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気質，認知スタイル，及びパーソナリティ特性の間の

相互関係について

坂野 登

Interrelationship between Temperament, Cognitive Style and Personality Traits 

SAKANO Noboru 

問題

本研究は気質と認知スタイルの相互関係を，質問紙の間の相関分析を通して検討しようとする

ものである。気質とは行動の個人差を説明する概念の一つであって，生得的な甚礎をもち，生後

まもなくからその特徴があらわれることが多い。比較的とらえやすいものとして，身体的活動

性，刺激に対する反応の強さや速さ，つまり身体的活動性，刺激に対する典奮性や受動性，ある

いは根本気分のような情緒的反応をあげることができる。気質はパーソナリティの下部構造をな

すものと考えられている。本研究では，パブロフによって提起された高次神経系の活動の個体的

特徴（高次神経系の型といわれるもの）を質問紙で測定するために作成された気質質問紙（坂

野， 1992) が気質の指標とされるが，この質問紙はその理論的背景からしても，あるいはその尺

度の内容からしても気質の定義にふさわしいものであると考え使用することにした。

パプロフは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典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のである。

パブ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。旧ソビエトの心理学者の中で，パブ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 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。

もう一方の指標である認知スタイル (CognitiveStyle) とは，広い意味での情報処理過程にお

ける比較的安定して一貫性のある反応様式の個人差の次元を取り扱う概念である。それは「世界

についての情報をどれだけたくさん(Howmuch)，あるいはどれだけうまく (Howwell)処理する

かというよりはむしろ， どのように (How)処理するかという問題と主に関わっている

(Goodenough, 1978)」。 Waber(l989)によると認知スタイルとは，多様な状況や心的内容の領域

を通して，個人の行動を特徴づけるような，問題解決において好んで用いられるアプローチで
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あって，目標が達成されたかどうか（Whether)ではなくて，どのように (How)達成されたかがそ

こでは問題となっている。認知スタイルの概念にはまた，動機づけや態度のようなパーソナリ

ティ次元での個人差も含まれており，従って認知とパーソナリティの統合がそこで指向されてい

る。

本研究では気質質問紙の場合と同様に，パプロフの学説を基に作成された思索・芸術家型認知

様式質問紙（略して認知様式質問紙；伊田・坂野， 1988) を認知スタイルの指標として用いるこ

とにした。この認知様式質問紙は，第二信号系活動が第一信号系に優位する思索家型と，第一信

号系が第二信号系に優位する芸術家型を測定しようという当初の目的をもっていた。他方気質質

問紙は，第一信号系活動における個体的特徴である，高次神経系の型を測定する目的で作成され

たものである。従って理論的に厳密な関連づけは別に考えるとしても，気質は認知スタイルのは

たらきを支える役割を担っているという意味からして，両者の間には何らかの関係が見られるは

ずである。認知スタイルにも生得的な特徴が存在するので（坂野， 1994a)，このような想定は

当然の帰結といえよう。

他方本研究では， Eysenckの外向性ー内向性尺度がパーソナリティの尺度として用いられた

が，この外向性の理論は，高次神経系の型学説を基にして作成されたものである (Eysenck,

1967）。しかし Eysenckのパーソナリティ理論は，パーソナリティの生得的な基礎について言及

し，またその基礎が明らかになってきているという点から，気質の理論であるということもでき

るわけである。また同時にこのパーソナリティ論は，一方ではその生得的基礎づけを行いなが

ら，他方では認知機能との関連を求めていくという指向性が強い (Wilson,1978)。つまり

Eysenckの理論の中には，気質論（広義のパーソナリティ論）と認知論とが共存しているという

点から，認知スタイルの一種であるということもできることになる。

ところで Eysenckによる内向性ー外向性尺度は，パプロフの高次神経系の型理論を基にその

生理学的基礎に関する構想がねられたこともあって，この両者は理論的に密接に関連しているこ

との指摘がなされてきたが (e.g., Cattell, 1972; Eysenck, 1972; Gray, 1964)，関連性の存在を実

証する試みが可能になったのは，高次神経系の型を測定する質問紙がポーランドの心理学者の

Strelau (1972) によって作成されてからのことである。 Strelauは，（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たが，この質問紙を詳しく検討した結

