
Tゝl血1∂αP町Cん0わgtcα∫ガβgβαγCん

1999，21，155－161

選や能力タ 将来の出来事に対する由己評億学

的般約飽馨への評億の相対的既敏

一繰り返し測定による相対的自己高揚傾向の安定性叫

筑波大学心理学系 宮本 聡介

155

A relative comparisonofevaluations concerningわrtune，ability and future prospectsin respect

Ofselfand酢neralized others：Stabilityin relative self－enhancementover repeated measures．
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The purpose of this study was firstly to replicate findings concerning relative

self－enhancement（Miyamoto＆Kamise，1997），andsecondly toinvestigate the stabilityofthis

relativeself－enhancementandtheexistenceofdifferencesduetogender．Participantswere asked

to
evaluate the fortunes，abilities，and future prospects of self and generalized others twice

duringatwo－mOnthperiod（firstsessionandsecondsession）．Derivedbysubtractingscoresねr
generalized others f王・Om SCOreS for self，mOSt di打erence scores were positive，and an analysIS

Ofthese showed thatthey were significantly higher than zero．In addition，the difference scores

from the 茄rst session′correlated highly with di打erence scores from the second session．

Differences duetogenderwerenotdetected．Thisclearly replicatestheearlierfindingconcerning

relative self－e壬1bancemellt．三t alsoindicates tbat relative seif－enbancementis stable during a two

month period，

鼠eywords‥Selfevaluation，Self－enhancement，Stability，SeX difference

本研究では，違・能力，将来の出来事に対する自

己評価と一般的他者への評価を比較することで，

Brown（1986）や宮本・上瀬（1997）が報告した相対的

自己高揚を本研究において追試すると同時に，相対

的自己高揚の性差，2ケ月という間隔を空けた相対

的自己高揚の変化の安定性を明らかにすることを目

的とする．

Taylor＆Brown（1988）に端を発した肯定的幻想

（positiveillusion）という現象は，それ以前にあった

「自己に対する正確な認識」こそが社会適応的である

とする知見Oahoda，1958，Allport，1955；Erikson，

1950；Maslow，1950；Fromm，1955）を根底から覆す

ものとなり，アメリカのみならず日本においても一

大論争のきっかけとなった（遠藤，1995）．彼女らの

中心的な論点は，人間の情報処理は経験や感情状

態，既存の知識などによって，容易に「歪む」こと

から（Fiske＆Taylor，1984；Nisbett＆Ross，1980），

自己概念もポジティブに歪んでいるのではないかと

いうことにある．そしてこうした自己へのポジティ

ブな歪みを肯定的幻想と呼び（1）自分自身を非現実

的なまでにポジティブにとらえること，（2）外界に

対する自己の統制力を過大評価すること，（3）自己

の将来をばら色に措くことの3つをその特徴として

いる．こうした肯定的な歪みが単に自己の特徴を記

述することにとどまらず，肯定的に歪んでいるとい

うことが精神的な健康と密接に結びついているので

はないかという主張があったからこそ，彼女らの主

張が多くの研究者の注目を集めたことはいうまでも

ない．Taylor＆Brownほこうした特徴を指摘する

ために非常に多くの研究をレビュしているが，その
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中でも特にこの肯定的幻想を強調するきっかけと

