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気質と認知スタイルの親子間の関係について

坂野 登

Parent-child Relationship of Temperament and Cognitive Style 

SAKANO Noboru 

問題

坂野 (1995a) は大学生を対象とした先行研究で，気質と認知スタイルを質問紙によって測定

し，両者の相互関係を検討したが，用いられた指標の中には脳的な基礎を共通点としてもってい

るものがあることを示唆する結果を得ることができた。ここでいう気質 (Temperament)とは，

生得的な基礎の上に築き上げられた比較的変化しにくい行動の個人差であって，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から成っているとされてい

るものである。上記の研究では，パプ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)が気質の指標として用いられた。他方もう一方の指標である認知スタイル (Cognitive

Style)とは，広い意味での情報処理の過程において対象をどのように処理しているのかについて

の，比較的安定して一貰性のある反応様式の個人差の次元を取り扱う概念であって，先行研究で

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)がその指標として用いられた。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たものである。これに対して気質質問紙は，第一信

号系活動それ自体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。本研究では，知情意というこころのはたらきの 3分法とパーソナリティ研究を関連づけ

るに当たって，パーソナリティの知的側面を認知スタイル，感情的側面を気質とみなすという立

場から，気質質問紙及び認知様式質問紙によって測定された特性をまとめて，今後パーソナリ

ティ特性と呼ぶことにする。

この先行研究からは，気質質問紙の易動性尺度と認知様式質問紙の印象性・想像性尺度の間に

有意な相関関係が認められたが，両指標とも大脳皮質の覚醒水準という共通の基盤をもっている

ものとして解釈可能な現象であった。そこでは易動性尺度はモーズレイ性格検査の外向性と高い

相関関係 Cr=0.7)があり，また尺度の内容からしても両者がよく似た特性であるといえるもの

であり， さらには印象性・想像性尺度が外向性と相関関係にある残りのもう一つの尺度であると

いうことから，外向性が大脳皮質の覚醒水準と結びついているという考え（アイゼンク・ウィル
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ソン， 1984: Wilson, 1978)と結びつけ，易動性尺度と印象性・想像性尺度との関係を大脳皮質の

覚醒水準に求めたのであった。

すなわち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るものであって，大脳

皮質における興奮と抑制の両過程の移り行きのよさを反映した指標である。 Farley(1985)の実

験成果を参照するならば，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

とになり，従って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剌激作用を必要とすることになる。従って刺激の感覚閾は高

