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自己認知と自尊感情ならびに自己意識との関係  

筑波大学心理学系 外山 美樹  

The relations between self－PerCeption and both self－eSteem and selfJconsciousness   

MikiTbyama（血stituie〆PgchoJ脚，th2iversi＆qf乃ukuba，乃ukuba3αヲp85Z？，拗an）  

The purpose of this study was toinvestigate the relation between self－perCeptlOn and  

self－eSteem（Studyl），and the relation between self－PerCeption and selトconsciousness（Study2）・  

Eight hundred college students completed the Self－Perception Scale and the Self－Esteem Scalein  

Studyl，and487college students completed the SeliPerception Scale and the Self－Consciousness  

Scalein Study2．The resultsindicated thatalthough（a）selトesteemis positively related to self－  

perception，（b）self－COnSCiousnessis notrelated to self－perCeption．Theseresults are discussed，and  

in particular；the need forfurtherconceptualandpsychometricwork to measure self－eSteem・  

Keywords：Self－perCeption，Self－eSteem，Self－COnSCiousness   

リュージョンが精神的健康につながる，という方  

向で実証的研究や理論化が展開されている（e．g．  

Shedler，Mayman＆Manis，1993）．ところで，わ  

が国における研究を概観すると，ポジティブ・イ  

リュージョンに関する研究は始められたばかりであ  

り，その全体像はほとんどつかめていないのが現状  

である．   

外山・桜井（印刷中）は，恥ylor＆Brown（1988）と  

同様の方法を用いて，日本人におけるポジティプ・  

イリュージョン現象を検討した．そして，日本人に  

おいてはポジティブ・イリュージョンが見られる側  

面と，逆にネガティブ・イリュージョンが見られる  

側面が存在することを報告している．また，外山・  

桜井（2000）がポジティブ・イリュージョン現象（な  

らびにネガティブ・イリュージョン現象）という集  

団認知の観点から，個人の自己認知と精神的健康  

（抑うつ傾向）との関連を検訂したところ，日本人に  

おいてポジティブ・イリュージョン現象が見られた  

側面においては，自己高揚的な認知をする人がそう  

でもない人より精神的健康であるが，ネガティプ・  

イリュージョン現象が見られた側面においては，自  

己高揚的な認知をする人だけでなく，自己を平均的  

だとみなす控えめな認知をする人たちもまた，精神   

従来の正確な自己客観視を精神的健康の必要条件  

とする考え方とは対照的に，近年では，ポジティブ  

に傾いた自己概念をもっていることが精神的に健康  

であるとするポジティブ・イリュージョンの考え方  

が実証的に確認され，理論化が進展している．   

ポジティブ・イリュージョン（positiveillusion）と  

は，自己高揚的動機に基づく認知バイアスのことで  

あり，「実際に存在するもの・ことを，自分に都合  

良く解釈したり想像したりする精神的イメージや概  

念」と定義される（T坤lor＆Brown，1988）．さらに，  

nylor＆Brown（1988）は，ポジティブ・イリュー  

ジョンを，（1）自分自身をポジティブにとらえる  

（self－aggrandizement），（2）自分の将来を楽観的に考  

える（個人的楽観主義）（umrealisticoptimism），（3）外  

界に対する自己の統制力を高く判断する（exagge－  

rated perception ofcontrol），の3つの領域から捉  

え，この3つのポジティブ・イリュージョンが精神  

的健康に結びついていると結論している．つまり，  

精神的に健康な人には，自己を良き者と考え，自分  

の未来を明るく措き，自己の統制力を強く信じる傾  
向が見られるというのである．   

このように，欧米においては，人はみなポジティ  

ブ・イリュージョンを抱き，このポジティブ・イ  
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子442名）に対しては絶対的方法を，286名（男子75  