果，パプロフの理論に必ずしも忠実であるとはいいがたい部分がありまた冗長な部分が多かった

ので，坂野が改めて 4尺度28問から成る気質質問紙を作成したのであった。

Strelauの質問紙はその後因子分析によって，その内的妥当性の検討 (earlier,1985) やその構

成的妥当性の検討 (Gilliland,1985) が行われてきた。 CarlierはEysenck'sPersonality Inventory 

(EPI)とStrelauの質問紙の相関係数を求めているが， Eysenckの外向性尺度は Strelauの典奮性

尺度，易動性尺度と正の相関関係，抑制性尺度とは負の相関関係， Eysenckの神経質傾向尺度は

Strelauの 3つの尺度といずれも負の相関関係が認められている。他方 Gillilandの調査による

と， Eysenckの外向性尺度と正の相関のあったのは Strelauの易動性尺度と平衡性尺度，神経質

傾向とは興奮性尺度及び平衡性尺度が負の相関関係にあるというように，多少のくいちがいが認

められるようである。

最後に本研究で採用したもう一つの尺度について述べておきたい。それは Byrne(1961)が考
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案した R-S尺度 (Repressor-SensitizerScale) であって，この尺度（定訳はないが Repressor

を抑圧型， Sensitizerを敏感型とした）は，刺激作用に対する感受性の違いの個人差を問題にす

るEysenckの向性論に対して，感受性の違いをもたらす刺激の性質それ自体を問題にしている

ところが特徴的である。脅威的な事態に対する防衛機制には接近と回避の二種のものがあること

はよく知られているが，脅威的な意味を持つ刺激に対する感受性が接近と回避という二種類の防

衛機制によって異なっているとし，それぞれの防衛機制を特徴的に持った二種のパーソナリティ

特性を想定したのである。接近的な防衛機制を用いる型が敏感型であり，回避的な防衛機制を用

いる型が抑圧型である。刺激に対する感受性の違いとしてこの事態を考えると，接近型は感受性

が高く抑圧型は感受性が低いということになるが，このような想定に従うと，敏感型は内向的で

あり抑圧型は外向的であることが予想される。さらにはR-S尺度と外向性尺度との間の関係に

ついてのこの想定からすると， R-S尺度と気質質問紙の易動性尺度との間にも一定の関係のあ

ることが予想されることになる。

目的

本研究は気質と認知スタイルの相互関係を検討するものであるが，具体的には次のような方法

で検討される。まず第一の方法は，坂野による気質質問紙と認知様式質問紙の間の関連から，気

質と認知スタイルの相互関係を明らかにすることである。そして第二に，気質質問紙は Strelau

の質問項目の中から不適当なものを省き，高次神経系の型学説からみて必要と考えられる項目を

追加して作成されたものであるので，改めて Eysenckの外向性尺度との関連を検討することを

目的とした。また日本でのこのような研究がないので， 日本人についての資料を得るという目的

が付加的にでてくることになる。

第三の方法は， Eysenckの尺度がこれまで，パブロフによるもう一つの人格次元の尺度である

思索家型・芸術家型との関係については言及されたことはなかったことから，両者の関係を検討

しようとするものである。印象性・想像性尺度が大脳皮質の覚醒性の度合いと密接に関係してい

るという想定（坂野， 1994a)からは，当然 Eysenckの外向性尺度との関連が期待できるからで

ある。本研究の第四の方法はR-S尺度と他の尺度の関係を検討することから， R-S尺度につ

いてのより深い理解を得るだけでなく，気質質問紙，認知様式質問紙，あるいは外向性尺度に

よって測定される心的機制それぞれについてのより力動的な理解を得ることをその目的としてい

る。なぜならばR-S尺度には，防衛機制という他の尺度には見られない概念がその中に含まれ

ているからである。

調査対象者と方法

調査対象者と用いられた尺度

調査で用いられた標本は 2つに分かれる。その第一は気質質問紙と思索・芸術家型認知様式質

問紙との関係のみを見た調査 1で，教貝養成系国立大学 4校，文系私立大学 1校，それに京都大

学のあらゆる学部にまたがる学生が調査対象となった。調在は集団的に行われ，対象者は女子学
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生1180名，男子学生906名であった。