なったのがBrown（1986）である．

Brown（1986）は10個のポジティブを特性形容詞と

10個のネガティブな特性形容詞が「自分」（あるい

は「大部分の他者」）に当てはまるかどうかを7ポ

イントスケールで尋ね，その得点を比較した．その

結果ポジティブ特性語では自己評価が大部分の他者

への評価よりも有意に高いことが示された．同様に

ネガティブ特性語では，自分よりも大部分の他者を

有意に否定的に評価していた．このことから人は，

「大部分の他者」といった漠然とした相手との相対的

比較において自己を極端に高く評価する相対的自己

高揚の傾向があると言える．

また宮本・上瀬（1997）は道・能力，将来の出来事

に対する，自己評価と一般的他者への評価を比較し

たところ，金銭獲得に対する期待（たとえば「宝くじ

で大金が手に入ると思う」「懸賞にあたると思う」）

では相対的自己高揚は認められなかったが，それ以

外の評価（運，将来に対するポジティブを評価）では

相対的自己高揚がみられた．また宮本・上瀬らの研

究ではこのような相対的自己高揚が自尊心，自己効

力感をどと正の相関があり，抑うつ感情と負の相関

があることも示されている．つまり自己に対する極

端な肯定視が精神的健康と関連を持っていることが

示唆されたことになり，Taylor＆Brown（1988）の

主張と一致するところである．

ところで日本においては自己肯定的を評価傾向を

示した研究は少なく，むしろ自己否定的な評価傾向

を示すことのほうが多い．たとえば北山・高木・松

本（1995）は成功と失敗の原因帰属を扱った日本の研

究をレビュし，成功・失敗時の能力への帰属の傾向

をまとめたところ，実験室実験では多くの場合失敗

時にその原因を自分の能力に帰属する傾向があるこ

とを報告している．こうしたことから，日本人にお

ける自己肯定視の傾向に対する知見は，混沌として

おり，むしろ否定的な立場をとる研究者も多いと考

えられる．しかし宮本・上瀬やBrownの相対的比

較パラダイムを用いると，極端な自己肯定視の傾向

が確認されるということは，帰属研究などでとられ

る方法とは，測定されている概念が異なる可能性が

あり，日本人において自己肯定傾向が認められない

とする結論を出すのは早急であると考える．また実

験室場面でも匿名的な課題遂行場面を用いると失敗

時に能力に帰属する傾向が薄れ，むしろ成功時に能

力に帰属する傾向も見られるようにをる（古城，

1980）．そこで本研究では相対的自己高揚の傾向が

再び確認されるかどうかを検証することを第1の目

的とする．これは先の帰属研究では自己肯定的傾向

の結果が一貫していないが，相対的比較の方法にお

いて一貫した結果が得られるのかどうかを明らかに

することに問題の焦点が当てられている．もし本研

究において宮本・上瀬の結果が再現されたならば，

日本人における自己肯定的傾向あるいは，他者と比

べた場合の相対的自己高揚傾向が確認されることに

なり，同時にこうした自己高揚傾向が精神的健康と

関連していることから，今後健康心理学的な観点か

ら自己の問題を検証する際の重要な個人内変数の1

つとなりうるからである．

ところで，宮本・上瀬においては相対的自己高揚

が自尊感情や抑うつと関連していることを報告して

いわけであるが，自尊感情も抑うつも環境や状況の

影響を受けてある程度変動するものと考えられる．

しかしたとえば自尊感情については近年，個人の内

的特性であり，高自尊心者，低自尊心者が持つ特徴

的な自己概念維持の方略を報告する研究も増えてき

ている（伊藤，1998）．とすると，本研究で問題にし

ている相対的自己高揚についても，環境や状況を超

えた一貫性の傾向が認められる可能性があると考え

られる．そこで本研究では宮本・上瀬において報告

された相対的自己高揚傾向が繰り返しの測定によっ

てどれだけ安定した個人内の傾向であるかを明らか

にすることを第2の目的とする．

さらにBrown（1986），宮本・上瀬（1997）のいずれ

においても性差に関する報告はなされていない．そ

こで本研究では相対的自己高揚の性差についてもあ

わせて検討する．

方 法

被験者 調査1：都内英国立大学大学生計157名（男

性109名，女性48名）．調査2：同大学大学生計152

名（男性104名，女性48名）．

質問紙の構成 自己他者評定尺度：現在の能力や

遅，将来起こるであろう出来事20項目に射し，「あ

なたは」と「一般的に人は」の2側面から回答を求

めた．本尺度ほ宮本。上瀬の作成したポジティブ幻

想尺度15項目のうち13項目を用い，7項目を新たに

付け加えた．宮本。上瀬で用い本研究で用いをかっ

た2項目のうち「ガンにをらをいと思いますか」は

被験者の縁者にガン羅漢者がいるということが回答

に影響を与える可能性があったこと，また「就職が

うまくいくと思いますか」は回答者に1～3年生が

多く，就職に対する十分なイメージが出来上がって

いをいことが予想されたため，それぞれ「大きな病

気にならないと思いますか」「希望の進路に進める

と思いますか」とワーディングを変更して用いた．
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さらに本研究では身体的魅力などの項目，将来の出