いが，刺激受け入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全体としては感受性

は高くなり，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・想像性尺度の特徴

がでてくることになる。このようにして印象性・想像性尺度は，大脳皮質における易動性の認知

面におけるあらわれであるとして，易動性と印象性・想像性尺度の間の相関関係は解釈できるの

である。

しかし易動性尺度に関する先行研究の脳的基礎に関する前述の解釈は，質問内容が外向性尺度

ときわめて類似している部分のあることからも理解できるとはしても，印象性・想像性尺度の脳

的な基礎についての解釈は易動性尺度や外向性尺度との関係，あるいは印象性・想像性尺度それ

自体の特徴から想定されたものにすぎない。易動性尺度と印象性・想像性尺度の質問内容には外

向性尺度と易動性尺度の間に見られたような類似性はないので，先行研究では質問内容の類似性

からは両者の脳的な基礎の類似性を述べることはできなかったのである。現象的なあらわれの類

似性を理論的に裏付けるという方法以外に，両者を関連づける道はないものかと考えた。

ところで本研究では，パーソナリティ特性の親子間の関係が検討されるわけであるが，易動性

尺度と類似した項目内容である内向性ー外向性の人格特性が，同じモーズレイ性格検査の神経症

的傾向尺度とともに，異なった環境で育った一卵性双生児間でも相関の高いことで知られている

(Loehlin, 1977)。従って外向性との関連で遺伝性が高いと考えられる易動性尺度は，親子間で一

定の相関関係のあることが予想されるわけであるが， もし印象性・想像性尺度が易動性尺度と類

似した脳的な基礎をもっているとするならば， この印象性・想像性尺度も同様に，親子間で一定

の相関関係が見られるはずである。このようなことを想定しながら調査を計画していったわけで

あるが，親子間で相関が見られたというだけでは遺伝性の存在を仮定することはできない。環境

的な影響によってパーソナリティ特性間に類似性が出現することも大いにあり得ることだからで

ある。

そこで親子のパーソナリティ特性の間に，遺伝的要因が存在した結果として共通した脳的な基

礎のあることを確かめるための間接的な手段として，両親間と親子間のパーソナリティ特性の相

関係数の違いを見るという方法が考えられるのではないかと考えた。まずその関係が夫婦である

か親子であるかという違いはあるとはしても，両親間及び親子間それぞれには，共通した環境で

長期間生活していることからくる相互作用的な影響の結果として，そこには正の相関関係が生じ

てくるようなパーソナリティ特性があるのではないかと考えられる。従って両親間と親子間の両

者で共通した相関のパターンが見られた場合には，親子間の関係の中から環境的な影響と遺伝的

な影響とを分離できないことになる。両親間にも相関関係が存在すれば，親子間にも環境的要因

の存在が可能性として考えられるからである。これに反して環境的要因による影響に共通性がな
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く，また遺伝的要因による規定性の低いようなパーソナリティ特性は，両親間でも親子間でも相

関係数は低い値をとることが予想される。この二つの仮定からは，両親間では関係が見られず親

子間でのみ認められるような相関関係は，親子間で遺伝的要因がはたらいた結果である可能性が

高いとという推定が成り立つことになる。本研究ではこのような観点から両親間と親子間のパー

ソナリティ特性の相関値を比較検討しようとした。

すでに述べたようにこの遺伝的規定性については，内向性ー外向性の人格特性は，同じモーズ

レイ性格検査の神経症的傾向尺度とともに，異なった環境で育った一卵性双生児間でも相関の高

いことで知られている (Loehlin,1977)。従ってこのことから，内向性あるいは易動性と関係した

脳的な基礎は遺伝性の高いものであるということになり，親子間では易動性尺度の関係の存在が

予想できる反面， この易動性尺度が夫婦間で共通した環境的な影響を受けないとするならば，両

親間では易動性尺度の意味のある関係は見られないであろうという予想が成り立つことになる。

坂野 (1995a)の先行研究では気質質問紙の抑制性尺度は，遺伝性の高いことが示されたモーズ

レイ性格検査の他の尺度である神経症的傾向尺度との間に有意な負の相関関係が認められ， この

相関関係は特に男子学生で高<, -0.71の値であった。従ってこのことから，親子間特に男性の

親子間の抑制性尺度間に意味のある関係が認められ，同時に両親間では抑制性尺度の関係が希薄

であったならば， この結果は抑制性尺度の遺伝性によるものと推定することが可能となるのであ

る。このようなわけで本研究では，易動性尺度，抑制性尺度，そして印象性・想像性尺度が主な

検討の対象となった。さらには，易動性尺度と印象性・想像性尺度の間に見られた個人内の関係

が，親子間でどのようになるのかが検討の対象となるであろう。ここで親子間で遺伝的に伝達さ

れるのは同一のパーソナリティ特性であって，易動性と印象性・想像性の結びつきのような間接

的な関係ではないとするならば，易動性と印象性・想像性の間の親子間の関係は認められないこ

とになる。これらの問いに答えるために本研究は計画された。

調査対象者と方法

対象者：

対象者は 5つの国立大学の学生とその両親であったが，両親から回答のあった学生の資料を親

と対応させることにした。結果的には学生は男子 247名，女子 327名であった。従って両親はそ

れぞれ 574名ということになる。

方法：

坂野による気質質問紙と認知様式質問紙が測定用具として用い，大学生での調杏は授業の時間

を利用して集団で行われた。他方両親に対する調査は郵送法によった。なお気質質問紙と認知様

式質問紙についての以下の記述で，（ー）とあるのは逆転項目である。気質質問紙は各尺度 7項目

の4尺度から成り，尺度 1は慣れの速さ・易動性（以後，易動性と略記）の尺度で， 1)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) 
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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(-)の 7項目から成っている。

尺度 2は腿奮の集中性（興奮性と略記）の尺度であり， 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，の 7項目である。

