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個人志向性・社会志向性—PN—尺度の

臨床診断における有効性の検討

伊藤美奈子

A study of examination on validity of individual and social -PN-

orientedness scale as diagnostic method for psychopathological traits 

ITO Minako 

人格の成熟をとらえるものとして，これまで多くの概念が提唱され， さまざまな理論が構築さ

れてきた． Freud,JungやRogersをはじめとする臨床理論は，治療関係の中で次第に変化して

いく人格の成熟過程を明らかにすることを主眼としてきた．一方， Klein派の理論を発展させた

Fairbairnや， Freudの流れを受け早期乳幼児の自己の発達を理論化した Mahlerは，乳幼児期の

自我の形成過程をつぶさに観察し，対象関係論の視点に立った発達臨床理論を提起している。こ

れら 2つの流れを取り込みつつも独自の立場を取る Storr (1960) は，主として個人の内部のカ

動的変化に関心を抱いた Jungの個性化理論と，対象関係の内在化という観点から独自の考えを

展開した Fairbairnの対象関係理論とを結び付ける形で，人格の成熟過程を考察している。それ

によると‘‘個人そのものの発達と，他人に対するその個人の関係の発達は，互いに不可分に結び

付いたもの”であり，自己実現（個性化）と成熟した依存性（対人関係）の獲得とは，相互補完

的な関係にあるとされる。ここでいう自己実現とは“個人がおのれの人格の可能性を余すところ

なく実現した，最も個性的で統合された状態”を意味し，成熟した依存とは“分化をとげた個人

が，さまざまに分化した対象と協働的関係を維持することの能力”(Fairbairn, 1952) として特

徴づけられる。ただし，人格の成熟という連続的な過程を考えるためには，たとえ“仮説的な構

築物＂であっても，ともかく“一つの終点と一つの起点がそなわっていなければならない "(Storr,

1960)。人格の成熟の終点が，自己実現と成熟した依存性であるとすれば，もう一方の極にはど

ういう状態が想定されるのであろうか。

ところで伊藤 (1993a)では，自己実現と社会適応（成熟した対人関係）という両概念の posi-

tiveな面に注目し，個人志向性・社会志向性という概念を定義した。さらにこれらを測定するた

めの尺度を構成し，その信頼性・妥当性を検討した。その後の調壺研究の結果，この尺度が発達

や適応の指標として有効であることが検証されている（伊藤， 1993b・ 1993c)。この志向性理論

によると，健康な発達過程は両志向性得点の共存的な高まりとして説明される。しかし，志向性

得点の高低のみに注目すると直線的な発達図式に結び付きやすい。身体的な成長が数値的に表わ

せるのとは異なり，心の成熟過程を未熟から成熟へという図式で考える場合，これら“起点＂と

“終点”の質的な差巽に注目することが必要になる。
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そこで伊藤（未公刊）では，“発達や適応という positiveな方向性を持つものとして定義され

