人間相関から個人内相
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主成分分析と似ているが，攪乱変数（潜在変数への誤差）

が加わっている点が違う。

原因指標モデルのもう１つの特徴は，指標の独自成分が概

念の定義に寄与しているため，項目を加えるごとに潜在変数

の意味が変わってくることである（したがって,項目は過不足

なく選ぶ必要がある)。一方，結果指標モデルでは，モデルが

完全に適合しているならば，指標を増減しても，共通成分は

同じなので，潜在変数の意味は変わらない。



関を推論することは，例外的な状況を除いて難しい。

先に書いたように，妥当性を検証する研究の多くが

（むしろ,相関に基づく心理学研究の多くが)，個人間相関を

用いている。こうした個人間相関に基づいた妥当性の

検討は，多くの研究で当たり前のように繰り返されて

いるため，批判的に問い直されることはあまり多くな

い。しかし，心理測定学で区別されてきた個人間相

関・個人内相関の区別を念頭によく考えると，こうし

た手続きも無批判に受け入れられないことがわかるだ

ろう。心理学とは基本的に「心のはたらき」をモデル

化する学問である。したがって，そこで提案されるモ

デルや理論も個人内のプロセスを扱うことが多い。こ

うした場合には，個人内相関を使うべきであって，個

人間の相関で得られた結果を個人内プロセスの推論に

用いるのは実は本質的におかしい（南風原・小松, 1999 ;

Molenaar & Campbell, 2009 ;吉田, 2002)。実際，両者は

まったく異なる値を取ることもあるのだから，個人間

相関で個人内のプロセスを推論すると，間違った結論

を導き出してしまう可能性もあるわけである。した

がって，妥当性の検証で問われているのが個人内のプ

ロセスなのかどうか，批判的に吟味しながら，目的に

応じたデータ収集を行い，適切なタイプの共変関係を

調べるべきであろう。こうしたことは単純な相関係数

の分析に留まらない。筆者が見る限り，特に因子分析

を行って尺度の構造を調べた時に，研究者はそれを

「人間の内部に存在する特性の構造」として解釈しや

すいように思われる。しかし多くの因子分析は個人間

相関に基づいているのだから，そのような解釈は基本

的に誤りである。そこで得られるのはあくまで「個人

間の回答パターンの構造」であり，それ以上の解釈は

難しい（個人内・個人間の因子分析の比較は, Murayama, El-

liot,& Yamagata,2011などを参照)。

個人内・個人間相関の区別に関して，２つほど筆者

の意見を付記しておきたい。１つは，ここでは個人内

相関の重要性を強調したが，個人間相関を調べる方が

適切な状況も多々あるということである。たとえばあ

る選抜試験の得点が，将来の職業技能の習得を予測す

るという意味でどの程度妥当かを調べる場合のことを

考えよう。この場合，問題になるのは，選抜試験で高

い点をとった人が相対的に職業技能をうまく習得でき

るかという，個人間のランク付けが問題となる。した

がって，個人間相関をもとに妥当性を検証することは

問題ない。また，多くのパーソナリティ変数は，個人

内のプロセスではなく，個人差を説明するために導入

されているものが多い。そういった場合，やはり個人

間相関に基づいて妥当性検証を行うことには問題がな

い。重要なのは，得られた尺度得点から自分が何を解

釈しようとしているのかを批判的に吟味し，適切なタ

イプの相関を選ぶことである。

２つは，個人間相関を用いても，思慮深く検討・分

析を行えば，個人内相関をある程度推論することは可

能になるということである。極端な例として，実験参

加者をランダムに２群に分けて実施した実験を考えよ

う。ここで得られる２群間の平均値の群間差は本質的

には個人間相関である。しかし，この結果から個人内

プロセスを推論できないかというとそうではない。な

ぜなら，ランダム化実験では個人間差に関する交絡変

数がすべて統制されるため，どちらの群に属するかと

いうことに，個人差がまったく関わってこないからで

ある。つまり，個人内のプロセスを推論できるかどう

かというのは，個人間差に関する交絡変数が統制され

ているかどうかの問題であると言い換えることができ

る（個人内相関では,個人の中で相関が算出されるため,個人間

差に関する交絡変数が影響を持たない)。したがって，個人

間の相関を扱っていても，事前に思慮深く交絡変数を

同定・測定し，それを統計的に統制（偏相関分析や重回帰

分析などを用いて）すれば，個人内プロセスにある程度

近づくことは可能である。個人内変動に基づいたデー

タ収集が難しくても，こうした交絡変数を積極的に統

制するといった工夫で，個人内プロセスに関する比較

的強い妥当性の証拠を見つけることが可能になる 。

尺度の不定性

質問紙に典型的なリッカート尺度をはじめ，心理検

査の多くは，尺度（metric）に不定性（arbitrariness）が

ある。尺度の不定性とは，たとえばリッカート尺度で

のある得点が，実際の構成概念の値とどう対応付けら

れるかがわからないことを指す（Blanton & Jaccard,

2006)。概念と測定値のマッピングの問題であるから，

これも妥当性の問題の一種と捉えることができる。尺

度単位の不定性は，心理測定の教科書にもよく記述さ

れていることである。しかし，これが実際の得点の解

釈にどういった影響を及ぼすのかに関しては，それほ

ど議論されていないように思われる。だが，尺度の不
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これと関連したこととして，個人内相関は因果とは違うこ

