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気質質問紙作成の試み

坂 野 登

Reconstructing Strelau's Temperament Questionnaires 

SAKANO Noboru 

『はじめに」

パプロフが条件反射の実験を行っていくうちに，被験動物である犬にも個体差があることを認

識し，高次神経系の基本原則である神経系の興奮過程と抑制過程の強さ，両者の平衡性，それに

両者の相互移行の速さとしての易動性を基にして，いわゆる神経系の型分類を行ったことはよく

知られた事実である。しかしこれらの型分類の作業の中で， 日常生活の中で示される行動とは異

なった行動が実験台上で見られることに注目し， 行動の元型 (genotype) と現象型 (pheno-

type) とを区別しなければならないことを強調したことはあまり知られていない。 例えば日常

生活では非常に活発な犬が，実験台に上るとすぐに眠り込んでしまったりするという予想できな

い行動がでてきたりしたのであった。

このような犬の一見矛盾するように見える行動は，例えば適度の覚醒水準を維持するために絶

えず新しい剌激を求めるような型の犬に特徴的に観察することができる。このような結果は，新

しい刺激を求めることが不可能な実験室内では覚醒水準が維持できなくなって，覚醒水準が低下

した結果として眠り込んだりしてしまうものと解釈することができる。犬の場合でもこのような

具合であるから，より複雑な行動形態をもっている人間の場合には，行動の元型と現象型との

ギャップは大きく，現象型から元型を推測することは容易なことではない。

パプロフによる高次神経系の型は，心理学的にはいわゆる気質の概念にほぼ等しいと考えて差

し支えない。ソビエトの心理学者の中でパプロフの高次神経系の型学説を人間の型分類に適用し

ようと試みたのは，チェプロフ (1984)およびニェプィリーツィン (Nebylitsyn,1972)であっ

たが，日常生活の中の行動から神経系の型を推測する際には十二分の注意が必要であることを彼

らは強調していた。これは，神経系の型を質問紙によって測定しようとする際に特に考慮しなけ

ればならない事柄である。

ポーランドの心理学者のストレロー (Strelau,1972) は， 質問紙によるパプロフ学説による

高次神経系の型分類を試み， （l）興奮の強さ (2)抑制の強さ (3)易動性の 3尺度からなる

134問の気質質問紙を作成している。 この質問紙はその後因子分析によってその内容的妥当性の

検討 (Carlier,1985)やその構成概念妥当性の検討 (Gilliland,1985)が行われているが，質問

- 24 -



坂野：気質質問紙作成の試み

紙の構成そのものについての再検討はまだ行われていない。他方この質問紙は， 日本版が塩見

(1986) によって作成され因子分析などの方法でその妥当性が検討されているが， 塩見が用いた

項目はストレローに全く忠実であって質問項目そのものを問題にしたものではない。

気質の元型と現象型とを，質問紙の構成およびそれに対する回答の因子構造の中から区別する

ことは困難な作業であるが，一つの可能性はより生理的な水準での質問項目をそれらの中から選

ぶことであり， もう一つの可能性は得られた因子別の項目を検討することにより，生理的水準の

項目とより心理的な水準の項目とを区別し，そこから元型と現象型との区別を行おうとする方向

である。本研究では主にこの後者の方法から検討されることになるが，最終的には，より実験室

的実験の中で，生理学的水準からより高次の心理学的水準の指標を操作し，質問紙との関連を見

ていくという方法が必要となってくるであろう。

本研究は，パプロフの型学説を基にストレローの気質質問紙を改編し，新たな質問紙を作成す

ることをその目的としている。ところでパブロフは高次神経型の型分類とは別に，信号系学説を

基にした二つの認知様式を提出した。しかしこの認知の型についての概念は，高次神経系の型と

は理論的には独立したものであって，高次神経系の型が行動の垂直的な階層構造と関係している

のに対して，認知の型は水平的な階層構造と関係しているものと考えてよい（坂野， 1970)。認

知様式の型は， 思索・芸術家型認知様式質問紙 (20項目）として伊田・坂野 (1988) によって

すでに妥当性と信頼性の検討を終えているので， この質問紙を同時に施行し高次神経系の型と認

知様式の型の独立性の問題を併せて検討することとした。

『方法』

教員養成系の 1つの大学と， 2つの総合大学の教員養成系教育学部の学生計 800名（女 550,

男250)を対象に， 80項目の質問紙調査を集団的に施行した。その内訳は認知様式に関するもの

が32項目， 気質に関する質問が 48項目であった。認知様式に関するものの内 20項目は従来の

認知様式質問紙であるが，残りの 12項目の内 10項目は Paivioand Harshman (1983)から，

2項目は認知様式質問紙の作成過程で省かれてしまった夢に関する質問を選んだ。気質に関する

ものの内 43項目の基本は， ストレローの項目から選びその一部改変したものであるが， 残りの

5項目はおかだ (1958) による高次神経系の型学説のまとめを参考にして作成された。 回答は

「はい」「？」「いいえ」の 3件法を用い，尺度に合致する回答には 2点，「？」には 1点を与えた。

『結果と考察』

1 80問の分析結果：

まず大ざっぱに 80問の質問紙の因子構造を検討し，不要な項目を省くためにピアソンの積率

相関係数を直接的に 3件法から算出し主因子法による因子分析を行った。本来ならば 4分相関係

数を算出すべきであったが，積率相関係数を用いた場合と，基本的には因子構造が異ならないこ

とが私たちがこれまで行ってきた多くの事例からの経験によって明かであるので，第一段階では

簡便法として積率相関係数を用い，最終段階で 4分相関係数を用いた因子分析を行うことにした。
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因子数を特に指定せずに因子分析を行ったところ， 固有値 1.0以上の因子数 24を得た。 因子