た志向性概念を，情緒的不安定や行動的不適応という negativeな側面をも含み込んだ概念にまで

広げる”ことを目的として，個人志向性・社会志向性 N尺度を作成し，その信頻性と妥当性を

検討した。前者は，極度な個人主義や自分勝手（エゴイズム）が前面に出て，利己性や特権意識，

あるいは共感の欠如を特徴とする自己愛的性格を示す。一方後者は，“他者の期待や欲望を同一

化的に借り着した＂ （齋藤， 1984) かのような，他者への一方的な依存や従属，あるいは追従と

いう未熟な対人関係を特徴とする。これらの定義をもとに，個人志向性・社会志向性尺度（伊藤，

1993a :志向性 P尺度と呼ぶ）を補足する志向性 N尺度が作成され，一定の手続きに従い侶頻性

が確認された。さらに MPI （モーズレイ性格検査）との関連を調べた結果，この尺度の併存的

妥当性，および構成概念妥当性が検証されている。ただし，本尺度を臨床像の診断基準として使

用するためには，精神病理的な特性との関連を検討する必要があろう。

目的

そこで本研究では，さまざまな精神病理が，志向性ーPN＿尺度得点にどう表現されるのかを明

らかにすることにより，この志向性ーPNー尺度が臨床症例の診断尺度として有効であるかいなか

を検討する。併用する人格診断尺度としては，臨床像の診断にこれまで広く用いられてきた

MMPI (8本語短縮版）を採用する。これは，精神病理学的行動症状，人生経験など広範囲にわ

たる質問項目を含み，臨床像との関連を検討するには有効な尺度であるといえる。

方法

調査尺度＝①個人志向性・社会志向性—PNー尺度： P尺度17項目， N尺度13項目からなる尺度

（伊藤未公刊． Table1を参照）。“あてはまる＂から“あてはまらない”までの 5件法で回答

を求めた。②MMPI （日本語短縮版） ： ？ （疑問点） ．L （虚構点）． F （妥当性得点） ．k （修

正点）という 4修正尺度得点と， Hs （心気症得点） • D （抑鬱性得点） •Hy （ヒステリー性

得点） •Pd （精神病質的偏椅性得点） •Mf （性度得点） ．Pa （偏執性得点） •Pt （精神衰

弱性得点） ．Sc （精神分裂性得点） ．Si （社会的向性得点），以上10の臨床尺度得点が算出さ

れる。得点化は MMPI利用の手引き (H本版 MMPI研究会， 1969) に従い， Tスコア (K点を付

加することによる重みづけ修正を施した得点）を用いた。

調査対象＝大学生 1~ 3回生。男子61人（平均年齢19.1歳， SD2.86)，女子83人（平均年齢

18.4歳 SD.78)。

調査時期＝1993年 7月。

結果

①志向性—PNー尺度高得点群の MMPI 診断プロフィール

MMPI臨床尺度を算出するに当たっては，次の甚準に該当するものについては有効な解釈が得

られないとされるため（日本 MMPI研究会， 1969) あらかじめ削除した。 1)? （疑問点）が70以

上のもの。 2)L （虚偽尺度）粗点が11以上， F （妥当性得点）粗点が20以上のもの。 3)K （修

正点）の Tスコアが70以上のもの。これらの結果，全被験者144人のうち男子54人，女子78人を
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Table 1 個人志向性・社会志向性—PN—尺度項目

く個人志向性 P尺度＞
2. 自分の個性を活かそうと努めている。
3. 自分の心に正直に生きている。

# 5. 小さなことも自分ひとりでは決められない。
# 7. 自分の生きるべき道が見つからない。

9. 自分が満足していれば人が何を言おうと気にならない。

13. 自分の信念に基づいて生きている。
15.周りと反対でも，自分が正しいと思うことは主張できる。

#17. 自分が本当に何をやりたいのかわからない。
く社会志向性 P尺度＞

1. 人に対しては，誠実であるよう心掛けている。
4. 他の人から尊敬される人間になりたい。
6. 他の人の気持ちになることができる。

8.他人に恥ずかしくないように生きている。
10. 周りとの調和と厘んじている。
11. 社会のルールに従って生きていると思う。
12. 社会（周りの人）のために役に立つ人間になりたい。

14. 人とのつながりを大切にしている。
16.社会（周りの人）の中で自分が果たすべき役割がある。

く個人志向性 N尺度＞

2. 周りのことを考えず，自分の思ったままに行動することがある。
6. 自分の性格は，わがままだと思う。
14. 個性が強すぎて，人とよくぶつかる。
26.何ごとも独断で決めることが多い。
30. 自分中心に考えることが多い。
34. 人に合わせるよりは，たとえ孤独であっても自由なほうがよい。

く社会志向性 N尺度＞
3. 何かを決める場合，周りの人に合わせることが多い。
11. 人の先頭に立つより，多少がまんしてでも相手に従うほうだ。

15. 人前では見せかけの自分をつくってしまう。
19. なにか良くないことがあると，すぐ自分のせいだと考えてしまう。
23. 相手の頻色をうかがうことが多い。
27. 人の目ばかり気にして，自分を失いそうになることがある。
31. 困ったことがあると，すぐ人に頼ってしまう。

