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心理学心理学ⅠⅠ
第５回・第６回第５回・第６回

心理学心理学担当担当

柏尾柏尾 眞津子眞津子

（（KashioKashio matsukomatsuko))

今日今日の授業の目的の授業の目的

•自分を知ろう その３

•投影法のメリットとデメリット

•Who am I ？テストで
自分を知ろう

投影法のメリット投影法のメリット

• 本音や無意識を探ることができる。

• 文化の制約を受けない。
（国・民族などを越えて適応可能）

• 高齢者や子どもにも適応可能。

投影法のデメリット投影法のデメリット

• 解釈が曖昧である。
例えば、根があることの解釈。

• 解釈に熟練を要する。

• 数量化ができない。

数量化できないとは？数量化できないとは？
その１その１

①平均値が出せない

→集団の特徴を知ることができない

エゴグラムのNP値平均
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花子の大学 BFの大学

花子さんが通う大学
とBFが通う大学の
NP値の平均
BFの方が優しい？

数量化できないとは？数量化できないとは？
その２その２

②全体の中での個人の位置がわからない

→ 個人が集団の中どこにいるかわからない

成績そのままの数値
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心理学の成績
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標準偏差 = 4.47  

平均 = 67.3

有効数 = 95.00

花子さんの成績はど
のあたりにあるのか
わかる
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心理学における測定心理学における測定

S
Stimulus

言葉による刺激

評定尺度法
（例えばエゴグラフ）

あいまいな刺激

投影法
（例えばバウムテスト
コッホ(Koch, K) ）

R
Response

ブラックボックスで
ある心を推定する

心
ブラックボックス

Black box 推定

○

△

×

心理学で測定された性格とは心理学で測定された性格とは

• 性格(Personality)とは
刺激(Stimulus)に対する反応（Response）の

個人差である。
→ いわゆる日常で使うキャラクター

（Character）とは違うので注意

パーソナリティの語源パーソナリティの語源

• PersonalityのPersonaは仮面という

意味である。

• いろんな役割や状況に応じて、仮面を
付けることから、人は状況に応じて
仮面を付け替えるように行動を替える。
そこから、ペルソナが語源となった。

デート

学校

家庭

バイト先
サークル

心理学における性格の捉え方心理学における性格の捉え方
その１その１

人格
Personality

性格
Personality

気質
disposition

変化しない
例）楽観的

変化する変化する
IQ,EQ
社会的スキル
(Social skill(s))

IQ,EQ
社会的スキル
(Social skill(s))

心理学における性格の捉え方心理学における性格の捉え方
その２その２

性格 personality

態度 attitude

行動 behavior

その他の投影法その他の投影法

主題統覚検査(the Thematic Apperception Test: TAT)
• この検査は10枚の絵3組で構成され,それぞれの絵には
異なった状況（内容）が描かれている。

• 被験者はそれぞれの絵について，状況，そこで起こるできごと，
主人公がどのように感じたか，結果はどうなるかといった物語
を自分で作るように求められる。

• 物語の構造をどのように捉えているか，その人物をどのように
評価するのかそれによって語っている人の人格特性を明らか
にしようとする。

• たとえば,被験者がTATで「自分の義務に忠実に従って行動
する人びと」についての物語を作り，それを非常にまじめに
行儀正しく語ったならば，検査者はその人について「まじめで
物堅い」と評価するかもしれない。



3

心理テストを用いるときの注意点心理テストを用いるときの注意点

• それぞれの方法の良い点、悪い点を理解して使う
ことが必要。

• 心理テストの重要な要件
①信頼性 reliability：

メモリの確かさ（何度測っても同じ結果がでる）。

②妥当性 validity：
測られていることが正しいかどうか

（良いものしさかどうか）。

例：接客向きかどうかのテストで成績の良い人を採用し接客を
担当させた。その仕事ぶりはテストの結果どおり客から評判が
良かった。この場合、妥当性があるといえる。
つまり、このテストは接客がうまいという、将来の行動を正しく
予測することができた。これを妥当性という。

Who am Who am ＩＩ ?? テストテスト

「私は」で始まる文を書いてみよう

１．私はお好み焼きが好きで、神戸市に住んでいます。

２．私は・・・・・

３．私は・・・・・

４．私は

５．私は

１．私はお好み焼きが好きで、神戸市に住んでいます。

２．私は・・・・・

３．私は・・・・・

４．私は

５．私は

１．私はお好み焼きが好きです。

２．私は、神戸市に住んでいます。

３．私は、・・・・

４．私は、・・・・

５．私は、・・・・

１．私はお好み焼きが好きです。

２．私は、神戸市に住んでいます。

３．私は、・・・・

４．私は、・・・・

５．私は、・・・・

悪い例
一つの文章に二
つのことがらを入
れてはいけない。

良い例
一つの文に

一つの事柄。

○ 必ず「私は、」で始めること。
○ 頑張って、20個書きましょう。

結果の分類結果の分類

• Ａ 属性 ・・・ 性別 星座 血液型 名前 居住地

（自分では変えられないもの）

• B 身体的特徴 ・・・ 痩せたい 髪の色

• C 所有 ・・・ 持ち物など

• D 好み・関心 ・・・ 食べ物 ファッション

• Ｅ 役割 ・・・ 妹 兄

• F 対人関係の様式 ・・・ 親子けんか 友達づきあい

• Ｇ 自己決定感 ・・・ 将来の希望

• H 精神的特長 ・・・ 思いやり 地球環境

花子さんの分類の具体例花子さんの分類の具体例

1. 私は神戸市に住んでいる。A
2. 私はお好み焼きが好き。D
3. 私は19歳。A
4. 私はもっと細くなりたいと

思っている。B
5. 私はエルメスのスカーフを

10枚持っていることが自慢。C
6. 私は地球の環境が心配だ。H
7. 私は犬が好き。D
8. 私は甘いものが好き。D
9. 私は英語が話せるように

なりたい。G
10.私は将来お店を経営したい。G

11. 私は二人姉妹で妹だ。E
12. 私はバイト先でもうすぐ店長を

まかされそうだ。E
13. 私は友達とあまりうまくいって

いない。F
14. 私は今、心理学の授業を

受けている。E（D）

15. 私はおひつじ座。A
16. 私はＯ型。A
17. 私はBFがいる。C（DEFH）

18. 私はおしゃべりが好き。D
19. 私は盲導犬を応援したい。G（F）

20. 私は戦争には反対だ。H

花子さんの自己概念の内訳花子さんの自己概念の内訳
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