来事に対する項目の不足分を考慮し5項目を追加し

た．追加した5項目は「幸せな老後がすごせると思

いますか」「生涯友人に恵まれると思いますか」「自

分（一般的に）は魅力があると思いますか」「幸福な

結婚ができると思いますか」「出世できると思いま

すか」であった．被験者にはそれぞれの項目に対し

て「非常にそう思う」から「まったくそう思わを

い」までの7件法で回答させ，得点が高いほど肯定

的な評価になるよう得点化した．

手続き 質問紙は授業時間中に配布し回答を求め

た．同一内容の質問項目を2ケ月の間隔を空けて2

度実施した（調査1，調査2）．

結 果

相対的自己高揚

調査1と調査2それぞれについて，自己評価と一

般的他者への評価の平均値および差得点（一般的他

者への評価値を自己評価値から引いた催）をTable

l，Table2に示す．いずれの調査においても「宝

くじで大金が当たると思いますか」「85歳過ぎまで

生きると思いますか」「将来大金を手に入れる可能

性があると思いますか」「懸賞に当たると思います

か」の4項目の自己評価が中点となる4ポイントを

下回っているが，それ以外の項目では自己評価が4

ポイントを上回っており，自己に対する肯定的な評

価がさゴtていた．一方一般的他者に対する評価で

は，平均値が4ポイントを超えた項目は調査1，調

査2ともに9項目と自己に対する評定よりもネガ

ティブな評価となっていることがわかる．差得点に

対して0を帰寮仮説としたt検定を行ったところ，

調査ユでは20項目中14項目で自己が有意に肯定的に

評価され，調査2でも20項目中13項目で自己が有意

に肯定的に評価されていた．

また両調査とも「宝くじで大金があたると思いま

すか」「自分は魅力があると思いますか」「自分に何

か才能があると思いますか」「85歳過ぎまで生きる

と思いますか」「懸賞にあたると思いますか」の5

項目で自己よりも一般的他者をポジティブに評価し

ており．調査1では「宝くじで大金があたると思い

ますか」「85歳過ぎまで生きると思いますか」の3

項目で，また調査2では先の3項目に「自分に何か

才能があると思いますか」を加えた4項目で，自己

よりも一般的他者を有意に高く評定していた．

宮本・上瀬（1997）では「宝くじで大金があたると

思いますか」「懸賞にあたるとノ削、ますか」「将来大

金を手に入れる可能性があると思いますか」「85歳

過ぎまで生きると思いますか」の4項目で自己より

も一般的他者を有意に高く評価していたが，他の項

Tablel自己他者評定尺度（調査1）における自己・山一般的他者評定とその差得点の平均値（N＝157）

自己
一般的他者 差得点

MEANS（S，D．） MEANS（S．D．） 丸4EANS（S．D．） t

将来マイホームがもてると思いますか

宝くじで大金があたると思いますか

幸せな老後を過ごせると思いますか

希望の進路に進めると思いますか

生涯友人に恵まれると思いますか

自分は魅力があると思いますか

何でもやればできると思いますか

結婚後5年以内に離婚すると思いますか■

幸せな結婚ができると思いますか

才能のある子供に恵まれると思いますか

恵まれていると思いますか

自分に何か才能があると思いますか

遜がいいと思いますか

カンが鋭いほうだと思いますか

大きな病気にかからないと思いますか

85歳過ぎまで生きると思いますか

将来大金を手に入れる可能性があると思いますか

将来自分が交通事故の加害者になることがあると思いますか

出世できると思いますか

懸賞にあたると思いますか

5．ユ6 （1．49）

2．37 （1，47）

4．59 （】．3ユ）

4，78 （1．12）

5－02 （1．29）

4，25 （1．39）

4．71（1，52）

5，19 （1．38）

4．63 （1．39）

4．30 （1．20）

5月9 （1，23）

4．61（1．43）

4．44 （1．54）

4、22 （1．64）

4．31（1．63）

3．22 （1．65）

3．86 （1．56）

4．29 （1．32）

4．45 （ユ．29）

3．35 （ユ．55）

4．1ユ （ユ．05）

2月5 （1．20）

3．91（1．07）

3．47 （0．97）

4．38 （0．92）

4．69 （1，10）

4，19 （1．42）

4．74 （0．93）

4．17 （0．96）

3．73 （0．98）

4．11（1．01）

4．76 （1．26）

3．88 （0．86）

3．92 （0，96）

3．66 （1．14）

3て4 （1．14）

3．43 （1－08）

4．07 （1．12）

3．80 （0．84）

3．53 （1．23）

1．糾 （ユ．68）

…0．28 （1．55）

0．68 （1，48）

1．31（1．38）

0．65 （1．58）

≠0，43 （1．78）

0．52 （1月6）

0▲45 （1．66）

0．46 （1．65）

0．58 （1，35）

1．38 （153）

－0．15（1月5）
0．58 （1，72）

0．31（1β1）

0．69 （1．79）

…0．52 （1．97）

0．43 （ユ．84）

0．21（1．52）

0．66 （1．52）

7．87
…

乙29
事

5．85
…

12．05
…

5．19
…

3．07
◆★

3．98
◆書＊

3．43
…

3．50
…

5．41…

11．41＊＊†

1．02

4．26
…

2．07
●

4，84
◆◆書

3．33
一書

3．00
…

1．77 ＋

5．51…

ー0．ユ8 （1，50）1．53

…：pく001，●♯：pく01，一：pく05，＋：pく1
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Table2 自己他者評定尺度（調査2）における自己・一般的他者評定とその差得点の平均値（N＝152）

