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問　題

　自意識は、これまで数多くの研究が積み重ねられ
てきている。日本におけるそれらの研究においては、
菅原（1984）の自意識尺度が用いられることが多く、
これまで、自意識における公的自意識と私的自意識
の２側面について、多様な心理変数との関連が検討
されてきている。菅原（1984）の尺度は、今後も数
多くの研究で使用されていくであろう尺度といえる。
　ところで、菅原（1984）の自意識尺度の項目数は
21である。この数は、単独で実施するには必ずしも

大きいわけではないが、他の尺度と組みあわせた場
合には、最終的な質問紙全体の項目数の増加に繋が
るといえる。近年、尺度の短縮化が進んでいるが（e.g., 
Gosling, Rentfrow, & Swann, 2003; Robins, Hendin, 
& Trzesniewski, 2001）、それなりに妥当性が担保さ
れるのであれば、回答者の負担減という観点からは、
項目数が少ない方が望ましい。妥当性を有し負担が
少ない尺度が開発されれば、今後の自意識研究の実
施の一助になると期待される。
　そこで本研究では、自意識尺度（菅原，1984）の
短縮版を作成することを目的とする。その際、利用
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者の利便性を考慮し、公的・私的それぞれ５項目か
らなる10項目版と、それぞれ３項目からなる６項目
版の２種の短縮版について検討する。
　まずは、原版の約半分である10項目版の作成を目
指すが、より少ない項目数による短縮版も利便性が
高いといえよう。ただし、項目数は少ないほど利便
性は高くなるが、例えば１項目では、測定している
概念に偏りが生じる可能性が高い。利便性を求める
にしても、ある程度の信頼性と妥当性は担保しなけ
ればいけない。最小限の項目数は内容や概念、また、
使われる場面にて異なると考えられるが、今回は、
分析の観点から項目数を決めることとする。尺度の
検討の際には因子分析がおこなわれることが多い
が、因子分析をおこなう際には、各因子に最小でも
２項目または３項目が対応している必要性がある（２）。
そこで、今回の短縮版でも各因子に３項目が対応す
るものを作成することとする。つまり、公的・私的自
意識のそれぞれ３項目からなる６項目版も作成する。
　妥当性検証としては、因子妥当性と構成概念妥当
性の観点から検討する。後者については、短縮版が
原版と同様に賞賛獲得と拒否回避についての欲求や
自尊感情との関連性を有し、そしてそれが先行研究
と齟齬が無いことをもって、検証をおこなうことと
する。
　関連を検討する変数は、上述のように、賞賛獲得
と拒否回避についての欲求、そして、自尊感情とする。
賞賛獲得と拒否回避の欲求は、公的自意識の強い人
に見られる対人態度を方向付ける２つの欲求（菅原，
1986）である。公的自意識は両欲求と高めの相関が
あり、拒否回避の欲求における公的自意識との相関
が、賞賛獲得の欲求における相関よりも強いことが
示されている。また、私的自意識は両欲求と無相関
であることも示されている（菅原，1986）。自尊感情は、
自意識との関連が検討されてきた諸変数の中でも主
なものである（金子，2017）。これまで、自意識と自
尊感情との関連については一貫した結果が得られて
いない（金子，2017）。ただし、概観すると、公的自
意識は自尊感情と無相関または負の相関があること