尺度 3は行動・思考の調節（コントロールと略記）の尺度であり， 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)貢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(-)，の項

目に分かれている。

尺度4は衝動・行動の抑制（抑制性と略記）の尺度であり， 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つことができる 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 7項目である。

認知様式質問紙には 2つの尺度があり，一つは分析性・抽象性尺度， もう一つは印象性・想像

性尺度であり，それぞれ 10項目の合計 20項目から成っている。分析性・抽象性尺度は， 1)感

じゃすく，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。

印象性・想像性尺度は， 1)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)新しい言菜を覚えるのが楽しみだ 5)言葉の使い方ぱ流暢なほうである 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
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ある．の 10項目から成っている。

結果と 考察

親子の気質と認知スタイルの平均値の比較

まず基本的な資料として表 1には，気質4尺度と認知スタイル 2尺度の親子・男女別の平均得

点が示されている。次に述べる比較の結果はすべて統計的に有意差のある違いについてだけのも

のである。女子学生の母親と男子学生の母親との間，女子学生の父親と男子学生の父親との間の

パーソナリティ特性の得点には差がないことから，母親及び父親の平均得点がそれぞれの母集団

を代表していると考えてもよいようである。男女学生の比較では，易動性と印象性・想像性では

女子のほうが高いが， コントロールと分析性・抽象性では逆に男子のほうが高くなっている。両

親同士の比較では，興奮性， コントロールと分析性・抽象性では父親のほうが高いが，抑制性で

は母親のほうが高くなっている。坂野 (1995b)は京大生の認知スタイルの分析結果，分析性・抽

象性尺度は男女を区別する上で有効であり，印象性・想像性尺度は理系と文系とを弁別する際に

有効であると結論づけたが，先行研究を支持するような結果は両親の間でより明確であったこと

になる。なお男女学生の間でも印象性・想像性尺度での差よりも，分析性・抽象性尺度での差が

より明確であった。

表 1 親子の気質と認知スタイルの平均値（括弧内は標準偏差）

易動性 興奮性 コントロール 抑制性 分析性 印象性

女子学生 8 59 (3.83) 5.21 (3.62) 6.01 (3.13) 8.99 (3.37) 6.03 (3.75) 12.51 (3.72) 
(N= 327) 
母親 7.99 (3.55) 7.35 (3.66) 7.57 (3.31) 9.58 (3.13) 5.54 (3.12) 10.20 (4.30) 
父親 7.93 (3.49) 8.30 (3.61) 8.40 (3.39) 8.45 (3.42) 7.83 (3.44) 10.79 (4.22) 

男子学生 7.72 (3.89) 5.28 (3.59) 6.99 (3.61) 8.88 (3.44) 8.75 (4.35) 11.64 (4.37) 
(N = 247) 
母親 7.97 (3.74) 7.21 (3.74) 8.09 (3.28) 9.58 (3.23) 5. 70 (3.18) 10.74 (4.50) 
父親 7.71 (3.68) 8.11 (3.77) 8.82 (3.44) 8.26 (3.25) 8.23 (3.52) 10.50 (4.40) 

次に親子の比較では，両親の興奮性， コントロール，抑制性はそれぞれ対応する性の子どもに

比べて高くなっているが，印象性・想像性尺度では逆に両親のほうが低くなっている。これらの

指標の変化は生活経験を反映した年齢的要因であると考えられ，個人内で相対的に経験を反映す

るような方向へと移行していった結果であると想定することができるだろう。

大学生と両親におけるパーソナリティ特性の相関関係

表 2は，学生と両親それぞれにおけるパーソナリティ特性の相関関係を男女別に示したもので

ある。大学生と両親ともに，坂野 (1995a)の大学生のデータと比べてみると，相関係数のパター

ンは基本的には変わりはない。対象者の数が多いために相当低い相関係数の値でも統計的には有

意となることが多いが， ここでは検定の水準を高めて， p<.0001の値のものを太字で示してお

いた。考察もこの太字の相関係数に限って行うことにする。ここで注目されるのは易動性と印象

性・想像性の間の相対的に高い相関値である。やはり両者の関係は安定しているようである。そ

の他に気づくことはコントロール尺度と認知スタイルとの結びつきであって，母親，父親ともに
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表 2 両親及び子どもにおける気質と認知スタイルの相関係数（太字は p<0.001のもの）