文頭の番号は質問の提示順序を表わす。＃は反転項目。

有効回答とみなし分析の対象とした。

まず，個人志向性 N尺度と社会志向性 N尺度の特性を顕著に有するものの全体像を視覚的に

把握するために，次の手順で 3群に分類した。全被験者を，個人志向性・社会志向性 N得点の［平

均点士1/2SD] で高・中・低の 3分し， 2志向性 N得点がともに高い群，個人志向性のみが高い

群，社会志向性のみが高い群， ともに中低得点の群という 4群に分類した。ただし， ともに高得

点である群については該当するものが 2名のみであったため，今回の分析からは除かれた。残る

3群について， MMPI臨床尺度10得点の平均点を算出し，群間で分散分析を行なった。さらに，

そこで有意な分散が見出されたものについては， 1要因 (3水準）で多重比較 (Tukey法）を行

なった (Table2)。また全体像を視覚的に把握するために，これらの10得点を MMPIプロフィー

ルとして示した (Fig.1)。それによると個人志向性 N得点のみが高い群は， Dが低く (F (2.127) 

=3.76, p <.05), ScとMaが高い（それぞれ F(2.127J=5.16, p <.01; F<2.127J =3.53, p <.05) 
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Table 2 個人志向性・社会志向性 N向得点群の MMPI尺度得点

l：個人 N品群 2：社会 N高群 3.両 N低群 分散分析(df=2/121) 

n =23 n =30 n =70 F値と多重比較

Hs :心気症 54.27 (8.6) 55.28 (8.9) 52.52 (10.7) n.s. 

D ：抑欝性 46.96 (ll.6) 53.50 (9.4) 48.67 (8.9) 3.76* 2>1 
Hy :・ヒステリー性 52.54 (7.5) 56.68 (11.6) 49.29 (9.4) 6.43* *2>3 
Pd ：精神病質的偏椅性 53.89 (7.1) 52.01 (10.1) 50.26 (9.9) n.s. 

Mf ：性度 47.33 (9.9) 50.67 (15.3) 48.49 (9.9) n.s. 

Pa ：偏執性 54.16 (7.9) 54.87 (8.8) 49.69 (9.7) 4.40* 2>3 
Pt ：精神衰弱性 46.66 (8.2) 48.81 (10.3) 45.71 (9.1) n.s. 

Sc :精神分裂性 59.36 (11. 9) 53.81 (10.1) 50. 37 (12.6) 5.16Ul>3 

Ma :軽躁性 59.14 (8.9) 54.85 00. 7) 53.10 (9.4) 3.53* 1>3 
Si ：社会的向性 46. 66 (14. 0) 53.26 (10.0) 44.15 (10.8) 7.08U2>3 

注）多重比較の 1~ 3は表中の 3群に対応する。 (**:p<.01 *:p<.05) 
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Fig. 1 志向性 N得点の高低群および平均群の MMPIプロフィール

という特徴が示された。これに対し社会志向性 N得点のみが高い群は DとHy (F r2.121) =6. 43, 

p<.01), Pa(F(2.121)=9.40, p<.01) とSi (Fr2.127J=7.08, p <.01) の4得点が 3群中では

高い傾向を示した。ともに平均以下の群は，得点そのものは全体的に平均程度かそれ以下で， Hy.

Pa • Sc • Ma • Si （それぞれの分散分析結果は上述）の 5項目は 3群の中では最も低い傾向に

-272-



伊藤：個人志向性・社会志向性—PN—尺度の臨床診断における有効性の検討

あった。

③ MMPI裔得点群の志向性ーPNー尺度 4得点の平均

今回の分析では，臨床尺度10得点のうち，採点方法・解釈が男女で異なる Mfを除いた 9項目

に注目する。 MMPI臨床得点 9項目それぞれの平均点を算出し，各得点が［平均点十 SD] 以上

の範囲にあるものを問題特性高群，それ以外のもの中低群とみなす。 9項目各群の 2志向性

-PN-得点を標準化 (Z得点化）したものの平均を Fig.2のような 2次元 4軸上にプロットした。

また，高群と中低群との間に有意な得点差があった箇所に＊印 (p<.05)・△印 (p<.1), Z得

点で 5点以上の差が見られた箇所に＋印を付した。

まずく心気症＞では，高群と中低群との間にほとんど差は見られなかった。次にく抑詈性＞で

は，個人志向性 P, 社会志向性 P得点が有意に低く （それぞれ， t=3.24, p <.01 ; t =2.51, 

p <.05)社会志向性 N得点は中低群に比べて高めであることが示された。くヒステリー性＞では，

中低群に比べて個人志向性 P得点が低かったが，この差は有意ではなかった。＜偏椅性＞では 4

得点とも有意な差は得られず，社会志向性 N得点で中低群より高めである傾向が見出せた。

＜偏執性＞でも社会志向性 P得点で低めであった他は，有意な得点差は得られなかった。＜精神

衰弱性＞については，とくに個人志向性 N得点で有意な差が見られ高群は顕著に低かった (t= 
2.12,p<.05)。また社会志向性 N得点は，中低群より高めの傾向を示した。次にく精神分裂