が想定されうる。

方　法

対象
　首都圏または地方小都市の大学や専門学校に所
属している学生135名（男性35名、女性100名、平
均年齢＝20.3歳、SD＝2.76）であった。
調査票
　ａ）自意識尺度（菅原，1986）：自意識を測定する
尺度であり、公的自意識と私的自意識の２側面から
なる。「１．全くあてはまらない」から「７．非常に
あてはまる」の７件法で回答を求めた。ｂ）賞賛獲
得欲求・拒否回避欲求尺度（小島・太田・菅原，
2003）：賞賛獲得と拒否回避の２つの欲求を測定す
るための尺度である。ｃ）自尊感情尺度（山本・松井・
山成，1982）：Rosenberg （1965）による自尊感情を
測定するための尺度の日本語版である。
　両尺度は、尺度項目の評定値の単純加算得点をそ
れぞれの尺度得点とし、以後の分析に用いた。
手続きおよび実施時期
　講義中に集団で施行し、その場で回答・回収をお
こなった。一部は、後日回収した。なお、倫理的な
配慮をおこない、同意を得た者のみを対象に実施し
た。なお、調査票の半分は、カウンターバランスを
とるために尺度の順番を逆にしたものを準備し実施
した。2008年11月～12月に実施した。

結　果

予備分析
　始めに、自意識尺度の項目分析をおこなった。まず、
中央値が２以下もしくは６以上の項目については、
それぞれ床効果または天井効果が生じていたとみな
し、削除した。また、公的自意識尺度と私的自意識
尺度ごとに、Ｉ−Ｔ相関を算出し、その値が他に比
し相対的に特に小さい項目も削除した。この段階で、
公的自意識の３項目と私的自意識の２項目を除外し
た。
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因子構造の確認
　予備分析後の16項目に対して、探索的因子分析
をおこなったところ、２因子解が確認された。また、
２因子を想定した確認的因子分析をおこなった。そ
れらにおける因子負荷量またはパス係数の値、さら
に、菅原（1986）の探索的因子分析における因子負
荷量の値をもとに、順次問題と考えられる項目を除
外した。公的自意識と私的自意識のともに５項目ま
で減じた項目群を暫定的な10項目版とした。そして
そこから同様に問題と考えられる項目をさらに除外
し、両尺度ともに３項目まで減じた項目群を暫定的
な６項目版とした（項目はTable 1を参照）。
　抽出した項目群に対して改めて２因子解を指定し
確認的因子分析をおこなったところ（３）適合度は、
10項 目 版 の 場 合 はGFI=.922、AGFI=.873、
CFI=.945、RMSEA＝.080、６項目版 の 場 合は、
GFI=.969、AGFI=.919、CFI=.980、RMSEA＝.068
であり、問題の無い値であった。なお、内的整合性
については、10項目版の公的自意識がα=.805、私
的自意識がα=.872、６項目版の公的自意識がα

=.759、私的自意識がα=.820であることが示された。
　この最終的な確認的因子分析における各項目への
パス係数をTable 1に示す。なお、全て0.1%水準で
有意であった。
　各尺度の記述統計量をTable 2に示す。なお、短
縮版に関しては、各項目による単純加算得点ではな
く平均値を尺度得点とした。

構成概念妥当性の検討
　各尺度得点と賞賛獲得欲求・拒否回避欲求尺度
得点、自尊感情尺度得点との相関を相関分析により
検討した。ピアソンの積率相関係数の値をTable 3
に示す。10項目版も６項目版も、全体的に原版と同
様の関連性を示した。そして、公的自意識は賞賛獲
得欲求および拒否回避欲求と正の相関があること、
そして後者の方が強い相関であることが確認され
た。私的自意識は賞賛獲得欲求および拒否回避欲求
と無相関であることが示された。また、公的自意識
は自尊感情と負の相関が、私的自意識はそれと無相
関であることが示された。

Table 1　項目内容および確認的因子分析におけるパス係数
公的自意識

10項目版 ６項目版
人前で何かするとき、自分のしぐさや姿が気になる .743 .815
他人からの評価を考えながら行動する .782 .689
自分についてのうわさに関心がある .612 .642
人の目に映る自分の姿に心を配る .639 −
自分の発言を他人がどう受け取ったか気になる .599 −

私的自意識
10項目版 ６項目版

つねに、自分自身を見つめる目を忘れないようにしている .836 .821
しばしば、自分の心を理解しようとする .809 .823
ふと、一歩離れたところから自分をながめてみることがある .657 .688
その時々の気持ちの動きを自分自身でつかんでいたい .766 −
自分が本当は何をしたいのか考えながら行動する .740 −