名，女子211名）に対しては相対的方法を用いた3）．   

自尊感情尺度：Rosenberg（1965）による自尊感情尺  

度の日本語版（桜井，1993）である．10項目で構成さ  

れており，4段階評定（1～4点）である．  

手続き 上記の尺度が1998年7月、10月に，集団形  

式で実施された．   

結果と考察4）   

自尊感情尺度の平均値（標準偏差）は，26．17（5．93），  

α係数は．84であった．次に，絶村的方法，相対的  

方法別に，自尊感情尺度と自己認知下位尺度の相  

関係数（PearSOnの積宰相関係数）を求めたところ，  

′指blelに示す結果が得られた．絶対的方法（「DC」  

得点5）による），相対的方法いずれにおいても，自  

尊感情との間に有意な正の相関がみられた（ただし，  

絶村的方法の統制の「ポジティブ」を除く）．   

絶対的方法，相対的方法いずれにおいても，自己  

認知のさまざまな側面のうち，自尊感情と強い関連  

が見られたのは，自己の「ポジティブ」，すなわち  

日本人においてポジティブ・イリュージョンが見ら  

れた自己の側面であった．これらの項目というの  

は，誠実性（ex．“まじめである’‥‘責任感がある”）や  

調和性（ex．“思いやりがある”“素直である”）をあら  

わす項目であり，われわれ日本の文化において価値  

が置かれている側面である．こうした側面で自己を  

独立的あるいは相対的にポジティブに認知すれば，  

自尊感情の高さと結びつくことが示唆された．   

また，絶柑的方法においては，「DC」得点の他に  

「Self」得点，「Average」得点との相関係数を求めた  

ところ，「Self」得点（．19～．弘，♪＜．01）においては  

DC得点（．16、．37，♪＜．05）よりも自尊感情との高  

い相関係数が得られたが，「Average」得点において  

は有意な相関は得られなかった．つまり，自尊感情  

の程度は，他者に対する評価には何ら影響を及ぼさ  

ないことが明らかにされた．  

的健康につながることを報告した．そして，日本人  

において自己認知と精神的健康の関係を検討する際  

には，周り（集団）の認知傾向の観点を加味すること  

の重要性を唱えている．   

本研究では日本人におけるポジティブ・イリュー  

ジョンの全体像をさぐるプロセスとして，集団の認  

知傾向，すなわち日本人においてポジティブ・イ  

リュージョン現象が見られる側面なのか，ネガティ  

ブ・イリュージョンが見られる側面なのか，といっ  

た観点から，自己認知と自尊感情ならびに自己意識  

との関係を探ることを目的とする．  

研究1：自己認知と自尊感情の関連性  

自尊感情とは，自己概念と結びついている自己の  

価値と能力の感覚一感情であるとされている．つま  

り，自己に対する全体としてのポジティブな評価感  

情である．研究1では，自己認知と自尊感情の関連  

性を集団の認知傾向（日本人においてポジティブ・  

イリュー ジョン現象が見られる側面なのか，それと  

もネガティブ・イリュージョンが見られる側面なの  

か）の観点から検討することを目的とする．  

方  法  

被調査者 茨城県の国立大学生151名（男子53名，女  

子98名），茨城県の私立大学生132名（男子53名，女  

子79名），東京都の私立女子大学生320名，東京都の  

短期女子大学生糾名，東京都の専門学校生113名（男  

子41名，女子72名）の計800名（男子147名，女子653  

名）であった．  

質問紙 次の尺度を用いた．   

自己認知尺度：外山・桜井（2000）の自己認知尺度  

を用いた（質問項目については，Appendixを参照）．  

「自己」，「楽観主義」，「統制」の3つの領域から構  

成されており，各々「ポジティブ」1）と「ネガティ  

ブ」2）の下位尺度から成る．“全くそう思わない”か  

ら“非常にそう思う”までの7段階評定（－3～3  

点）であった．被調査者のうち514名（男子72名，女  3）絶対的方法とは，自己と平均的他者を独立に評定させ  

る方法である（ex．“あなたは社交的であると思います   

か”“一般的（平均的）な大学生は社交的であると思い   

ますが’）．一方，相対的方法とは，直接的に平均的他   

者との相対的な比較を用いて評定させる方法である   

（ex．“一般的（平均的）な大学生と比べて，あなたは社  

交的であると思いますか”）．  

4）研究1では，自己認知と自尊感情の関係を探ることを   

目的とするため，また紙面の関係上，自己認知尺度に   

おける詳細な検討は記載しない．詳細は外山・桜井   

（印刷中）を参照のこと．  

5）「I）C」得点というのは，「自己（self）」得点から「他者   

（average）」得点を引いたものである．   

1j「ポジティブ」というのは，外山■桜井（印刷中）におい   

て，ポジティプ・イリュー ジョン現象［集団において，   

多数の人が（統計上有意に），他者（平均的な人）に比べ   

て自分の性格，将来，統制の方が上であるとみなす現   

象］が見られた項目詳である．  

2）「ネガティブ」というのは，外山・桜井（印刷中）におい   

て，ネガティブ・イリュージョン現象［集団において，   

多数の人が（統計上有意に），他者（平均的な人）に比べ   

て自分の性格，将来，統制の方が下であるとみなす現   

象〕が見られた項目群である．  
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′hblel自尊感情尺度との相関係数結果   