負荷量 0.3以上のものの結果を表 lに示しておいた。表では因子負荷量が 2つ以上の因子にまた

がっている場合には，最も負荷量の高い因子番号の中ににその質問項目をいれ，それ以外の因子

負荷量をその右に記し括弧内に因子番号を記すことにした。 また表には， 最終の因子分析（表

2) で採用された質問項目がゴチック体で， そして左にその因子名が略号で示されている。 M

は慣れの速さ・易動性， Eは興奮の集中性， Cは行動・思考の調節， Iは衝動・行動の抑制因子

をそれぞれ表している。

表から明らかなように，認知様式と気質に関する項目はきれいに分離され，独自の因子構造を

形作っている。認知様式には新たに 12項目が追加されたが， 夢の因子を除いて新たな因子が出

現することはなく， また従来の 20問のみを用いて因子分析を行ったところ， 従来の因子構造と

ほぼ同一の 2因子構造を得ることができ，認知様式質問紙の信頼性の高さを裏付けた結果となっ

た。

第 1因子の易動性， 第5因子および第 9因子の行動のコントロール， 第7因子および第 12因

子の興奮の集中性，それに第 10因子および第 16因子の行動の抑制に関する因子はよくまとまっ

ていて， それに他の因子群に属する関係する項目が加わって， 最終的に決定された 28項目での

質問項目でのそれぞれの尺度での質問項目を構成している。

2 最終的質問紙の作成：

次に表 1の質問項目の中から認知様式に関する質問項目を除外し，気質に関する質問項目の中

から 4つの尺度に属するもので解釈可能であるような 32項目を選んで，最終的な質問項目の選

定へと進んだ。項目ごとに「はい」「いいえ」の回答のうちで頻度の少ない方へ「？」の回答を加

えて項目間の 4分相関係数を算出し，それに基づき主因子法による因子分析を行った。因子数は

80項目の因子分析の結果および固有値の変化を参考として 4因子と指定したが， 3因子とした

場合には興奮の集中性と調節性因子とが分離されない形で抽出された。この結果は両因子の間の

密接な関係を示唆したものといえるだろう。

32項目での因子分析の結果， 因子負荷量が低い項目がでてきたのでそれを除外し， 様々な組

み合わせの下で因子分析を行い，それぞれの因子に最も負荷量の多い項目数が因子ごとになるべ

く同数になるように工夫した。最終的には表 2に示されたような 28項目が残った。表 2にはバ

リマックス回転後の因子構造が示されているが， 32項目から除外された 4項目には＊印がつけ

てある。表の左側のローマ字の略号はストレローによる因子分類であり，数字はストレローによ

る134項目の項目番号である。番号の記されていない項目は本研究で新たに追加した項目である。

なお各因子別の得点が男女および専攻領域ごとに表 3に示されているが，性差および専攻差は認

められていない。この結果は，気質が性や専攻を越えた特徴であることを物語っている。

次に因子別の検討にはいる。表 2から明らかなように，易動性因子はストレローが用いたもの

と同一の項目が残ったが，同時に因子構造が明確でなかったために用いられなかった易動性項目

もかなりある。どちらかといえば今回採択された項目は，新しい習慣への慣れといった行動の傾

向が問題となっているのに対して，捨てられた項目は，腿奮と抑制のすばやい交代という観点か

らみた易動性が問題であったといえるようである。易動性因子項目の中には，行動・思考の調節
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表1 認知様式・気質質問紙 •8 0問因子分析結果

因子

2 3
 

因子 1ー易動性 (1)

M 3合宿や旅行などでの新しいスケジュールにはすぐ慣れるほ
うである..................................................................... .61 

M 10新し tヽ 環境にもすぐに慣れるほうである...…………………… .82 
M 12他の人たちのやり方にすぐさま合わせて仕事をするのは難

しtヽ...........................................................................-.41 

M 23初めて経験するような集まりに出てもすぐに慣れるほうで
ある・・・・・・・・・・・・•.．．．．．．．．．.．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．..．．.．... ．67 

M 31誰とでもすぐ親しくなれる・............................................ .62 