Table 2　自意識尺度の記述統計量
平均値 中央値 標準偏差

原版 公的自意識 55.77 56.00 9.92
私的自意識 49.91 50.00 10.75

10項目版 公的自意識 5.05 5.20 1.08
私的自意識 4.79 4.80 1.26

６項目版 公的自意識 4.99 5.00 1.21
私的自意識 4.94 5.00 1.28
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考　察

　本研究では、自意識尺度の短縮版を作成すること
を目的とした。作成された短縮版の内的整合性の高
さから、高い信頼性が確認された。そして、確認的
因子分析による適合度の結果から、高い因子妥当性
が確認された。さらに、他の心理変数との関連から、
高い構成概念妥当性が確認された。
　項目分析で除外された項目は、従来の研究におい
て因子との対応関係が強く（４）、内容的にも直接的に
当該概念についてたずねる項目であった。そのよう
な項目を削除したことが、オリジナルに比べ数値的
には内的整合性や妥当性の高さを減じることになっ
た可能性も考えられるが、その項目を除外したこと
により、当該概念の個人差をより適切に測定するこ
とが可能になったといえる。
　他の心理的構成概念との関連の検討結果から、高
い構成概念妥当性が確認された。項目数を減じても、
原版における値と同程度の値が得られている。その
ことから、短縮版においても同様の概念を測定して
いることが示唆されたといえる。さらに、原版と同
様に、先行研究における、自意識尺度と、賞賛獲得
欲求・拒否回避欲求、自尊感情との関連性と齟齬が
無い結果が示されていた。このことからも、短縮版
が原版と同様の概念を測定し得ていることが示唆さ
れる。
　以上、自意識尺度の10項目版（自意識尺度10項
目版；SCS-10）と６項目版（自意識尺度６項目版；
SCS-6）の信頼性と妥当性の高さが確認されたと見
なした。非常に利便性と実用性の高い短縮版が作成

されたといえる。実施状況に鑑みながら、適宜どち
らの版を使用するか選択することが可能である。こ
の点でも、本尺度は利便性が高いものといえよう。
今後の自意識研究に寄与することが大いに期待され
る。
　とはいえ、今回のサンプルサイズは決して大きく
は無い。項目精選にあたって、それを補うために菅
原（1986）の結果も参照しながら作成をおこなった。
また、短縮版でも従来の研究と同様の性質を有して
いることも示された。それでも、結果の安定性につ
いては不明な点もあり、この点については慎重に検
討を重ねる必要はある。
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６項目版 公的自意識 .323 *** .693 *** -.346 ***
私的自意識 .128 .068 -.055

注）値はピアソンの積率相関係数。
　　***p<.001, *p<.05。



− 101 −

東京未来大学研究紀要  Vol.14　2020.3

菅原健介（1984）．自意識尺度（self-consciousness scale）
日本語版作成の試み　心理学研究，55，184-188．

菅原健介（1986）．賞賛されたい欲求と拒否されたくな
い欲求−公的自意識の強い人に見られる２つの欲求に
ついて−　心理学研究，57，134-140．

山本眞理子・松井豊・山成由紀子（1982）．認知された
自己の諸側面の構造　教育心理学研究，30，64-68．

注
（１ ）短縮版作成にあたって、自意識尺度（菅原, 1984）

の著者の許可を得た。
（２ ）基本的に、確認的因子分析では２項目、探索的因

子分析では３項目とされている。
（３ ）原版の適合度はGFI=.738、AGFI=.678、CFI=.784、

RMSEA=.107であった。
（４ ）なお、今回のデータにおいて、項目分析で当該項

目を除外しないまま因子分析をおこなった場合に、
その当該項目と因子との対応関係が非常に強いこと
が確認できている。

（すずき　ともひろ）
 【受理日　2019年11月11日】