絶対的方法  

自己認知下位尺度  DC  Self  Average  相対的方法  

自己   

ポジティブ  ．37＊＊   

ネガティプ  ．19＊＊  

楽観主義   

ポジティプ  ．24＊＊   

ネガティプ  ．25＊＊  

統制   

ポジティプ  ．06   

ネガティプ  ．16＊＊  

．54＊＊  

．32＊＊  

．38＊＊  

．25＊＊  

．19＊＊  

．19＊＊  

．04  

．07  

．05  

．00  

．11  

．03  

注1）絶対的方法は刀＝514，相対的方法は乃＝286である．  

注2）攣＜．05，＊攣＜．01．  

柱3）“DC”得点とは，“Self（自己）”得点から“Average（他者）”得点を引いたものである．   

職ble2 回帰分析の結果（標準偏回帰係数）  ′mble2には自己認知下位尺度（絶対的方法におけ  

る「self」得点，相対的方法6））を説明変数に，自尊  
感情尺度を基準変数にして行われた重回帰分析の結  

果が示されている．重回帰式はすべて有意となっ  

ている（順に，ダ（6，507）＝11．46，♪＜．01，点＝．弘；  

F（6，279）＝15．88，♪＜．01，月＝．68）．各標準偏回帰  

係数（パス係数）は，絶対的方法における「se山得点  
においては，自己の「ポジティブ」ならびに・「ネガ  

ティブ」からのパスが，そして楽観主義の「ポジ  

ティブ」からのパスが有意であった（順に，β＝．22，  

♪＜．01；β＝．19，♪＜．01；β＝．29，♪＜．01）．相対  

的方法においては，自己，楽観主義，統制の「ポジ  

ティプ」からのパスが正で有意であった（順に，β  

＝．22，♪＜．01；β＝．19，♪＜．05；β＝．32，♪＜．01）．  

また，自己の「ネガティブ」からのパスが正で有意  

であった（β＝．19，♪＜．01）．   

以上の結果より，自尊感情に大きく寄与するの  
は，自己，楽観主義，統制の側面の「ポジティブ」，  

すなわち集団においてポジティブ・イリュージョン  

が見られる側面であることが明らかにされた．外  

山・桜井（印刷中）は，日本の社会で重要と考えられ  

る自己の特性，側面においてポジティブ・イリュー  

ジョンが見られたことを報告しているが，そうした  

ポジティプ・イリュージョンが見られた側面と自尊  

感情が強く結びついているという本研究の結果は大  

変興味深い．これまで，相互協調的自己観をもつ日  

本人においては，自尊感情維持・高揚動機自体がな  

い，あるいは自尊感情の概念自体が有効ではない，  

絶対的方法  

自己認知下位尺度  Self  相対的方法   

ポジティブ   

ネガティプ  

楽観主義   

ポジティプ   

ネガティブ  

統制   

ポジティプ   

ネガティプ  

．22＊＊  ．22＊＊  

．19＊＊  ．19＊  

．29＊＊  ．19＊  

．03  ．09  

．01  ．32＊＊  

．02  ．04  

重決定係数（R）  ．別＊＊   ．68＊＊  

注1）絶対的方法は〃＝514，相対的方法は乃＝286であ  

る．  

注2）り＜．05，＊攣＜．01．  

と論じられることが多かった．しかし，本研究の結  

果から，我々日本人でも自尊感情欲求をもってお  

り，社会に適応し，自尊感情を高揚させるために，  

その文化において規範的だとされる自己の特性，側  

面においてポジティブ・イリュージョンが生じる可  

能性が示唆された．   

また，本研究の結果より，自己を独立に評価する  

場合（絶対的方法による“Self”）よりも，他者との比  

較において自己を評定する場合（相対的方法）の方  

が，自尊感情と自己認知との結びつきが強い（相関  

係数が高い）ことがわかった．最近の自己研究にお  

いては，自己がどのようなものとして経験されるか  

は個人内の閉じた系の中で進行するのではなく，他  

者との関係性や相互作用がその人のあり方を決め，  

またその人の自己理解を方向づける上できわめて重   

6）憂回帰分析は，相関係数においてすべての下位尺度に   

おいて有意となった絶対的方法の「self」得点ならびに   

相対的方法においてのみ施すことにした．  
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下的認知と公的自己意識との間には正の相関関係が  