M 41勉強や仕事をする場所を変えるとひどく落ちつかない……・・ -．36 
45試験やスポーツの試合など緊張するようなことはとても苦

手である.....................................................................-.30 

因子2一認知様式（尺度2)

20歴史や地理の時間では，出来事をありありと目の前に思い
浮かべることができる................................................... .80 

* 33小説を読んでいると，描かれている風景や部屋が絵のよう
に思しヽ浮かんでくることがよくある................................. .49 

48歴史や地理の時間では，具体的な事実をよくとらえ出来事
を生き生きと述べることができる・・・・・・・・・・・・・・・・•…,....．.．...．．．.． ．69 

52作文を書くときに，見聞きしたものを生き生きと感情を込
めて具体的に印象的に書くことは少なしヽ....・・・・・・・...…•,．．．．．．.． -.30

* 54何かを記憶するときには具体的なイメージや像をよく利用

する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ .39 
58文学． 歴史， 社会， 芸術が好きである・・・・・，．．．．．．．．．．．．．．．..…•... .50 

* 78誰かがその人に起きた出来事について話すのを聞いている

と，自分もその出来事を心の中にありありと思い浮かべて
しヽることがある............................................................-.44 

.39(13) 

.30(14) 

.55(21) 

-.46(19) 

.31(4) 

.33(10) 

.34(4) 

因子3一認知様式（尺度1)

* 7問題の一部を頭の中で像として思い描くことによって問題

の解けることがよくある・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・--・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ .27 
11作文を書くときは，見聞きしたものを抽象的に一般的なこ

ととして述べることが多し＼．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．31 

13分析したり体系としてまとめることが得意で，抽象的な考
えをすることが多し＼...................................................... .68 

16抽象的なことをつかむのが苦手で，理論的な説明もあまり
できなしヽ・・・・・•.．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．.．．．．．．．．．．．．．．．．．.．．.．.．．.．．... ．70 

27見たり聞いたりしたものを細かく分析するたちである……… ．55 
32理論的な科学が好きである・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ .67 

** 68説明は辛抱強くするほうである・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ .34 

因子4一認知様式（尺度2)

6感受性は高しヽほうである・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ .73 
60空想の内容がしばしば大変あざやかなので，実際にその場

面を経験してしヽるかのように感じられる•••……………………-．38 .33(2) 
64想像力は豊かなほうである・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ .55 .32(2) 
70感じやすく気持ちの動きが大きいほうである………………… ．74 

.27(11) 

-.31(19).46(21) 
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因子5一行動のコントロール (1)

1眠りに落ちる前にその日の出来事を思い浮かべていること
がよくある.................................................................. .33 