自己
一般的他者

差得点

MEANS（S．D．） MEANS（S，D．） MEANS（S．D．） t

将来マイホームがもてると思いますか

宝くじで大金があたると思いますか

幸せな老後を過ごせると思いますか

希望の進路に進めると思いますか

生涯友人に恵まれると思いますか

自分は魅力があると思いますか

何でもやればできると思いますか

結婚後5年以内に雑婚すると思いますか◆

幸せな結婚ができると思いますか

才能のある子供に恵まれると思いますか

恵まれていると思いますか

自分に何か才能があると思いますか

遅がいいと思いますか

カンが鋭いほうだと思いますか

大きな病気にかからないと思いますか

85歳過ぎまで生きると思いますか

将来大金を手に入れる可能性があると思いますか

将来自分が交通事故の加害者になることがあると思いますか

出世できると思いますか

懸賞にあたると思いますか

4．99 （1．25）

乙38 （1．25）

4．67 （1．25）

4．80 （1．01）

4．95 （1．】8）

4．27 （1．27）

4．76 （1．41）

5．26 （1．26）

4．68 （1．19）

4，20 （1．11）

5．44 （1．17）

4．55 （1．44）

4．55 （1．50）

4．18 （1．53）

4．03 （1．51）

3．27 （1．35）

3．77 （1．25）

4．14 （1．02）

4．18 （1．14）

3．38 （1．40）

4．05 （1．朗）

2．70 （LO4）

3．93 （0．96）

3．紺 （0．98）

4．40 （0．92）

4．69 （1．09）

4．43 （1．29）

4．70 （0．93）

4．28 （0．76）

3．79 （0．81）

4．22 （0，95）

4．92 （1．16）

3．97 （0．76）

3．87 （0．82）

3．71（0．94）

3．56 （1．00）

3．58 （1．04）

4．01（1．07）

3．93 （0．78）

3．44 （j．02）

0．94 （1．40）

一0．32 （1．30）

0．74 （1．44）

1．21（1．41）

0．56 （1．37）

－0．44 （1．54）

0．34 （1．22）

0．55 （1．50）

0．40 （1．33）

0．43 （1．18）

1．23 （1．42）

ro．38 （1．75）

0，59 （1．62）

0．30 （1．70）

0．33 （1．54）

000．28 （1．54）

8．28
…

3．00
◆◆

6．29
…

10．53
…

5．03
…

3．50
…

3．40
…

4．52
…

3．73
…

4．42
…

】0．60
…

2て0
…

4．48
…

2．15
事

2．65
事一

之27
●

0．17 （1．45）1．45

0，15 （1▲28）1．41

0．25 （1．38） 2▲19－

一0．05 （1．35）0．48

…：pく001，I書：p＜．01，一：pく05，＋：p＜．1

日では一般的他者よりも自己を有意に高く評価して

いたことから，本研究の調査1，調査2から得られ

た結果は宮本・上瀬の結果とほぼ一致していること

になり，相対的自己高揚が本研究においても確認さ

れたと言える．

性差について

Table3は調査1，調査2における自己他者評定

尺度の差得点を男女別に示したものである．調査1

では「将来マイホームが持てると思いますか」の項

目で男性のほうが女性よりも自己を一般的他者より

有意に高く評価していた．調査2においてこの項目

の差得点に有意な差は認められなかった．また「将

来大金を手に入れる可能性があると思いますか」は

調査1，調査2ともに男性のほうが女性よりも自己

を他者より有意に高く評価していた．残り13項目

は，いずれも差得点に有意な性差は認められなかっ

た．

調査1と調査2の相関

調査1，調査2のいずれにも回答した合計121名

の被験者を対象に，自己他者評定尺度の各項目につ

いて2度の調査で得られた差得点の相関係数を求め

たものがTable4である．得られた相関係数は．39

～．73と中程度以上の相関を示しており，20項目す

ベての相関係数が有意であった．さらに2度の調査

で得られた差得点の20項目の合成億についてみると

．80と高い相関を示していることがわかる．以上の
ことから自己他者評定尺度は繰り返しの測定によっ

ても，評定値に大きな変化は見られないと言える．

考 察

本研究は運・能力将来の出来事に対する（1）「自

己」と「一般的他者」の評定から，相対的自己高揚が

確認されるかどうか，もし確認された場合（2）相対

的自己高揚は2ケ月の間隔を開けた安定性が見られ

るかどうか，また（3）相対的高揚には性差が認めら

れるのかどうかを明らかにすることを目的としてい

た．

調査1，調査2のいずれにおいても自己他者評定

尺度20項目に対する自己評価の催を見ると，概ね

ニュートラルポイントである4点を上回っていた．

このことは被験者の運や能力・将来の出来事に対す

る自己評価がポジティブであったことを示してい

る．自己に対して否定的な億を示した項目を見る

と，主に宝くじや懸賞などによって大金を手に入れ

られるかどうかという，いわば金銭運に対する期待

を示すものであった．このことから入は一般に自分

の金銭運に対する肯定的な展望を持っておらず，む
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Table3 自己他者評定尺度（調査1・2）の男女別差得点
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調査1 調査2