あるものと予想される．   

方  法  

破調査者 茨城県の国立大学生151名（男子53名，女  

子98名），茨城県の私立大学生132名（男子53名，女  

子79名），束京都の私立大学生女性91名，東京都の  

専門学校生113名（男子41名，女子72名）の計487名  

（男子147名，女子340名）であった．  

質問紙 次の尺度を用いた．   

自己認知尺度：研究1と同様の自己認知尺度を用  

いた．得点が高く（低く）なるほど，自己高揚的な認  

知（自己卑下的な認知）をしていることを示す．被調  

査者の258名（男子72名，女子186名）に対しては絶対  

的方法を，229名（男子75名，女子154名）に対しては  

相対的方法を用いた．   

自己意識尺度：外山・桜井（1999）による自己意識  

尺度を用いた．外山・桜井（1999）は，確認的因子分  

析の手法を用いて，従来の自己意識尺度の下位尺  

度である私的自己意識が，「自己の内的状態の意識  

（inter state awarness orinternalstate awarness）」  

と「自己省察（self－reflectivenes）」の2因子に分化す  

ることを示し，自己意識尺度の4国子構造（「自己の  

内的状態の意識（感情や思考などの心内活動に注意  

や関心を集中する傾向）」「自己省察（記憶やイメー  

ジによって自己を回想・内省する傾向）」「公的自己  

意識（他者から見られる自己を意識しやすい傾向）」  

「社会的不安（対人状況における不安や緊張，当惑を  

感じやすい傾向）」を提起している．本研究では「自  

己の内的状態の意識」下位尺度3項目と「自己省察」  

下位尺度5項目と「公的自己意識」下位尺度5項目  

を使用した．“全然あてはまらない”から“非常にあ  

てはまる”までの5段階評定（1～5点）であった．  

手続き 上記の尺度が1998年9月、10月に，集団形  

式で実施された．   

結果と考察7）   

私的自己意識下位尺度の「自己省察」の平均値（標  

準偏差）は，18．87（2．82），α係数は．72，「自己の  

内的状態の意識」の平均値（標準偏差）は，10．37  

（2．08），α係数は．73であった．そして，公的自己  

意識尺度の平均値（標準偏差）は，25．98（4．37），α  

係数は．75であった．  

要な役割を果たしていることが示されている（遠藤，  

1999）．自尊感情はこれまで自己に対する肯定的な  

評価と結びつけられて考えられていたが，少なくと  

も日本人においては，他者との比較において自己の  

優位性を認知することが自尊感情を強く支えている  

ものと考えられる．   

一般に個人主義的であるといわれる欧米人に比べ  

て，集団志向的で周囲の人々との調和や一致を重ん  

じるといわれる日本人においては，自己と他者を比  

較する社会的比較が多く生じ，また比較した結果  

が大きな意味をもつことが指摘されている（高田，  

1992）．われわれ日本人にとって自尊感情が特に大  

きな意味をもつのは，他者との関係の中で自己高揚  

的な認知を行うときなのであろう．   

今後は，遠藤（1999）が指摘しているように，自尊  

感情をこれまでのような個人内過程の産物としてで  

はなく，他者との関係性の観点からとらえ直すこと  

が必要とされる．加えて，近年では，自尊感情に関  

してはその概念，測定する尺度について様々な問題  

が投げかけられ，たとえば伊藤（1994）は，研究の目  

的如何によっては異なる観点から自尊感情を概念化  

する尺度を構成する必要性を唱えている．今後は，  

日本人における自尊感情とは何か，という問題を既  

述した遠藤（1999）の視点も含めて取り扱い，自尊感  

情尺度の再検討を図っていかなければならないであ  

ろう．  

研究2：自己認知と自己意識の関連性  

自己認知と自己意識の関連性を検討することを目  

的とする．いわゆる日本人の自己批判，自己卑下的  

傾向と呼ばれているものには，自己呈示の要因が含  

まれている可能性が考えられる．つまり，集団志向  

的で周囲の人々との調和や一致を重んじるといわれ  

る日本人は，他者からの目を過度に気にするあま  