調査 2では目的で述べたすべての尺度についての調壺が行われた。調査 2は教育学部における

「人格心理学」の講義を受講している教育学部及び文学部学生（女子48名，男子33名）を対象と

して，思索・芸術家型認知様式質問紙，気質質問紙，モーズレイ性格検壺 (MPI)及びR-s

尺度が印測された調査冊子を授業中に配布し集団的に調査を実施した。思索・芸術家型認知様式

質問紙は分析性・抽象性尺度と印象性・想像性尺度それぞれ10問から成っているが，これまでは

分析性・抽象性尺度の得点が高くなれば非分析的傾向が高くなるような逆転尺度として採点して

きたが，混乱を避けるために従来の方法とは逆に，得点が高くなれば分析的傾向が強くなるとい

うような尺度の名前にあった採点方法を採用した。

認知様式質問紙

認知様式質問紙の20項目は次の通りである。分析性・抽象性尺度は， l）感じやすく，気持ちの

動きが大きいほうである(-) 2)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

ことが多い(-) 3)心の中で思い浮かべるものは具体的なことがらが多い(-) 4)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い(-) 5)見たり聞いたりしたものを細かく分析

するたちである 6)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

い 7)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い(-) 8)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い 9)作文を書くときは，

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い(-) 10)理論的

な科学が好きである，の10項目である。なお(-)は逆転項目を示している。

印象性・想像性尺度は， l）感受性が高いほうである 2)想像力は豊かなほうである 3)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いるかのように感じられる 4) 

新しい言菓を覚えるのが楽しみだ 5)言葉の使い方は流暢なほうである 6)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 7)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 8)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 9)作文を書くときは，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い(-) 10)文学，歴史，社会，芸術が好きである，の10項目から

成っている。

気質質問紙

気質質問紙は各尺度 7 項目の 4 尺度から成っている。尺度 l —慣れの速さ・易動性（以後，易

動性と略記） ： l）誰とでもすぐ親しくなれる 2)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 3)新しい環境にもすぐに慣れるほうである 4)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い(-) 5)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 6)大勢の人たちに話しかけるような仕事が好きである 7)勉強や仕事をする場所を

変えるとひどく落ちつかない(-)。

尺度 2一典奮の集中性（典奮性と略記） ： 8）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(-) 9)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 10)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 11)どれだけ長い時間でも仕事に

集中することができる 12)休憩なしで長い時間勉強や仕事を続けることができる 13) 時間に
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なればすぐさま会話を中断することができる 14)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。

尺度 3一行動・思考の調節（コントロールと略記） ： 15)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い(-) 16)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 17)自分の問題は大体自分で解決するほうである

18)困難な状況にあっても平静を保つことができる 19)重大な場面では声が思うように出なく

なる(-) 20)物事の決断は速いほうである 21)劣等感に悩まされることがよくある(-)。

尺度 4ー衝動・行動の抑制（抑制性と略記） ：22)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 23)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 24)内緒話を人にもらさずにいることはとても難しい(-)

25)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 26)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(-) 27)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 28)長い列で静かに待っていることができる，の以上28項目で