性＞については， 10％水準ではあったが，個人志向性 N得点では中低群より高く (t =1.83, p 

<.1)，社会志向性 N得点では低め (t=l.83, p<.1) という得点差傾向が見られた。また個人

志向性 P得点では有意な差ではないが高群の方が高いという結果であった。＜軽躁性＞について

は4得点とも有意な差は見られず，平均的な得点傾向であった。＜社会的向性＞はく抑笞性＞と

よく似たプロフィールを示し，個人志向性 Pと社会志向性 N得点とに10％水準の差の傾向が見

出された（それぞれ， t=l.71,p<.1; t=l.91, p<.l)。また社会志向性 P得点は有意な差

ではないが，高群の方が中低群より低かった。

考察

MMPl の結果との関連から見た志向性-PN—尺度の特性

個人志向性・社会志向性 N尺度の病理的な特性を視覚化してとらえうる MMPIプロフィール

から，それぞれの特徴を検討する。まず個人志向性 N特性を顕著に示す群のプロフィールは，

抑誓性が低く，精神分裂性と軽躁性がきわめて高いという形を示した。この結果から考察すると，

個人志向性 N特性が顕著に甜まると，自己を押さえたり内省したりすることが少なくなり，わ

がままで個人主義的な特性が全面に出てくるものと解される。また精神分裂性と軽躁性傾向の強

さは，自我が高揚した“誇大自己"(Kohut, 1971) に近い未熟な状態を示すものといえる。一方

社会志向性 N特性は，抑鬱的で社会的内向の傾向が強く，ヒステリーや偏執性ともかなり親和

的であることがわかる。つまり社会志向性 N特性である他者への甘えや追従傾向が顕著になる

と，神経質傾向が強くなり自己の内面に閉じこもり，外に向かって発散されずに葛藤が内に、こも

りやすくなるということを示唆する。以上 2群のプロフィールは，個人志向性・社会志向性 N

特性の定義内容とほぼ合致した臨床像を描き出した。この結果は，本尺度の内容的妥当性を検証

するものともいえる。
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伊藤：個人志向性・社会志向性ーPN-尺度の臨床診断における有効性の検討