C 26 劣等感に悩まされることがよくある…·…·………•..…...…•... .51 
C 29自分の意見や態度は．ふだん周囲の人たちに影響されるこ

とが多 tヽ..................................................................... .60 

55いらいらしているときには，関係のないことにまで腹をた
てることがよくある・・•.．.．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．.．．．．．．．．．．．．．． .36 

C 56重大な場面では声が思うように出なくなる…………………… ．46 
C 57物事の決断は速tヽほうである..........................................-.34 

62何か困難に出会うと計画をあきらめることがよくある……… ．33 
73笑うのが場違いだとわかっていてもつい笑ってしまうこと

がよくある・................................................................. .39 

因子6一認知様式（尺度2)と言葉の使用 (1)

** 50エチケットやマナーを守るのはそれほど難しいことではない… ．38 
** 66小説を読むのは速しヽほうだと思う・・.................................. .36 

** 71ふだん話をするときに使う言葉の種類（語い）は多いほう
である・・・・・・・・................................................................ .72 

72言葉の使しヽ方は流暢なほうである.....…・・・・・・・・...…・・・・・・...….. .69 

80新ししヽ言葉を覚えるのが楽しみである………………………… ．41 

因子7一興奮の集中性 (1)

E 8 どれだけ長い時間でも仕事に集中することができる………… ．78 
E 22単調な仕事を続けるとすぐに退屈になったり眠くなったりする…― .42
E 44休憩なしで長い時間勉強や仕事を続けることができる……… ．71 

因子8ー夢

14夢の各部分はお互いに関連なくばらばらで前後の関連のな
しヽものが多しヽ•.．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．.．．．．．．．．．．．．.．．．．．.．． ．76 

36夢はどちらかといえば映画のようなはっきりした印象はな
＜断片的でとりとめがなしヽ............................................. .80 

47夢はあまり見なしヽほうである・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ .27 
69夢ははっきり生き生きとしてしヽる....................................-.50 

因子9一行動のコントロール (2)

C 17自分の問題は大体自分で解決するほうである………………… ．38 
C 18人生のコースを変えるかも知れない重大な発表を待ってい

るときでも平静を保てる・•..．．．．．．．．．.......．..．．．.．.．．.．........．....．. .72 

C 30困難な状況にあっても平静を保つことができる……………… ．64 

因子10一行動の抑制

I 35 内緒話を人にもらさずにいることはとても難しい……………— .33
I 63 長しヽ列で静かに待って t ヽることができる•…….....……...…•・・ ．71 
I 65誰かに仕事を頼んだときには終わるまで静かに待つことが

できる........................................................................ .60 

因子11一易動性 (2)

28 すばやい動作を必要とするような仕事が好きである·………•• .41 
E 37一つの仕事から他の仕事への頭の切り換えはスムーズにい

くほうである•.．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．.．．．．．．．．．．．．．..．.．．．．． ．35 

38それほど苦労せずに同時に二つ以上の作業をすることができる… ．52 
39 仕事をするときは時間をかけてじっくりと取り組むほうである…— .45

I 77自分より仕事のテンポの遅すぎる人に合わせるのは難しい・・ ．41 
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因子12一興奮の集中性 (2)

E 19誰かと話をしていても時間がくればすぐに勉強や仕事を始
めることができる・・....................................................... .82 

E 42時間になればすぐさま会話を中断することができる………… ．80 

因子13一興奮の集中性 (3)

2前の晩ほとんど寝ていなくてもいつもと同じように仕事を

することができる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ .62 
49ちょっと休むと仕事の疲れはとれるほうである……………… ．56 

E 53一日中働いた後で夜仕事をしてもそれほど苦にならない…… ．47 .30(7) 
61朝いつもの時刻より早く起きるにはひどく苦労するほうで

ある・・・・・......................................................................-.49 

因子14一認知様式（尺度2)と言葉の使用 (2)

M 15 大勢の人たちに話しかけるような仕事が好きである……•…•• .76 .30(1) 
67言葉を使わなければならない仕事をするのが好きである…… ．75 

因子15ーテレビやラジオの影響

21ラジオやテレビの音はそれほど勉強や仕事のさまたげには
ならなし＼．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．83 

51ラジオを聞きながら本を読んでもあまり苦にならない……… ．81 

因子16ー衝動の抑制と認知様式 (l)