ある。

なおMPIは市販のモーズレイ性格検査を利用し， R-S尺度はByrne(1963) による 127項

目の最新版を用いた。この尺度はMMPIの尺度の一部分を使ったものであるので，訳語はMM

p I日本語版のものをそのまま用いた。

調査結果と考察

気質質問紙と認知様式質問紙の関係

表には調査 1と調杏 2ともに，男女を合わせた全員での結果と男女別の結果が別個に示されて

いるが，多少の性差が認められたものの全体的な傾向には大きな違いはなかったので，以下の分

析と論議は全員についてのものに限ることにする。

まず調査 1の分析結果を検討することにする。結果は表 lに示してあるが，図中太字は 5％水

準で有意な相関係数である。男女間には特に問題にするほどの違いがなかったので全体の相関係

数を見ると，対象者の数が多いために 5％水準で多くの相関係数が有意になっているが，質問紙

間の相関係数が0.3以上のものは易動性と印象性・想像性尺度の間だけであった。調究 2の分析

結果もほぽ同様の傾向を示した。

表 2の調壺 2での他の尺度との相関係数を見てもわかるように，気質質問紙の中では易動性が

もっとも注Hすべき指標であり，また易動性と印象性・想像性尺度の相関関係の存在は典味深い

ものである。この易動性の指標は新奇な環境に対する慣れの速さを示していて，大脳皮質におけ

る典奮と抑制の両過程の移り行きのよさの反映であると考えることができる。 Farley(1985) の

実験的研究からは，覚醒性の低い人の神経ネットワークがこのような特徴をもっていることが示

唆されている。そこでの認知的諸過程は並行処理的であり相互移行的であるために，刺激がうま

く処理されるためにはより多くの刺激作用を必要としているものと考えることができるだろう。

従って刺激の感覚閾は高いが，刺激受け人れの容量が大きく柔軟性が高いために認知過程におい

ては感受性は高く，想像力は豊かで，また言葉の流暢性が大であるといった印象性・想像性尺度
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表 1 調査 1一気質質問紙と認知様式質問紙の関係

全体 (N=2086)
易動 興奮 コント 抑制 分析 印象

気質質問紙 興奮性 .164 

(0-14) 
コントロール .314 .320 
抑制性 .000 .261 . 131 

認知様式質問紙 分析性 -.012 .161 .217 .056 
(0-20) 印象性 .309 .115 .150 -.038 -.004 

平均 7.58 5.29 6.33 8.93 7.06 11.43 
標準偏差 3.72 3.65 3.40 3.36 4.05 4.29 

女子 (N=ll80)
易動 興奮 コント 抑制 分析 印象

気質質問紙 興奮性 .212 
(0-14) コントロール .310 .382 

抑制性 -.010 .258 .146 

認知様式質問紙 分析性 .016 .229 .194 .043 
(0-20) 印象性 .325 .101 .151 -.075 .028 

平均 7.73 5.39 5.95 9.00 5.92 11. 95 
標準偏差 3.72 3.57 3.28 3.29 3.58 4.13 

男子 (N=906)
易動 典奮 コント 抑制 分析 印象

気質質問紙 興奮性 .102 
(0-14) コントロール .340 .263 

抑制性 .Oll .264 .123 

認知様式質問紙 分析性 -.010 .129 .180 .093 
(0-20) 印象性 .284 .125 .193 -.004 .001 

平均 7.38 5.17 6.83 8.83 8.55 10.74 
標準偏差 3.71 3.75 3.49 3.44 4.15 4.41 

男女差 t検定 2.11 5.90 15.51 6.44 

の特徴がでてくるものと解釈することができる。つまり印象性・想像性が大脳皮質における易動

性が認知面にあらわれた結果であるという点から，易動性と印象性・想像性尺度の間の相関関係

は解釈されるべきであろう。

坂野 (1994a) の先行研究からは，この印象性・想像性尺度が親子間で類似していることから、

尺度で測られるような特徴に生得的な部分のあることが示唆されている。このような生得的な側

面とは，大脳皮質が低い覚醒水準にあるという特徴をその基礎としているが，そのような状態下

では大脳皮質における神経ネットワークはゆるやか (Loose) であるために，同時並行的あるい

は相互移行的に異なった認知過程が進行できるのである。
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全体(N=81)

気質質問紙
(0-14) 

認知様式質問紙
(0-20) 

MPI 
(0-24) 

R-s尺度
(0-127) 

女子(N=48)

気質質問紙
(0-14) 

認知様式質問紙
(0-20) 

MPI 
(0-24) 

R-s尺度
(0-127) 

男子(N=33)

気質質問紙
(0-14) 

認知様式質問紙
(0-20) 

MPI 
(0-127) 

R-S尺度
(0-127) 