親のパーソナリティの内部相関（右欄は母親，左欄は父親） （N= 574) 

易動性 興奮性 コントロール 抑制性 分析性 印象性

易 動 性 .200 .234 -.012 .064 .335 
興 奮 性 .233 .256 .227 .087 -.032 
コントロール .395 .392 .174 .166 .167 
抑 制 性 -.017 .265 .135 .092 -.088 
分 析 性 .046 .218 .262 .127 .181 
印 象 性 .355 .065 .249 ~.068 102 

学生のパーソナリティの内部相関（右欄は女子 (327)．左欄は男子 (247))

易動性 興奮性 コントロール 抑制性 分析性 印象性

易 動 性 .206 .310 -.041 .093 .271 
興 奮 性 .168 .265 .277 .291 .134 
コントロール .327 .403 .175 .210 .123 
抑 制 性 -.080 .290 .135 .037 -.065 
分 析 性 -.141 .073 .175 .106 .010 
印 象 性 .355 .161 .259 -.074 -.029 

コントロール尺度は分析性・抽象性尺度と印象性・想像性尺度の双方と結びついていたが，大学

生では女子でコントロール尺度と分析性・抽象性尺度，男子でコントロール尺度と印象性・想像

性尺度というように結びつきが異なっていた。その他には，輿奮性尺度と分析性・抽象性尺度と

の結びつきが女子学生と父親で認められていた。

両親間におけるパーソナリティ特性の相関関係

夫婦間のパーソナリティ特性の相関関係を検討する際には，そもそも気質や認知スタイルが類

似または相補関係にあるような男女同士が結婚したことによる影響や，あるいは結婚して共同生

活を営んでいることから生じてきた影響が相関関係にあらわれているのかどうかを弁別すること

は一見非常に困難であるように思える。しかし表 3を見て気づくことは，母親のコントロール尺

度が父親のコントロール尺度と最も相関が高く，次いで父親の興奮性尺度及び分析性・抽象性尺

度とも有意な相関関係をもっているのを除いては，全般的には相関係数は非常に低い値であっ

た。ここで 36個の相関係数の中でなぜ上述の 3個のものだけが有意なものとなったを説明する

ものとしては，環境的要因つまり結婚して共同生活をするうちに変化した結果であるとするのが

最も妥当なものであるように思える。なぜならばこれらの 3つの相関関係だけが結婚する前から

もっていたパーソナリティ特性であったとする理由を発見することが困難だからである。むし

ろ，両親のパーソナリティ特性は総体的にはもともと無関係であると考えて，平静を保つ能力や

決断と自立の能力である「コントロール」尺度，仕事を要求に応じて行う能力の基礎としての「興

表 3 両親の間の気質と認知スタイルの相関関係

父親のパーソナリティ (N=574) 

母親のパーソナリティ 易動性興奮性 コントロール抑制性分析性印象性

易 動 性 .050 .104 .058 .022 .046 .013 
興 奮 性 .052 .073 -.007 .007 .045 .038 
コントロール 088 .155 .216 .050 .148 .061 
抑 制 性 .063 -.055 .007 ~.045 -.025 .080 
分 析 性 .028 .007 .004 -.011 079 -.030 
印 象 性 .064 .089 .083 .089 .098 .063 
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奮性」尺度，そして物事を分析的，抽象的にとらえる傾向としての「分析性・抽象性」尺度の 3