I 5何かとてもやりたいことがあっても してもよいと言われ

るまでは自分の行動をひかえることができる………………… ．45 
I 9前もって考えずに行動してしまおうとするような衝動を抑

えることができる......................................................... .59 

** 34心の中で思い浮かべるものは具体的なことがらが多い……… ．51 

因子17一認知様式（尺度 1)

25見たもの聞いたものに対してそのまま直接受け止めること
が多し＼．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．77 

79自然や自分の身の回りの出来事を実際あるがままに受け
取ることが多し＼．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．79 

その他気質に関する因子18-24まで

場面が次々につながるような夢を見ることが多い………….. • 75(18) 
** 40作文を書くときの文章の流れは，直接受けた印象や自分の

気持ちの移りゆきに従って書くことが多しい…………………・ .48(19) 
75一つの場面がある程度続くと次には別の場面の夢にという

76ようにいろいろな作業を必要とするような仕事が好きである… ．53(19) 
24論争に熱が入ったときにも静かに議論することができる…… ．41(20) .37(9) 

I 74不平を言うぺきでないときには誰にもそれを言わずにいる
ことができる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・•.．．．．．．．．．．．．．．．．．...．．．．.．.．．.．.．.．．．. ．60(20) 

4一つの仕事に没頭しているときには，それが終わるまでは
他のことは手につかなしヽほうである・・・•............................. .76(22) 

46変化や気晴らしがひんぱんにあるほうが好きである………… ．55(22) 
* 43心の中で映像に置き換えて考えられる人はいないと思う…… ．78(23) 

59夜は長しヽ 間ぐっすりと眠れるほうである・・・・・..…....….......... . 77(24) 

注：表中の番号は質問紙での番号を表し，またゴチック体の項目は最終的に採用された項目，そしてローマ字はその
因子名であるである。 Mは因子 1の慣れの速さ・易動性， Eは因子 2の興奮の集中性， Cは因子 3の行動・思考
の調節， Iは因子4の衝動・行動の抑制の因子をそれぞれ示している。さらに＊印は認知様式の追加された項目，
また＊ ＊印は分類された因子の中での異なるカテゴリー（認知様式と気質）に属する項目を表している。
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表 2 最終的に採用された 28項目の質問紙とその因子構造

因子 2
 

3
 

4
 

h 2 

因子 1一慣れの速さ・易動性 (Mobility)

116-M合宿や旅行などでの新しいスケジュールにはすぐ慣れる
ほうである・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． .65 .07 .05 .11 .45 

54-M新ししヽ環境にもすぐに慣れるほうである………………………… .87 -.03 .13 .03 .78 

100-M他の人たちのやり方にすぐさま合わせて仕事をするのは
難ししヽ·・・・・・・・•.．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． -52 -.13 .17 -.30 .40 

119-M大勢の人たちに話しかけるような仕事が好きである…………… .37 .07 .17 -.21 .22 

32-M初めて経験するような集まりに出てもすぐに慣れるほう
である・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． .70 .09 .33 .13 .63 

1-M誰とでもすぐ親しくなれる・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． .72 -.09 .14 .01 .55 

M 勉強や仕事をする場所を変えるとひどく落ちつかない………… ―.32 -.05 -.04 -.19 .14 

因子 2一興奮の集中性 (Concentrationof Excitation) 

73-E どれだけ長い時間でも仕事に集中することができる…………… ―.03 .79 .10 -.02 .64 

1誰かと話をしていても時間がくればすぐに勉強や仕事を
始めることができる・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． .01 .49 .21 .29 .37 

14-M単調な仕事を続けるとすぐに退屈になったり眠くなった
りする........................................................................... -.07 -.47 -11 -.14 .26 

64-M一つの仕事から他の仕事への頭の切り換えはスムーズに
しヽくほうである・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． .36 .37 19 .24 .35 

99-I時間になればすぐさま会話を中断することができる…………… ―.03 .44 .14 .36 .35 

82-E休憩なしで長い時間勉強や仕事を続けることができる………… .07 79 .13 -.02 .65 

45-E一日中働いた後で夜仕事をしてもそれほど苦にならない……… 20 38 .27 .02 25 

因子 3一行動・思考の調節 (Controlof Behavior) 