表 2 調査 2一尺度間の相関行列表

易動 興奮コント 抑制 分析 印象 外向神経質 R-S

興奮性 .055 
コントロール .266 .161 
抑制性 .116 .292 .178 

分析性 -.044 .141 .142 .114 
印象性 .357 .071 .187 -.066 -.016 

外向性 .700 .024 .085 .025 -.111 .379 
神経質傾向 -.242 -.241 -.406 -.545 .051 .071 -.204 

敏感型 -.400 -.278 -.418 -.408 .092 -.077 -.423 .859 

平均 6.60 4.90 6.46 9.09 8. 72 13.24 20.93 24.51 55. 79 
標準偏差 3.65 3.66 3.26 3.24 4.85 4.11 11.77 11.14 18.99 

表 3 調査 2一尺度間の相関行列の男女間比較

易動 典奮コント抑制 分析 印象 外向神経質 R-S

興奮性 -.082 
コントロール .162 .136 
抑制性 .132 .256 .096 

分析性 -.065 .275 .187 .217 
印象性 .235 -.024 .262 .074 .099 

外向性 .763 -.081 .103 -.013 -.071 .283 
神経質傾向 -.161 -.164 -.442 -.408 -.044 .063 -.106 

敏感型 -.352 -.166 -.516 -.275 .012 -.062 -.366 .850 

平均 6. 65 5. 69 6.17 9. 52 7. 73 13. 66 23. 29 22. 39 51. 56 
標準偏差 3.74 3.84 2.94 3.23 5.15 3.74 12.60 10.87 17.96 

易動 典奮コント抑制 分析 印象 外向神経質 R-S

興奮性 .326 
コントロール .409 .298 
抑制性 .090 .278 .328 

分析性 .002 .079 .026 .055 
印象性 .476 .145 .146 -. 290 -.117 

外向性 .637 .061 .143 -.017 -.013 .518 
神経質傾向 -.379 -.251 -.455 -.710 .070 .153 -. 264 

敏感型 -.500 -.335 -.415 -.539 -.059 .006 -.429 .852 

平均 6.55 3. 76 6.88 8.45 10.15 12.63 17.51 27.60 61.93 
標準偏差 3.51 3.00 3.63 3.14 3.96 4.52 9.45 10.80 18. 75 

男女差 t検定 2.38 2.25 2.21 -2.09 -2.47 
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気質質問紙，認知様式質問紙とMPIの関係