Male Female Male Fe汀ほ1e

MEANS（S．D．） MEANS（S．D．） MEANS（S．D．） MEANS（S．D．）

将来マイホームがもてると思いますか

宝くじで大金があたると思いますか

幸せな老後を過ごせると思いますか

希望の進路に進めると思いますか

生涯友人に恵まれると思いますか

自分は魅力があると思いますか

何でもやればできると思いますか

結婚後5年以内に雄婚すると思いますかI

幸せな結婚ができると思いますか

才能のある子供に恵まれると思いますか

恵まれていると思いますか

自分に何か才能があると思いますか

遥がいいと思いますか

カンが鋭いほうだと思いますか

大きな病気にかからないと思いますか

85歳過ぎまで生きると思いますか

将来大金を手に入れる可能性があると思いますか

将来自分が交通事故の加害者になることがあると思いますか

出世できると思いますか

懸賞にあたると思いますか

1．33（1．72）

－0．23（1．57）

0．77（1．52）

1．36（1．48）

0．55（1月7）

－0．41（1．90）
0．59（1て6）

0．49（1．74）

0．49（1．67）

0．61（1．44）

1．39（1，64）

0．00（1．92）

0．45（1．83）

0，31（2．04）

0．74（1．89）

－0．58（2．07）
0．63（1．90）

0．11（1．64）

0．74（1．62）

－0．31（1．粥）

0，44（1．43）…

－0．46（1．41）

0．50（1．38）

1．29（1．15）

0．88（1．33）

一0．54（1．49）
0．48（1．30）

0．44（1．53）

0，45（1．67）

0．56（1．18）

1．35（1．23）

－0．42（1．70）

0．96（1．46）

0．35（1．60）

0．58（1．60）

一0．42（1．75）

－0．04（1．61）－

0．50（1．22）

0．52（1．18）

0．31（1．30）

1．08（1．40）

－0．23（1．28）

0．70（1．55）

1．22（1．45）

0．57（1月8）

一0．32（1．56）
0．36（1．30）

0β4（1．55）

0．46（1．34）

0．40（1．17）

1，24（1．50）

一0，22（1，81）

0．48（1．60）

0．31（1．72）

0．31（1．57）

－0，39（1．64）

0．40（1．57）

0．02（1．31）

0．33（1．46）

－0．14（1．42）

0．65（1．36）

－0，50（1．34）

0．83（1．17）

1．17（1．31）

0．54（1．13）

一0．69（1．48）
0．29（1．05）

0．35（1．36）

0．29（1．32）

0．48（1．22）

1．19（1．25）

－0．73（1，58）

0．83（1．65）

0．27（1．70）

0．38（1．47）

一0．06（1．29）

一0．31（1．03）
0．42（1．16）

0．06（1．17）

0．13（1．18）

…：pく001，－：pく05

Table4 自己他者評定尺度の調査1・2の相関（N＝121）

将来マイホームがもてると思いますか

宝くじで大金があたると思いますか

幸せな老後を過ごせると思いますか

希望の進路に進めると思いますか

生涯友人に恵まれると思いますか

自分は魅力があると思いますか

何でもやればできると思いますか

結婚後5年以内に離婚すると思いますか書

幸せな結婚ができると思いますか

才能のある子供に恵まれると思いますか

恵まれていると思いますか

自分に何か才能があると思いますか

遅がいいと思いますか

カンが鋭いほうだと思いますか

大きな病気にかからないと思いますか

85歳過ぎまで生きると思いますか

将来大金を手に入れる可能性があると思いますか

将来自分が交通事故の加害者になることがあると思いますか

出世できると思いますか

懸賞にあたると思いますか

＊

＊

＊

事

暮

＊

書

＊

＊

ホ

1

＊
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＊
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＊
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＊
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＊

◆

♯
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書

†
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＊

書

＊

＊

＊
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5

1

0

7

9

1

0

6

00

8

8

3

2

3

2

9

5

1

0

1

4

4

4

4

3

6

4

4

4

4

5

6

6

7

5

5

6

3

6

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total 0．80
…

…：p＜．001，＊＊：p＜カ1，＊：p＜・05，十：p＜・1
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しろこの結果は，偶然などによって大金を手に入れ