つが，他の尺度に比ぺて相互作用的な影響を受けやすい尺度であったとするほうが理解しやす

い。従って次の表 4に示される親子間のパーソナリティ特性における相関関係の中からは， これ

ら3尺度が関係する相関係数を除いて考察することによって，間接的に親子間でのパーソナリ

ティ特性の遺伝的側面を間接的にうかがい知ることができるのではないかと考えた。

親子のパーソナリティ特性における相関関係

表 4には女子学生とその母親及び父親，男子学生とその母親及び父親の間のパーソナリティ特

性の相関係数が示されている。すでに述べたような理由から，今後の考察からは， コントロール

尺度，典奮性尺度，そして分析性・抽象性尺度との間に見られた相関関係は考察から除外するこ

とにした。 p<0.0001の有意性が見られた相関係数は女子学生と母親の印象性・想像性尺度の

間，男子学生と母親の易動性の間，及び男子学生と父親の間の抑制性尺度の間だけであった。 p<

0.0001ではないものの，女子学生と母親の易動性尺度の間 (p=0.007)，女子学生と父親の間 (p

= 0.01)，そして女子学生と父親の印象性・想像性尺度の間 (p=0.014)，男子学生と父親の印象

性・想像性尺度の間 (p=0.027)には有意な相関関係が認められた。このような結果は，易動性

尺度と印象性・想像性尺度それぞれに含まれている遺伝的要因の存在を示唆するものと考えられ

る。この易動性の指標は坂野 (1995a)の先行研究ではモーズレイ性格検査の外向性尺度との間に

は0.7の高い相関関係があり，外向性と類似した概念であること， また印象性・想像性尺度はこ

表 4 子どもと両親の間の気質と認知スタイルの相関関係

女子学生のパーソナリティ (N=327) 

親のパーソナリティ 易動性興奮性 コントロール抑制性 分析性 印象性

易 動 性 .150 .063 .131 -.038 .038 111 

父 興 奮 性 .010 .097 .082 .036 .066 -.062 
コントロール 004 -.008 .094 .058 .057 -.063 

親
抑 制 性 -.084 .055 .034 .100 -.031 -.062 
分 析 性 -.105 026 .021 .080 .037 -.076 
印 象 性 .018 .000 -.024 -046 .034 .135 

易 動 性 .141 .122 .094 027 .002 .053 

母 典 奮 性 .082 .081 .002 -.052 -.032 - 014 
コントロール .074 .167 .135 062 .059 .063 

親
抑 制 性 .012 .072 -.032 .121 .036 064 
分 析 性 .025 -.003 .040 .012 .083 .093 
印 象 性 .097 .170 .096 .080 .057 .165 

男子学生のパーソナリティ (N=247) 

親のパーソナリティ 易動性興奮性 コントロール抑制性分析性印象性

易 動 性 068 -.053 -.019 .044 .013 - 041 

父 興 奮 性 -.016 .103 .040 .075 . 168 -.036 
コントロール -.048 .051 .172 .166 .102 -.010 

親
抑 制 性 .001 .092 -.013 .201 .097 .030 
分 析 性 .014 .147 .141 .144 .067 -.005 
印 象 性 .087 .010 .090 .023 -.087 .141 

易 動 性 .220 .111 .101 -.064 ~.057 .064 

母 興 奮 性 .069 .069 .074 .066 004 -.028 
コントロール .029 -.016 .026 .102 -.039 .022 

親
抑 制 性 .042 ~.025 -.076 153 ~.066 -.061 
分 析 性 -.024 -.028 .004 .126 .026 .075 
印 象 性 .140 .094 .099 053 .029 .112 
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の外向性尺度と相関関係の見られたもう一つの指標であることを考えると，外向性の遺伝的特性