58-E 自分の問題は大体自分で解決するほうである…………………… 04 11 .46 .17 26 

27-I人生のコースを変えるかも知れない重大な発表を待って
＼ヽるときでも平静を保てる・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． .00 29 .50 17 .36 

E 劣等感に悩まされることがよくある・・ •……....•………•• •………• -.24 -06 -.46 .02 28 

22-M自分の意見や態度はふだん周囲の人たちに影響されるこ
とが多し‘.．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．.．．.．．．．．．．．．．．.．.．. .04 -15 -.65 .03 .44 

75-I困難な状況にあっても平静を保つことができる………………… .01 .35 .60 .27 56 

123-E重大な場面では声が思うように出なくなる……………………… —.29 -08 -.52 05 .37 

M 物事の決断は速しヽほうである…..…...…·…..…..…………·……• 26 .06 .54 .06 36 

因子 4ー衝動・行動の抑制 (Inhibitionof Impulse and Behavior) 

2-I何かとてもやりたいことがあってもしてもよいと言われ

るまでは自分の行動をひかえることができる…………………… ―.03 .13 -.03 .56 33 

50-I前もって考えずに行動してしまおうとするような衝動を
抑えることができる・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． .06 12 .18 .51 .31 

10-I内緒話を人にもらさずにいることはとても難しい……………… .00 -.11 -.13 -.48 26 

108-I 長しヽ列で静かに待ってしヽることができる••………..…•…..…·・・・・ .14 .15 -.10 48 29 

8-I誰かに仕事を頼んだときには終わるまで静かに待っこと
ができる・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． .02 .07 .02 .65 .42 

109-I不平を言うべきでないときには誰にもそれを言わずにい
ることができる............................................................... .03 .02 .16 .50 .28 

90-I 自分より仕事のテンポの遅すぎる人に合わせるのは難しい…… ―.03 .10 .11 -41 .19 

Percent of Variance 17.6 9.6 7.1 4.1 
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因子構造が未分化かまたは因子負荷量の少ないため除外した項目

*44-M論争に熱が入ったときにも静かに議論することができる

46-M小説を読むのは速いはうだと思う

49-M朝いつもの時刻より早く起きるにはひどく苦労するほうである

55-M変化や気晴らしがひんぱんにあるほうが好きである

*74-Mすばやい動作を必要とするような仕事が好きである

93-Mそれほど苦労せずに同時に二つ以上の作業をすることができる

95-Mいろいろな作業を必要とするような仕事が好きである

M 仕事をするときは時間をかけてじっくりと取り組むほうである

3-E ちょっと休むと仕事の疲れはとれるほうである

47-E何か困難に出会うと計画をあきらめることがよくある

51-E ラジオやテレビの音はそれほど勉強や仕事のさまたげにはならない

51-E ラジオを聞きながら本を読んでもあまり苦にならない

81-E前の晩ほとんど寝ていなくてもいつもと同じように仕事をすることができる

E試験やスポーツの試合など緊張するようなことはとても苦手である

* 12-I説明は辛抱強くするほうである

17-I いらいらしているときには関係のないことにまで腹をたてることがよくある

34-I一つの仕事に没頭しているときにはそれが終わるまでは他のことは手につかないほうである

* 103-I笑うのが場違いだとわかっていてもつい笑ってしまうことがよくある

129-I エチケットやマナーを守るのはそれほど難しいことではない

I夜は長い間ぐっすりと眠れるほうである

注：ローマ字はストレローによる因子名，数字はストレローのオリジナル版での番号を示している。また＊印は32項

目の因子分析の際に除かれた項目である。

表 3 気質質問紙の各因子別平均得点および標準偏差

易動性 興奮性 コントロール 抑制性

男子文系 6.49 4.39 6.73 8.13 
N=82 (3.48) (3.35) (4.70) (3.71) 

男子理系 6.89 4.20 7.28 8.83 
N=103 (3.26) (3.23) (3.50) (3.22) 

女子文系 6.92 4.94 5.67 9.05 
N=270 (3.44) (3.39) (3.29) (3.33) 