MMPI の臨床尺度別に見た病理的特性と志向性—PN—構造との関連

次に，この志向性—PN—尺度が精神病理学的な行動症状や身体症状，あるいは社会的な逸脱行

動などの診断基準の一つの手懸かりとしてどの程度有効であるのかを検討する。方法としては，

MMPIでとらえうる不適応症状が，志向性のどのような特徴を顕現するのかに注目することによ

り，病理的特性を生じさせる志向性—PN—特性の構造について，探索的な考察を加えたい。

まず，情緒面での不安定や自閉傾向を示すく抑鬱性＞群やく社会的向性＞群は，個人志向性・

社会志向性 P得点が低く，社会志向性 N得点が高いという点で共通している。つまり精神的な

発達の指標となりうる P特性が弱いままに，他者への依存や甘えが伴うと抑鬱傾向や活動水準の

低さが引き起こされると解される。これに対しく偏椅性＞群では， 2つの P得点は標準程度に高

いが，社会志向性 N得点が高めであった。自我はかなり強いものの，他者への依存や甘えも顕

著であるという傾向は，適当な対人関係がもてずに反社会的な逸脱行動に向かうというこの群の

特徴と結び付きやすいといえよう。＜精神分裂性＞では個人志向性の P・ N得点がともに高く，

一方社会志向性 N得点はかなり低い。＜精神分裂性＞の「自己の世界に閉じこもり他人の目を

気にしない」という特徴は，個性や独自性が強く，自分自身に心的エネルギーが自己愛的に集中

し，他者に頼ろうとはしないという特性と関連するものと考えられる．また＜精神衰弱性＞群で

は，く分裂性＞群とは逆に，個人志向性 N得点は低く社会志向性 N得点は高い。この自己に対

するエネルギーの集中力の極端な低下と，対人関係上の消極性や他者への依存性が，過度の悩み

や自信の欠如，さらには抑鬱という＜衰弱性＞群特有の病理現象をもたらしたものと解される。

一方，これら 4つの志向性 positive• negative両特性ではとらえきれないものにく心気症＞＜

ヒステリー性＞がある。この 2 つにおいて志向性—PN—尺度との関連が明確には見出せなかった

のは，これらの症状が，心理的な不適応というよりは身体への過度な関心や悩みという形で現わ

れるという特徴を持っためであると考える。また＜軽躁性＞は，志向性ーPN—尺度はほぽ平均的で，

不均衡や突出は見られなかった。この結果は，正常群における＜軽躁性＞得点は‘'活動水準の高

さ”を意味し，病理的な側面というよりはむしろ健康な側面をとらえたものであることを示唆す

るといえる。

以上の結果より， 4 つの志向性—PN—得点の特徴と精神病理的特性との関連を概括しておく。

まず志向性—PN—得点がすべて平均的水準にある場合は，適応的で活動水準も裔い。また 4 得点

は平均的な範囲にありながらも，やや自我の弱さが見られる場合（個人志向性 P得点の低下）や，

適応性がやや弱まった場合 (2つの P得点の低下）は，心身症やヒステリー性のように身体に神

経症的関心が向けられやすくなる。また， 2志向性の positiveな面は保ちつつも negativeな面が

強まると (2つの N得点の高まり），他者に甘えながら我を通すという特徴を示し，反社会的問

題行動（偏椅性）につながりやすくなる。

次に， P 得点の低下• N得点の高まりが顕著になると，表面化する不適応にも精神病レベルに

近い現象が見られる。まず志向性の適応面が阻害され (2つの P得点の低下），他者への依存や

追従が加わると（社会志向性 N得点の高まり），社会不適応，自我の萎縮，情緒不安定という，

抑鬱や社会的内向性につながる。一方，適応面はかなり高く保たれているが，わがままが言えず

（個人志向性 N得点の低下），他者への追従が強い場合（社会志向性 N得点の両まり）は，神経

過敏で不安や恐怖を特徴とする神経衰弱性の傾向を示しやすくなる。最後に，個人志向性が
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positive, negative両面に突出した自我膨脹 ego-infrationの状態にあり，他者への依存を示さな

い（社会志向性 N得点の低下）場合は，自我裔揚的で社会的に孤立しやすい精神分裂性傾向に

向かう危険性があるといえる。これは個人志向性 P得点が高いとはいえ N特性とのバランス

が保たれていない場合は，その positiveな側面が相殺されてしまうことを示唆している。

まとめと今後の展望

本調査では， MMPI尺度により判定される精神病理的側面とこの臨床的な不適応症状との関連

に注目した。その結果，個人志向性の否定的な特性が極端に強調された場合は，精神分裂性や軽

躁性との親和性が強まり，一方の社会志向性の否定的な特性が強まると，抑鬱性やヒステリー，

偏執性などの症状につながる傾向にあることが示された。また MMPIにより診断される臨床像を

より顕著に示すものの志向性—PNー構造を検討した結果，志向性—PN—得点がどのような精神病理

症状に親和的かを予測する一つの目安となりうることが示唆された。ただしく心身症＞やくヒス

テリー症＞のように身体症状を前面に出す場合や，＜軽躁性＞のような健康状態に近い特性につ

いては，志向性—PNー尺度では抽出されにくく，この点は本尺度の限界を示すものといえる。

以上， MMPI臨床尺度との関連より，志向性ーPNー尺度得点より精神病理特性を診断する際の

一つの目安が示された。ただし，今回の調査は健康な青年を対象としたため， MMPI尺度の結果

も正常範囲を逸しておらず，志向性ーPNー得点の特徴もそれほど明確なものではなかった。この

結果を不適応群一般に拡大解釈するにばl真重でなければならない。また精神病理の診断には，い

くつかのテスト・バッテリーを組んで多面的に検討することが肝要であり，今回の志向性ーPN-

尺度もそのサブ・テストのひとつとしてとらえるべきであろう。今後は，臨床事例を通して具体

的な症状との関連を検討することにより，本尺度の診断指標としての可能性と問題点をさらに明

確にすることが課題として残された。
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