全体での結果が表 2に，男女別の結果が表 3に示してある。まず第一に注目すべきは易動性と

外向性との高い正の相関関係であって，予測されていたとはいえ0.70という非常に高い値であっ

た。外向性尺度は易動性尺度と高い相関関係にある反面，典奮性，コントロール，抑制性尺度，

及び分析性・抽象性尺度とは何の関係も見られなかった。つまり外向性尺度の意味する内容は気

質との関係においては，気質尺度の易動性に比べるとより限定的であるということであった。

外向性の特徴を生理的な基礎づけから説明しようとする際の原理は，外向性の人の示す大脳皮

質の覚醒水準が活動にとっての最適水準よりも低いために，刺激を求めて覚醒水準を上げようと

するところにその特徴があるというものである (Wilson,1978)。かれらは覚醒水準を上げるた

めに，刺激を求め外界と積極的に接触しようとする。また刺激に変化がなければ覚醒水準を上げ

ることはできず，飽きてしまうのである。しかし易動性の説明原理には，刺激追求的といったよ

うな考えは必要ない。神経ネットワークの柔軟さだけを問題にすればよいのである。従って

Eysenckの外向性尺度は，ゆるやかな神経ネットワークの特徴から副次的に派生したような，新

しい変化のある刺激を求める傾向が強いという，外向性の行動的な特徴を強調したような尺度で

あるということになるだろう。つまり外向性の説明原理は，易動性の説明原理を基礎にして派生

的に成り立っているという点から，より表層的でありより現象的な次元がかかわっているのであ

る。

次の注目すべき結果は，認知様式質問紙の印象性・想像性尺度と外向性尺度の間の正の相関関

係である。外向性の人はその感受性の低さを補う方法として刺激を求め，環境の変化を求める傾

向が強いという，その行動的な特徴のために印象性や想像性が高いのではなくて，その生理的基

礎には易動性の説明原理であった神経ネットワークの柔軟さがあることに，この相関関係の原因

を求めるほうが妥当であるように思われる。すでに述べたように，印象性・想像性尺度は柔軟な

神経ネットワーク活動の認知的なあらわれを測定するものであった。

R-S尺度について

R-s尺度はどうであったろうか。この尺度では認知様式質問紙を除くすべての尺度と，有意

な相関関係が認められた。これは抑圧型が脅威的事態で生起したことがらをあらわに言語的に表

現せず，回避的な防衛機制をとりがちであるというその特徴のあらわれと考えられる。すなわち

回避的な防衛機制は自己の神経質的傾向を低く評価し，自分のもっているコントロール性や抑制

性そして易動性が高く，また自分は衝動的ではない（つまり内向的）と自己評価したあらわれと

して解釈することができるだろう。抑圧型で脅威的刺激の存在に関する言語的表現を回避する傾

向にあることは，脅威的刺激に対する認知閾が高いことからくるとこれまで解釈されているが，

何もそのような解釈を持ち込む必要はない。

R-s尺度は易動性や外向性との間の相関が見られたにもかかわらず，印象性・想像性尺度と

の間には何らの関係も認められなかった。この結果は，易動性や外向性尺度と印象性・想像性尺

度の間に見られた相関関係の存在とは対照的であった。これはR-s尺度では特に，動機づけや

外界に対する態度といったようなパーソナリティ的側面が強くでていたのに対して，印象性・想

像性尺度にはそのような側面が希薄であったためであると考えることができる。印象性・想像性
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尺度ではあくまでも，ゆるい神経ネットワークの下での情報処理のあり方が主な問題となってい

