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(1)自己の重要性に関する 大な感 をもつ
(2)限りない成功，権力，才気，美しさ，あるいは理想的な愛の空想にとらわれている
(3)自分が"特別"であり，独特であり，他者にも自分をそのように認 することを期待する
(4)過剰な 賛を求める
(5)特権意 ，つまり，特別有利な取り らい，または自分の期待に自動的に従うことを理由なく期

待する
(6)対人関係で相手を不当に利用する，つまり，自分自身の目的を達成するために他人を利用する
(7)共感の欠如
(8)しばしば他人に嫉妬する，または他人が自分に嫉妬していると思いこむ
(9)尊大で傲慢な行動，または態度

TABLE 1　DSM-Ⅳの自己愛人格障害の記述

TABLE 2　ナルキッソス神話の概要（オウィディウス「転身物 」[田中・前田訳，1966]より）

　ナルキッソスはケピススの河神と妖精リリオペの子であり，幼い頃から多くの妖精に愛された。リリオペが予 者
ティレアシスに，ナルキッソスが 寿を全うすることができるかどうかを尋ねると，「もしおのれの姿を知らねば，

生きするだろう」と告げられる。ナルキッソスは16歳の春を えたが，まだ子どものようでもあり，すでに立派な
若者のようにも見えた。彼は多くの乙女から愛を寄せられたが，その美しい容姿の中には冷ややかな 慢が宿ってい
て，どんな乙女にも心を動かされなかった。
　ある日のこと，ナルキッソスが人里離れた森の中を歩いていると，森の妖精エコーがたちまち恋心に捉えられ，ひ
そかに後をつけていった。エコーは幾度かやさしい 葉をかけて彼に づき，甘美な いをうち明けようとしたが，
彼女は女神ユノによって話の最後の きをくり し，相手の 葉を反復することしかできなくされていたため，自分
から話しかけることができなかった。このとき，ナルキッソスは狩り仲間からはぐれていたので，「おおい 誰かい
るかい 」と叫んだ。するとエコーは「いるよう 」と答えた。ナルキッソスは驚き辺りを見回し，「こっちへ来い
よう 」と呼んだ。さらに「こっちへ来て，一緒になろうよ 」と彼は った。エコーは喜び，ナルキッソスに づ
いていくと，ナルキッソスは驚いて げ出した。そして走りながら「手をどけてくれ。抱きついたら嫌だ。死んだ方
がましだ，君の思い通りになるくらいなら 」と叫んだ。エコーは恋に破れ，ついには肉体も衰え，声だけになって
しまった。
　他にも多くの若者がナルキッソスに恋心を抱いたが，ナルキッソスはその愛を退けた。そして，ナルキッソスに恋
心を抱き，恥をかかされた若者の一人が「どうか彼も恋をしますように しかし，決してその恋の相手をとらえるこ
とができませんように 」と叫び，ラムヌスの女神がその いを聞き入れた。
　その後，激しい猟と暑さに疲れたナルキッソスが泉の水を もうとしたとき，彼はそこに映った自分の姿に魅了さ
れてしまう。実体のない幻に惚れ込み，影にすぎないものを人体だと思ったのである。彼は，我と我が身の美しさに
息をのみ，身じろぎもしないで我が身に見とれていた。ナルキッソスは，そうとは気づかずに自分自身に恋をしてし
まったのである。 事の心配も，眠りの欲求も，ナルキッソスをその場所から引き離すことはできなかった。彼は，
木 になったその草の上に腹ばいになったまま，幻の姿を飽くことなく見つめていた。こうして，彼は我と我が眼の
ために滅びていく。そしてついには肉体も滅び，一輪の水仙の花となった。
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TABLE 3　KohutとKernbergの自己愛に対する考え方の比 （Gabbard，1994を訳したもの）