り，あるいは謙虚，控えめが美徳とされる日本文化  

的規範の影響を受けるあまり，自己卑下的な認知傾  

向を示すのかもしれない．このように考えるなら  

ば，日本人は，実際にはそのように考えているわけ  

ではなく，謙遜として表面的な，自己呈示的な自己  

卑下的認知を示していることも考えられる．   

さて，自己意識というのは，自分に注意を向けや  

すい特性のことであるが，特に，公的自己意識の強  

い人というのは，周りの目，評価を常に気にかけ，  

周りの人の視点のもとに自己を客体化してみる傾向  

の強い人である．日本人の自己批判，自己卑下的傾  

向が「周りの目」が気になるあまり特に強くなる，  

すなわち自己呈示によるものであるならば，自己卑  

7）研究2では，自己認知と自己意識の関係を探ることを   

目的とするため，また紙面の関係上，自己認知尺度に   

おける詳細な検討は記載しない．詳細は外山・桜井   

（印刷中）を参照のこと．   
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次に，絶対的方法，相対的方法別に，自己意識  関係数（Pearsonの積率相関係数）を求めたところ，  

下位尺度（自己省察尺度，自己の内的状態の意識   Thble3（自己省察），Thble4（自己の内的状態の意  

尺度，公的自己意識尺度）と自己認知下位尺度の相  識），職ble5（公的自己意識）に示す結果が得られた．  

1もble3 自己省察尺度との相関係数の結果  

絶体的方法  

自己認知下位尺度  DC  Self  Average  相対的方法  

自己   

ポジティブ  ．10   

ネガティブ  ー．13＊  

空想的楽観主義   

ポジティブ  ．06   

ネガティプ  ー．04  

統制   

ポジティプ  ．08   

ネガティブ  ー．09  

．06  

－．23＊＊  

．04  

－．01  

．13  

－．02  

－．06  －．06  

．09  －．15＊  

－．03  ．00  

．05  －．32＊＊  

－．01  ．09  

－．04  －，13  

注1）絶対的方法は乃＝258，相対的方法は乃＝229である．  

注2）隼＜．05，＊隼＜．01．  

注3）“DC”得点とは，“Self（自己）”得点から“Average（他者）’’得点を引いたものである．  

′hble4 自己の内的状態の意識尺度との相関係数の結果  

絶対的方法  

自己認知下位尺度  相対的方法  DC  Self  Average   

自己   

ポジティブ  ．10   

ネガティプ  ー．08  

空想的楽概主義   

ポジティブ  ．07   

ネガティブ  ．03  

統制   

ポジティブ  ．03   

ネガティプ  ．02  

．06  

－．10  

．00  

－．06  

．08  

．02  

．08  

－．06  

．09  

．10  

．00  

．01  

注1）絶対的方法は乃＝258，相対的方法は乃＝229である．  
往2）“DC”得点とは，“Self（自己）”得点から“Average（他者）”得点を引いたものである．  

1ゝble5 公的自己意識尺度との相関係数の結果  

絶対的方法  

自己認知下位尺度  DC  Self  Average  相村的方法  

自己   

ポジティブ  →．01   

ネガティプ  ー．11  

空想的楽観主義   

ポジティブ  ー．07   

ネガティブ  ー．09  

統制   

ポジティプ  ．06   

ネガティプ  ．04  

－．03  

－．11  

－．05  

－．07  

．03  

－．06  

．04  

．03  

．05  

－．06  

．09  

－．10  

注1）絶対的方法は乃＝258，相対的方法は乃＝229である．  

注2）“DC”得点とは，“Self（自己）”得点から“Average（他者）”得点を引いたものである．   
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いて自己を認知する場合にその傾向が強くなること  