女子理系 7.07 5.51 6.19 9.01 
N=69 (3.27) (3.83) (3.05) (3.33) 

と衝動・行動の抑制の尺度に 0.3以上の負荷量をもった項目がそれぞれ lつづつあり， 相互の関

連性の深さを示唆している。

第2因子の興奮の集中性では Eが3項目， IとM とがそれぞれ 2項目と， ストレローの全て

の因子が混じりあった結果となった。 しかし各項目を検討してみると， 「頭の切り換えはスムー

ズ」のストレローでは易動性に属していた項目は，同様に因子 lへも因子 2と同等の負荷を示し，

また「時間になれば会話を中断」のストレローによる抑制性の項目も因子 4への負荷量が見られ，

ストレローの結果と矛盾するものではない。これらの因子が相互に関連をもちながら，全てが興

奮の集中性としてまとめ上げられるものと考えることができよう。易動性と異なる点は，適応の

速さが慣れによるのではなくて，要求された課題への興奮の集中にある。抑制性と異なる点は同
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様に， これまでしていたことの中断（抑制）のほうに重点があるのではなくて，要求された新し

い課題への集中のほうに視点が置かれているといえるだろう。

第3因子の行動・思考の調節の因子は，第 4因子の抑制の因子を基礎にしながら，行動を調節

するといったより心理的な要因が加わったものであると考えることができる。第 3因子は第 2因

子と同様に，ストレローによる全ての因子によって構成され， Eが3項目， IとM とがそれぞれ

2項目となった。第 2因子との違いは，第 2因子がより生理的な気質の側面と関係していたのに

対し，第 3因子はより心理的な気質の側面がでてきているといえるだろう。従ってこの因子では，

興奮と抑制の両過程の調節を基にした，より心理的な調節過程が全面にでていることになる。

第 2，第 3因子と違って第4因子の衝動・行動の抑制の因子は，全てストレローによる抑制性

因子項目であり，またその因子構造は他から相対的に独立したものであった。この因子も第 2因

子同様生理的水準での抑制過程であるように思えるが，第 2因子の興奮の集中性との違いは，

興奮性と抑制性のどちらが全面にでてきているかにある。ここでいう興奮と抑制の強さとは，無

条件反射性の興奮や抑制ではなくて条件反射性の興奮と抑制であり， このような意味からしても

無条件反射性の興奮や抑制と異なって両者は相補的な関係にある。

測定された気質の，生理一心理的な階層関係という観点からもう一度振り返ってみたい。まだ

述べていなかった第 1因子の慣れの速さ・易動性の因子は，習慣というようなより心理的・社会

的水準のものである。全体的に見ると第 2' 第 4 因子がより生物学的•生理的水準のものである

のに対して，第 1' 第3因子がより心理的・社会的水準のものであるということができるが，今

回の質問紙によって気質のこのような異なった階層を抽出できたのは，質問紙としては成功で

あった。また理論的にも，因子別の階層的な区分は納得できるものである。

今回の質問紙は，気質の生得的側面と獲得的側面という観点から検討することも可能である。

これは生物学的・生理的水準と，心理的・社会的水準というこれまで行ってきた区別を，違った

観点から見直したものであるといえよう。パプロフは高次神経系の型は，両者の融合した合金の

ようなものであると考えていた。すでに検討してきたように，気質の生得的側面と獲得的側面と

のまさに合金として質問紙の中に示すことができたといえるであろう。今後の課題として，実験

室的状況下での生理・心理的測度との関連をみることからこのことを確証することが必要となる

であろう。

最後にストレローの質問項目だけに依拠せず，パプロフの考えを参照した項目を追加したこと

の成果について触れておきたい。質問紙を構成している 28項目中， 易動性因子に 1項目，腿奮

性因子に 1項目，調節性因子に 2項目の計4項目であった。新たに追加された 5項目中 4項目が

残り，ストレローによる質問紙43項目中 19項目が除外されたことを考えると，パプロフの学説

にに依拠して新たな項目を追加したことの意味は大きいものであった。

今後の研究課題として信頼性の検討がまず要請されるが，同時に他のテストとの関連や神経心

理学的•生理心理学的指標との関連を見ることによりその妥当性の検討を行っていく必要がある。
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