7.理想化を，憤怒，ねたみ，軽蔑，脱価値化に対する
とみなす。

7.表面的な価値の理想化を，心的構造の喪失のために
形成した正常な発達的段階とみなす。

6.ねたみや攻撃性を強調する。6.攻撃性を自己愛的な傷つきに対する二次的なものと
してとする，リビドー・理想化の側面に主に焦点を
置く。

5. 大自己を他者への投資や依存に対して するも
のとして見る。

5.自己を 的と見る。

4.自己を理想自己，理想対象，現実自己の融合体で構
成される病理的構造として定義する。

4.蒼古的な「正常な」自己を，発達的に 止されたも
のとして定義する。

3.境界性人格障害に典型的な，幼稚な や対象関係
を描いている。

3.機能喪失の内在化に重点を置くため，自己愛人格の
内的世界の意味を明確にしない。

2.自己愛人格を境界性人格の下位分 に 常に 似し
たものとして捉えている。

2.自己愛人格を境界例と区別している。

1.入院患者と外来患者の理論に基づく。彼らのほとん
どは幼稚，攻撃的，傲慢であり， 大感と同時に内
気も伴っている。

1.軽蔑に対して傷つきやすい自尊心をもつ，比 的う
まく機能する人々(全て外来患者)の理論に基づく

KernbergKohut

TABLE 4　Gabbard(1989, 1994)による２種類の自己愛の特徴

1.他の人々の反応に過敏である
2.抑制的，内気，表に立とうとしない
3.自分よりも他の人々に注意を向ける
4.注目の的になることを避ける
5.屈辱や批判の証拠がないかどうか他の人々に耳を傾ける
6.容易に傷つけられたという感情を持つ：羞恥や，屈辱を
感じやすい

1.他の人々の反応に気づかない
2.傲慢で攻撃的
3.自分に夢中である
4.注目の的である必要がある
5.「送信者であるが受信者」ではない
6.見かけ上は，他の人々によって傷つけられたと感じるこ
とに鈍感である

周囲を過剰に気にする自己愛的な人
(過敏型；　The hypervigilant Narcissist)

周囲を気にかけない自己愛的な人
(無関心型；　The Oblivious Narcissist)
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◆NPIを用いた先行研究

(1)NPIの構造
・Emmons (1984)：4因子構造（「他者の利用・権利の主張 Exploitativeness/Entitlement」「指導性・権威 

Leadership/Authority」「優越感・高慢さ Superiority/Arrogance」「自己耽溺・自己賛美 Self-
absorption/Self-admiration」）　→Emmons(1987)も同様

・Raskin & Terry(1988)：7因子構造（「権力 Authority」「自己満足 Self-Sufficiency」「優越 Superiority」「自己顕示 
Exhibitionism」「搾取性 Exploitativeness」「虚栄 Vanity」「権利意識 Entitlement」）

・佐方(1986)：3因子構造（「優越性・指導性・対人影響力」「自己顕示・自己耽溺」「自己有能性・自信」）
・大平(1988)：5因子構造（「優越感・有能感」「自己宣伝」「自己耽溺・魅力の幻想」「利己性・一方的な権利の主張」

「他者からの評価への過敏さ」）
・三船・氏原(1991)：6因子構造（「注目願望」「リーダーシップ」「有能感」「野心」「優越性」「感受性」）
・大石・福田・篠置(1987)：男女でNPIの因子構造が異なる（男性：「リーダーシップ・自己主張」「身体賞賛・没頭」「自

己有能感」「顕示性」，女性：「リーダーシップ・自己主張」「自己確信」「顕示性」「優越性」）

(2)妥当性
・Emmons(1984)：仲間評定との関連→関連が見られた
・Shulman & Ferguson(1988)：投影法によって測定される自己愛とNPIとの関連
・Raskin & Hall(1981)：NPIとEysenck Personality Inventory(EPI)との関連
・Raskin & Terry(1988)：NPIとCalifornia Psychological Inventory(CPI; Gough，1956)との関連
・Ramanaiah，Detwiler，& Byravan(1994)：NPIとRevised NEO Personality Inventory(５因子検査)との関連
・大石(1987); 佐方(1987)：NPIとYG性格検査との関連
　…etc.