とも意識する必要があるだろう。個人内変動のデータを測定

したとしても，交絡変数は数多く存在する。ある尺度の得点

を因果的なモデルで解釈したいなら，個人内変動のデータで

あっても交絡変数には注意を払う必要がある。こうした一連

の議論からわかるように，個人間相関，個人内相関，そして

因果は完全に別のものではなく，交絡変数という視点から連

続線上にあるものだと考えることもできる。
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定性の問題は，注意をしないと，思わぬ大きな落とし

穴にはまる可能性がある。

たとえば，２要因（2×2）の分散分析を行い，ある

尺度得点を従属変数に用いたところ，Figure 4Aのよ

うな仮説通りの有意な交互作用が得られたとしよう。

実際の研究でもよくみられるパターンである 。群１

では条件の効果がみられ，群２では，条件の効果がわ

ずかにはあるがその差が有意ではない。これは一見嬉

しいニュースである。ここで，この観測得点（尺度得

点）と背後にある潜在変数（構成概念）の真の得点との

関係がFigure 4Bのような関数であったとする。こ

うした形状の非線形関数は，項目反応理論のテスト特

性曲線でも比較的よくみられる形であり，決して非現

実的な仮定ではない。この関数を適用して，潜在変数

の得点を同じ形でグラフにしたのがFigure 4Cである。

観測得点で見られた交互作用が，潜在変数においては

消失していることがわかるだろう。条件の効果が，群

１と群２の両方において，同程度みられるようになっ

ている。一見仮説を支持していたかのようにみえた交

互作用は，尺度得点と潜在変数の非線形関係によって

生み出されたアーティファクトだったと考えることが

できる。こうした現象は，心理尺度が端から端まで一

様ではなく，識別に敏感な能力の範囲というものが存

在するために生じる（Embretson,1996)。

上の例では，構成概念と測定値との対応の非線形性

が問題になったが，尺度の不定性が持つ落とし穴はそ

れだけではない。尺度の「原点」「基準」が不明確な

ことも，特に異質のグループ間比較を行う際に，思わ

ぬ結果を生み出すことがある。たとえば学業的な能力

の自己認知（学業的自己概念 ;academic self-concept）に関

する質問紙を作成したとする。この質問紙を，進学校

であるＡ高校と，それよりは少し偏差値の低いＢ高校

の生徒の尺度得点の平均値を比較した。Ａ高校の偏差

値が高いのであるから，この尺度の値もＡ高校で高く

なるはずである。この予測は適切だろうか。

人は「1.まったく当てはまらない」－「5.非常に当

てはまる」といったリッカート尺度に回答するとき，

頭のなかでその構成概念の絶対値を正確に読み取って

回答するわけではない。むしろ，絶対的な値を読み取
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実際，著者自身の論文でも同じパターンの交互作用が得ら

れている（Murayama & Kuhbandner, 2011）。ただし，尺

度の不定性の問題は追加分析によって解決している。

Figure 4
Ａ：観測得点で得られた条件×群の交互作用。Ｂ：観測得点と潜在変数の真の得点との対応関係を示す関数。Ｃ：Figure 4Aの観測得
点を Figure 4B の関数に当てはめて，条件と群ごとに潜在変数の真の得点をプロットした結果。観測得点で得られた交互作用が消失
している。



ることなど不可能である。多くの場合，何らかの「基

準」を設定し，その相対的な関係に基づいて評定を行

う（Schwarz & Sudman, 1996)。確かに学業能力の絶対

値はＡ高校の方が高いかもしれない。しかし，高い学

業能力の人間に囲まれた生徒は，そうした人たちを能

力判断の基準にしてしまうため，自分の学業的な能力

を低く評定してしまう可能性がある。逆にB高校の

生徒は，周りの人たちのレベルが高くない分，自分の

学業的な能力を高めに評定してしまうだろう。した

がって，この例で述べたような予測は，尺度の不定性

の問題を考えると，適切とは言い難い。実際，学業的

自己概念は，個人の能力を統制すると，学業成績が全

体的に高い学校にいる生徒ほど，むしろ学業的自己概

念が低いことが繰り返し示されている（井の中の蛙効果;

big-fish-little-pond effect ;Marsh & Hau, 2004 ;日本語のレ

ビューとして,外山, 2008)。こうしたことは特に異文化間

で質問紙尺度の平均値を比較する場合に問題になる。

たとえばPISAなどの国際学力テストの結果が発表さ

れるたびに，日本人の学業意欲の低さが指摘される。

しかし，これもこうした質問紙への回答プロセスを考

えると，国の平均値差を鵜呑みにはできない。実際，

理想的な教育としてよく引き合いに出されるフィンラ

ンドも，意欲の平均得点は決して高くないのである

（詳しい議論は村山, 2011を参照。また,社会心理学での例とし

てHeine,Lehman,Peng,& Greenholtz,2002)。

妥当性というと， 測りたい構成概念が測定されて

いるか」の部分に注意が向き， 実際の尺度得点との

対応関係」という尺度の不定性の問題にまで意識が向

きにくい。しかし，尺度の不定性も，尺度得点の解釈

を適切に行うために不可欠の視点であることは常に意

識する必要があるだろう。

終わりに

本稿では，妥当性概念の歴史的変遷を辿り，心理測

定学の観点から，妥当性に関するいくつかの問題を議

論した。妥当性のトピックは尽きることがない。しか

しそこに共通するのは「批判的に考える」ことである。

今回論じたことを足掛かりに，自分の研究における測

定方法を批判的に見直して欲しい。そうすることが，

妥当性をより深く理解するための最善の方法である。
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