るのである。

R-s尺度は他方． MPIの神経質傾向と相関係数が0.86と非常に高い相関関係にあった。こ

れはR-s尺度がもともとMMPIを部分的に借用して作成され， しかも敏感型の尺度には顕示

不安尺度 (MAS) と同一の項目が多く採用されていることからきている。神経質傾向と他の尺

度との関係が敏感型の場合と非常によく似ていることは． R-s尺度と神経質的傾向とが高い相

関関係にあることからきたものである。唯一の例外は神経質傾向と外向性の間に相関関係が見ら

れなかったことであるが．これは神経質傾向の因子の中には神経ネットワークの特徴と関係した

成分が含まれていないことを示唆している。神経質傾向の因子はむしろコントロールや抑制性の

なさと強く結びついているのであった。

気質と認知スタイルの関係について

本研究の主な目的は，気質と認知スタイルの関係を明らかにすることであった。気質とは気質

質問紙によって測られたもの，認知スタイルは認知様式質問紙によって測られたものとその意味

が限定されていることはいうまでもない。外向性尺度と R-s尺度とは，漠然とパーソナリティ

の尺度であると当面は考えておき，気質と認知スタイルを結び合わせる議論に上で役に立つ指標

と考え話を進めて行きたい。

これまで行ってぎた議論からは，気質質問紙では易動性がもっとも注目すべぎ指標であった。

この易動性は新しい環境に対する積極的なかかわり合いとして現象的にはあらわれてくるが，そ

の生理的基礎としては神経ネットワークの結合のゆるやかさが考慮された。この易動性とは高次

神経系の学説（いわゆる条件反射学のこと）によれば，プラスの条件結合からマイナスの条件結

合へ，あるいはその逆へとたやすくスイッチする能力のことである。そのためには新奇刺激に対

する定位反射（反応）の慣れがすばやく起こる必要がある。また慣れがすばやく起きるためには

最初の定位反応は大きいが，次回以降は急速に減少する必要がある。つまりこのようにして，新

しい環境への反応の構えがすばやく形成されることになる。易動性が高い人にあっては，ゆるい

神経ネットワークの中で進行する処理過程が同時進行的で相互移行的であるので，慣れはすばや

く生じることができる。神経ネットワークの特徴が認知的な側面にあらわれてくると印象性・想

像性の高さとなる。

印象性・想像性尺度は，感受性の高さ，想像力の豊かさ，言葉の流暢性，言葉の使用への好み

などとしてあらわれてくるが，ここでいう感受性とは感覚閾の低さとしてあらわれるような静的

なものではなく，並列処理的で相互移行的であるという反応傾向から生じた認知的傾向の意味と

解すべきである。この印象性・想像性尺度に生得的な側面のあることが示唆されているが（坂

野， 1994a)，気質の特徴的なあらわれである身体的活動性，刺激に対する興奮性や受動性が，印

象性・想像性の基礎にあることは明らかである。大脳皮質が新しい刺激を求めるという低い覚醒

水準にある時には特に，大脳皮質における神経ネットワークはゆるやかであり，そのために同時

並行的あるいは相互移行的に様々な認知過程が進行できるのである。

気質次元でとしての易動性と，パーソナリティ次元としての外向性とはどのような関係にある
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のだろうか。易動性はコントロール尺度との相関からもわかるように，むしろ行動や思考を調節

するという心的傾向の強さとしてもあらわれている。コントロール機能がなければ，慣れの速さ

という易動性の特徴は実現不可能であったろう。これに対して外向性の尺度とコントロール尺度

との間には，何の相関も認めることはできなかった。慣れの速さがコントロール機能を失い，外

界に対する積極的なかかわり合いという側面のみが強調されてくると，それは社交性，衝動性，

活動性，快活性，典奮性という，外向性の諸特性としてあらわれてくるのである。つまり外向性

尺度は，気質の易動性的側面が部分的に発展して形成されていったようなパーソナリティの諸特

性を示しているということになる。 Eysenck(1967) は自分の外向性理論の生理的甚礎づけをう

まく説明するためにパプロフの考えを借りてきたことから，内向性や外向性の具体的な特徴の説

明原理として用いるには相当の無理があった。大脳皮質の神経ネットワーク論によりよくマッチ

するのは，高次神経系の型理論に基づいた本研究で用いた易動性の指標であると考えたほうが妥

当である。

R-S尺度で問題とする防衛機制は，人の外界に対する動機づけやそこから派生する態度と密

接に関係している。そのような意味で， R-S尺度は気質質問紙やMPIと関係していたが，認

知スタイルとは理論的に関連する必要はなかった。その結果として， R-S尺度と認知スタイル

の間には何の関係も認められなかったのである。「対象をどのように処理するか」という認知ス

タイルの特徴の中には，動機づけ的，態度的な側面が含まれていないことが， R-S尺度との無

相関関係から改めて明らかにされたことになる。

全体をまとめてみると次のようになるだろう。まず気質の基礎には神経系のネットワークの特

徴の違いというものがあり，それが緊密（Tight) かゆるやか (Loose) かによって気質及び認知

スタイルの基本的な特徴が構成される。このような意味からすると気質及び認知スタイルが個人

差の最も基本的な成分である。両者の違いは，気質が身体的活動性，刺激に対する興奮性や受動

性が問題だったのに対して，認知スタイルでは認知的特徴が前面にでてくるのである。気質では

動機づけや態度が問題であったのに対して，認知スタイルではそれらは関与しない。気質と認知

スタイルの双方を包含した概念がパーソナリティであるとすると，本研究で用いた Eysenckの

向性論や ByrneのR-S尺度は，両者を包含した内容をもっているとはいいがたい。むしろ気

質質問紙と認知様式質問紙を併用し統合的に考察することのほうが，目的にかなっているように

思える。

本研究では質問紙を用いた相関分析から気質と認知スタイルの間の関係を検討しようとしたと

いう点から，質問紙に依存したという意味から本研究からの結論が限定的ではないかという問題

提起が可能である。しかし研究結果を見ると，理論的に少しも矛盾するところがなく整合性が高

いという点から，結論を限定的にする必要はないように思える。そしてまたこれまで触れなかっ

たことであるが， Loose-Tightという神経ネットワークの次元が，こころの元型についての坂野

(1994b) のモデルと一致するという点からも，本研究からの結論は興味深いものであった。
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