が明らかにされた．   

また，自己認知と自己意識（特に公的自己意識）と  

の間にはほほ関係性が認められなかったことより，  

日本人における自己認知（自己卑下的な認知ならび  

に自己高揚的な認知）は，意図的自己呈示によらな  

いことがわかった．   

ここで，本研究における問題点ならびに今後の課  

題を指摘しておく．特に研究1においてであるが，  

研究1で得られた知見はあくまで相関研究に基づい  

たものであり，因果関係を特定するためにも今後は  

継時的な研究が必要とされる．また，ポジティブ・  

イリュージョンを測定する絶対的方法，相対的方法  

といった方法論的な問題も含め，今後は日本人にお  

けるポジティブ・イリュージョンのメカニズムを明  

らかにしていく必要がある．  
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私的自己意識下位尺度の「自己省察」尺度にお  

いて，絶対的方法における自己の「ネガティブ」  

の「DC」得点（－．13，P＜．05），「Self」得点（－．23，  

♪＜．01）と，相対的方法における自己，楽観主義  

の「ネガティブ」において（順に，－．15，♪＜．05；  

－．32，♪＜．01），弱い負の相関係数が得られた．  

「自己省察」とは，自己をあれこれ回想・内省する傾  

向であり，この傾向の高い人は，自己評価がより正  

確であることが考えられている．そのため，自己の  

ネガティブな側面も正確に認知することにより，そ  

うした側面における自己卑下的傾向がより顕著であ  

ると考えられる．   

一方，私的自己意識下位尺度の「自己の内的状態  

の意識」尺度ならびに公的自己意識尺度において  

は，有意な相関係数はいずれの指標においても得ら  

れなかった．   

本研究の結果から，自分に注意を向けやすい人  

が，自分に注意を向け内省するあまり，自己卑下的  

認知を行う可能性は示唆された．しかし，周囲の目  

が気になり，周りの人の視点のもとに自己を客体化  

してみる人がそれゆえに自己卑下的傾向を示す，と  

いう関係は得られなかった．   

従来さけばれてきた日本人の自己批判的，自己卑  

下的傾向については，それは集団志向的で周囲の  

人々との調和を重んじる日本人が，他者からの評価  

に敏感であるがために自己卑下的な自己呈示を行う  

可能性も考えられた．しかし，本研究の結果より，  

日本人の自己卑下的認知はかなりの程度，自己呈示  

の配慮抜きの，いわば本心であろうと推測できる．  

日本人における自己卑下的な認知ならびに自己高揚  

的な認知は，意図的自己呈示によらない，きわめて  

自発的なものであると考えられる．  

まとめと今後の課題  

本研究では，集団の認知傾向，すなわち日本人に  

おいてポジティブ・イリュージョン現象が見られる  

側面なのか，あるいはネガティブ・イリュージョン  

が見られる側面なのか，といった観点から，個人の  

自己認知と自尊感情ならびに自己意識との関連につ  

いて検討された．   

その結果，日本人においてポジティブ・イリュー  

ジョンが見られた側面における自己認知と自尊感情  

の結びつきが強いこと，ならびに佃者との比較にお  
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質 問 項 目  質 問 項 目  

「楽観主義」の領域   

ポジティブ  

大きな病気にかかる  

仕事を解雇される  

交通事故に遭う  

ガンになる  

借金をする  

雑婚する  

幸せな結婚生活をおくる   

ネガティブ  

宝くじにあたる  

大金を手に入れる  

「統制」の領域   

ポジティブ  

就職がうまくいく  

幸せな結婚生活をおく  

離婚しない  

借金をしない  

長生きする  

交通事故に遭わない   

ネガティブ  

宝くじにあたる  

才能のある子どもに恵まれる   

「自己」の領域   

ポジティブ  

誠実である  

親切である  

思いやりがある  

おおらかである  

寛大である  

まじめである  

責任感がある  

素直である  

健康的に見える  

きちょうめんである   

ネガティブ  

異性の間で人気がある  

魅力的である  
容姿がよい  

スタイルがよい  

同性の間で人気がある  

ファッションセンスがよい  

頭の回転が速い  

知的である  

社交的である  

積極的である  
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