る可能性は自分にはそれほどないという態度の反映

であると考えられる．また「85歳過ぎまで生きると

思いますか」という質問に対しても，否定的な評価

がなされていたが，これは85歳という年齢が，比較

的長寿を示すものであり，このことが一概に自己に

とって肯定的な出来事ではない可能性が考えられ

る．長生きの基準について本研究では十分な検討を

行わなかったが，長寿に対する肯定感が持たれる年

齢が85歳よりも，低い年齢であったと予想される．

自己評価と一般的他者への評価を比較した差得点

は概ねプラスの億を示しており，このことから相対

的自己高揚が示されたと言える．これは同様の結果

を報告した宮本・上瀬（1997）の追試に成功したこと

を示すものであり，相対的自己高揚が日本人，特に

日本人大学生の自己肯定視を反映したものだと考え

られる．

但し，相対的自己高揚の見られなかった項目を概

観すると，概ね金銭獲得期待に関する内容，自己の

才能や外見的魅力に関する内容となっている．また

長寿に関する項目でも相対的自己高揚が認められな

かったが，これはむしろ85歳まで生きるということ

が，被験者にとって決してポジティブな出来事では

ないからだと考えられる．金銭獲得期待について相

対的自己高揚が認められなかったことについてほ，

宝くじなどで大金が当たる確率を被験者自身がかな

り低く見積もっており，一般的他者という不特定多

数の相手との比較の場合，自分に当たる確率がかな

り低くなることを，比較的正確に認知していたから

だと考えられる．一方自己の才能や外見的魅力でも

相対的自己高揚が示されなかったが，才能や外見的

魅力に対する自己評定は中点となる4ポイントを上

回っており，比較的ポジティブを評価がなされてい

る点が，金銭獲得などに対する評価と異をる点であ

る．才能や外見的魅力については決して自分自身を

否定的にとらえているわけではをいが，それよりも

一般的他者のほうがより才能があり，魅力があると
認知していることは興味深い．帰属研究では多くの

実験室実験で自己の失敗を能力に帰属することが報

告されていたが，本研究で示された結果から，人は

一般に自己の才能を否定的にとらえているわけでは
ないが，一般的他者との相対的比較の中で自己が下

位に位置づけられている点は日本人大学生の自己概

念の特徴を示すものであると考えられる．

また自己他者評定尺度の差得点に対する性差は

「将来マイホームがもてると思いますか」「将来大

金を手に入れる可能性があると思いますか」の2項

目で認められただけであった．このことから相対的

自己高揚に対する顕著な性差は認められなかったと

言える．しかし「将来マイホームが持てると思いま

すか」「将来大金を手に入れる可能性があると思いま

すか」の2項目は，いずれも男性において女性より

も高い相対的自己高揚が見られた．マイホ｝ムを取

得することに対する強い願望は男性のほうが女性よ

りも強いと考えられる．これは将来家庭を持ちマイ

ホームを取得するということが家族の中の父親に課

せられた1つの役割であるということを強く意識し

た男性の性役割意識を反映したものなのではないか

と考えられる．一方，将来大金を手に入れる可能性

についで性差が見られた点について，調査1では男

性の差得点がプラス方向に偏ったことによる影響が

予想されるのに対して，調査2では調査1と比べて

男性の差得点が減少する以上に，女性の差得点が極

端にマイナス方向に減少したことによる影響と考え

られ，性差の意味が異なってしまっている．従って