(3)年齢・集団・養育態度
・Watson，Grisham，Trotter，& Biderman(1984)：年齢との間に負の相関
・Raskin & Terry(1988)：年齢との間は無相関　（→Watson et al.,1984よりもサンプルサイズが大きい）
・Smith(1990)：白人はヒスパニック系よりも自己愛得点が有意に高い
・Fukunishi et al.(1996)：NPI得点は日本人，アメリカ人，中国人の順で高くなる
・Carroll(1989)：ボディビルダーは陸上選手や一般の学生よりもNPI得点が高い
・Narayan(1990)：出生順位とNPI得点との間は関連なし
・Curtis & Cowell(1993)：長子，一人っ子は自己愛得点が高い
・Ramsey，Watson，Biderman，& Reeves(1996)：自己愛傾向は，権威主義(authoritarianism)あるいは寛容さ

(permissiveness)のどちらかとして両親を知覚することに関連
・Billingham & Cutrera(1997)：両親の離婚の有無と自己愛傾向との間には有意な関連がみられない

(4)認知的側面
・John & Robins(1994)：被験者に集団で討論をさせた後に，自己・仲間・スタッフの評価をさせ，自己愛傾向との関連を

検討。自己評価が非現実的に肯定的な者は自己愛的な傾向がある
・Farwell & Wohlwend-Lloyd(1998)：NPI得点の高い者は低い者に比べて自分自身の成績がより良いと予測する傾向にある

が，実際の成績はNPI得点とは関連しない
・Rhodewalt & Morf(1995)：NPIと帰属スタイルとの関連を検討。NPIは肯定的な出来事に対して内的・全体的・安定的な

帰属をする傾向に関連する
・Raskin & Shaw(1988)：NPIと一人称単数の使用頻度との間に有意な正の相関
・Raskin(1980)：NPIと創造性の間に正の関連

(5)自我・自己

2002.7.31　第３回心理コロキウム資料

-4-



・Jackson，Ervin，& Hodge(1992)：NPIと身体イメージとの関連を検討。NPI得点の高い者は自分の容姿，体調の良さ，
性的関心が高いこと，自分の容姿や体調を重要だと感じ，それらを高めることに従事すること，あまり自分の身
体を変えたいと思う願望を持たない

・Raskin，Novacek，& Hogan(1991); Rhodewalt，Madrian，& Cheney(1998); Rhodewalt & Morf(1995); Watson 
& Biderman(1993)：NPIと自尊感情との間に正の相関

・Jackson，Ervin，& Hodge(1992); Rhodewalt & Morf(1995)：他者の利用・権利の主張(E/E)下位尺度は自尊感情と無相
関

・小塩(1997, 1998)：NPIは全体としては自尊感情と正の相関，「注目・賞賛欲求」下位尺度は無相関
・Rhodewalt，Madrian，& Cheney(1998)：NPIは自尊感情の不安定さに関連
・小塩(2001)：自己愛傾向の下位尺度のうち「注目・賞賛欲求」が自己像の不安定性を媒介して自尊感情の変動の大きさに正

の影響を与える
・Raskin & Terry(1988)：自己愛傾向の高い者の理想自己は，攻撃性，全能感，競争心，自己愛，反抗心，不信感などを含

む傾向
・佐方(1988)：「自己顕示性」を意味するNPIの下位尺度が同一性拡散感と有意な正の相関関係にある
・三船・氏原(1991)：NPI全体は同一性拡散感と無相関，「注目願望」を意味する下位尺度が同一性拡散感と有意な正の相関

関係，「リーダーシップ」「野心」「優越性」が同一性拡散感と有意な負の相関関係にある
・Rhodewalt & Morf(1998)：自己愛傾向の高低によって成功に対する感情反応に違いはみられなかったが，自己愛傾向の高

い被験者は失敗に対してより強い怒り，不安，自己評価の不安定さを示す
・McCann & Biaggio(1989)：NPI得点の高い者は，怒りの喚起を表出する
・宮下・上地(1985)：顕在性不安とNPIは関連しないが，潜在性不安とNPIが関連する

(6)対人関係
・Carroll(1987)：NPIは親密性欲求と負の，パワー欲求と正の関連
・Watson，Grisham，Trotter，& Biderman(1984)：複数の共感性尺度のうち，NPIとの間に負の関連が見られたものと見