(Loehkin, 1977; Plomin, 1994) との結びつきからして納得できる結果であるといえよう。

次に問題になるのは抑制性尺度についての親子間の相関関係である。男子学生と父親の間にみ

られた p<0.0001水準での有意な相関関係が認められた。また男子学生と母親の間 (p=.016),

女子学生と母親の間 (p=.03)にも有意水準は低いものの有意な相関関係があった。ここで問題

となっている抑制性尺度は，坂野 0995a)の先行研究ではモーズレイ性格検査の神経症的傾向尺

度との間に有意な負の相関関係が認められ，相関関係は特に男子学生で高<, -0.71の値であっ

た。この神経症的傾向の尺度は外向性尺度と並んで，遺伝的要因と結びついた尺度であることが

わかっている (Loehlin,1977; Plomin, 1994)。従ってこの抑制性尺度の親子間で見られる相関関

係は，やはりこの尺度が遺伝的要因と結びついていることを背景とした結果であると推察するこ

とができるのである。

なお個体内の相関係数からはその結びつきが認められた，易動性尺度と印象性・想像性尺度の

間の関係は親子間では認めることはできなかった。この結果は，遺伝的特徴の親から子への伝承

(Transmission) というものはやはり，類似した脳のはたらきの存在を前提としてはいるがそれ

は必要条件であって十分条件ではないことを示唆している。ここで類似した脳のはたらきをパー

ソナリティ特性の元型 (Genotype)とするならば，元型の心理面への投射としての現象型 (Phe-

notype)無くしてはパーソナリティ特性の伝承はあり得ないということになる。

認知スタイルについての先行研究との関連

本研究で検討の対象となった認知スタイルの二つの指標は．潜在的ラテラリティとの関係を見

た坂野 (1995b)の分析からは，指組みとの関わりでその脳的な基礎が議論された指標であった。

すなわち分析性・抽象性尺度は男性に固有の認知スタイルであって．指組みで左の親指が上にく

るタイプでは右の親指が上にくるタイプよりもその得点が高く． しかもこのような特徴は京大の

理学部・工学部学生で顕著にあらわれたのである。もう一方の印象性・想像性尺度は女性に固有

の認知スタイルであって．左指上タイプは右指上タイプよりもその得点は高く， しかもこのよう

な特徴は京大の教育学部・文学部学生で典型的にあらわれた。

この 2種類の認知スタイルに関しては本研究からは，その遺伝的特徴ははっきりした形では女

子学生と母親の間の印象性・想像性尺度でしか認めることはできなかったが，女子学生のこの結

果は，印象性・想像性尺度が女性に特有的であるということが， この尺度が親子間である程度伝

承された結果に対応したものであるとして理解できるようである。他方男性の分析性・抽象性尺

度はどうなるのだろうか。表 4からわかるように．分析性・抽象性尺度の親子間の相関は非常に

低いものであった。しかしここで注目しなければならないのは，先行研究で男性の分析性・抽象

性尺度と結びついていた指組みは親子間での遺伝性が見られた指標であったという事実である。

女性の指組みではこのような遺伝的な特徴はどこにも見いだすことはできなかった。

このことを考慮するならば，男性では性に固有な分析性・抽象性尺度というものはその特性自

体が遺伝するのではなくて，指組みとの結びつきを媒介にして間接的に親子間で伝承されるとい

う可能性がでてくるのである。親子間での指組みのパターンが類似していたのは左指上タイプで

あって，両親がともに左指上であればその息子の 80％以上が同じパターンを示していた。このパ
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ターンは右半球のルーズな神経ネットワークのはたらきが優位した右脳型と結びついている。

従ってルーズな神経ネットワークというものはそれ自体親子間で遺伝される可能性をもっている

が， このネットワークの心理的次元への投影としての「自由な」処理と結びついた分析的・抽象

的な認知スタイルというものは伝承されないということになる。

ここでまとめとして次のようなことがいえるのではないだろうか。まず女性に特有な認知スタ

イルである印象性・想像性尺度は，大脳皮質の覚醒水準の遺伝性と結びつけて考察できる指標で

あるというるようである。これに対して男性に特有な認知スタイルである分析性・抽象性尺度

は，左右の半球のはたらきから見た個人に固有な利き脳の伝承性という観点からとらえることが

できるものであるということである。

結 論

本研究では両親間と親子間のパーソナリティ特性の相関係数を比較検討することから，用いら

れたパーソナリティ特性の遺伝性の存在を検討しようとした。

遺伝的特徴の存在がわかっているモーズレイ性格検査の外向性尺度と神経症的傾向尺度との相

関係数から，本研究では気質質問紙からは易動性尺度と抑制性尺度が，そして認知様式質問紙か

らは印象性・想像性尺度が特に注目されたが，結果的にはこの 3尺度において遺伝的特徴の存在

をうかがわせるような結果を得ることができた。当初は両親のパーソナリティ特性間には，相当

程度の意味のある相関関係がでてくるのではないかと予想したが， 36ある相関係数の中でわずか

に3個と少なく，有意な相関係数のこのような少なさが上記の結論を産み出す間接的な支えと

なったのである。本研究結果はさらに，性に固有な認知スタイルという先行研究で提出された概

念の内容をさらに深く検討していく上で有用なものであった。
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