本研究の結果のみからこの性差を十分に論じること

はできず，今後，再検討が必要であると考えられ

る．

調査1，調査2の差得点の相関係数を見ると，す

べての項目で正の相関を示したこと，また相関係数

の倦も中程度以上の催を示していたことなどから，

相対的高揚が2ケ月という期間をあけた場合にも比

較的安定していることが示唆された．このことか

ら，少なくとも相対的高揚が，不安定な個人内変数

ではをいと言えるだろう．自己他者評定尺度を因子

分析したときの各因子が，自尊感情と正の相関を示

すことも報告されている（宮本・上瀬，1997）．近

年，自尊感情を特性論的な視点から論じる場合もあ

るが（伊藤，1998），一般に自尊感情は，ある一時期

の成功や失敗などによって変動する状況変数である

と考えられている．こうした状況変数と相対的自己

高揚が正の相関を示すということは，相対的自己高

揚に見られる自己肯定視も，環境や状況の影響を受

けることは十分に予想されるところであり，今後十

分な検討が必要である．但し，本研究で示されたよ

うに，2ケ月という期間をあけても比較的高い相関

が見られたこと，また相対的自己高揚が抑うつなど

の精神的健康と関連していることは，今後精神的健

康に対する各種の変数を検討する上で，相対的自己

高揚が重要な影響を持っていることを示唆するもの

であると考える．

以上のように，本研究において相対的自己高揚が

確認されたと同時に，相対的自己高揚が比較的安定

した個人内変数であることが示唆された．ところ

で，多くの帰属研究では自己高揚よりも，自己卑下

的な結果が多く見られたのに対して，本研究のよう
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に明確に自己肯定的な結果が見られたのはなぜであ

ろうか．この点について本研究では匿名的な状況の

影響を指摘したい．帰属研究に見られる自己卑下的

な結果は，実験室場面における課題達成的を状況で

見られるものであったことは先述のとおりである．

こうした状況では課題達成を暗黙のうちに被験者に

対して強要する場面を作り上げていた可能性があ

り，この場合実験者に対する評価懸念などを被験者

が持ってしまうことは十分に予想できることであ

る．事実，匿名的な状況では自己卑‾F的な反応が消

失したり，むしろ自己高揚的な反応が見られた古城

（ユ980）の研究は，こうした指摘を裏付けるものであ

ると考えられる．

最後になるが，本研究で示された相対的自己高揚

が，認知的な影響なのか動機的な影響なのかという

ことについては十分な検討がなされていない．たと

えばTaylor＆Brown（1988）は，肯定的幻想を自己

概念の認知的な歪みによるものだと主張している．

しかしながら相対的自己高揚が積極的な自己呈示方

略としての自己表出であり，何等かの動機的を要因

を待った現象だと考えることも可能である．但し本

研究で用いた自己他者評定尺度は，評価懸念などの

影響を取り除いた自己肯定視の自然な現れであり，

自己呈示的な自己表出のような動機的な要因の影響

はかなり少ないのではないかと考えられる．もちろ

ん本研究の自己他者評定尺度の結果のみから，被験

者の自己肯定的表出に対する動機的な要因が潜在的

に存在しなかったということを見極めることは難し

く今後十分な検討を必要とすると考えられる．
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