られないものがあった
・Hart & Joubert(1996)：男性，女性とも，NPI得点の高い者は総じて敵意も高い
・福田・大石・篠置(1987)：NPI得点の高い者は，欲求不満の原因を他人や環境のせいにし，自己を偽り，妥協することが少

ない
・大平(1989)：自己愛傾向の強い個人は，生理的反応の影響が情動的判断や情動的行動に及びやすい
・Gramzow & Tangney(1992)：恥の意識と罪の意識はともにNPIと負の相関を示した
・Morf & Rhodewalt(1993)：自己愛傾向の高い者は，彼らよりも優れた個人をより否定的に評価する傾向
・Kernis & Sun(1994)：被験者に小説を見せ，それについてスピーチをするように求めた後で，肯定的なフィードバックあ

るいは否定的なフィードバックを与える実験を行った。否定的なフィードバックに対し，自己愛傾向は評価者を
低い能力で好ましくないと知覚し，評価技術を診断的でないと知覚することに関連すること，自己愛傾向の高い
者は否定的なフィードバックの正確さを否定する傾向はないが，それをもたらした人物には非常に軽蔑感を表す
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TABLE 5　因子分析結果(斜交Procrustes回転後の因子パターン)とI-T相関，因子間相関(N=1202)
（「全く当てはまらない(1)」～「とてもよく当てはまる(5)」までの5件法で回答）

I-T I-T
Ⅰ Ⅱ Ⅲ 下位 全体

【優 感・有能感】
4 .私は，周りの人達より，優れた才能を持っていると思う . 8 4 -.03 -.06 .66 .57
1 .私は，才能に恵まれた人間であると思う . 8 3 -.11 -.06 .65 .51
7 .私は，周りの人達より有能な人間であると思う . 8 1 .03 -.08 .68 .59
16.私は，周りの人に影 を与えることができるような才能を持っている . 7 0 .01 .12 .69 .63
10.私は，周りの人が学ぶだけの値打ちのある 所を持っている . 6 4 .04 .02 .62 .55
25.私は，どんなことでも上手くこなせる人間だと思う . 5 4 .00 .17 .60 .55
13.周りの人々は，私の才能を認めてくれる . 5 0 -.02 .12 .55 .47
28.周りの人達が自分のことを良い人間だと ってくれるので，自分でもそうなんだと思う . 4 0 .19 -.03 .49 .45
19.私が えば，どんなことでもみんな信用してくれる . 3 8 .07 .07 .41 .35
22.私に接する人はみんな，私という人間を気に入ってくれるようだ . 3 7 .16 .11 .43 .42

【注目・ 賛欲求】
23.私は，みんなの人気者になりたいと思っている -.08 . 8 3 -.03 .71 .47
8 .私は，どちらかといえば注目される人間になりたい .02 . 7 6 .08 .74 .58
26.私は，人々の話題になるような人間になりたい .05 . 7 0 .04 .68 .54
2 .私には，みんなの注目を集めてみたいという気持ちがある .06 . 6 7 .05 .66 .53
5 .私は，みんなからほめられたいと思っている .08 . 6 6 -.16 .60 .40
14.私は，多くの人から尊敬される人間になりたい .07 . 6 0 .01 .59 .47
11.周りの人が私のことを良く思ってくれないと，落ちつかない気分になる -.08 . 5 9 -.23 .44 .18
20.機会があれば，私は人目につくことを進んでやってみたい -.02 . 5 3 .24 .54 .52
29.人が私に注意を向けてくれないと，落ちつかない気分になる .09 . 5 3 -.06 .52 .40
17.私は，人々を従わせられるような偉い人間になりたい .16 . 3 8 .08 .45 .45

【自己主張性】
24.私は，自己主張が強いほうだと思う　 -.11 .07 . 7 5 .64 .47
3 .私は，自分の意見をはっきり う人間だと思う -.01 -.09 . 7 4 .62 .42
6 .私は，控えめな人間とは正反対の人間だと思う -.14 .03 . 7 2 .57 .39
9 .私はどんな時でも，周りを気にせず自分の好きなように振る舞っている .04 -.14 . 5 3 .47 .29
30.私は，個性の強い人間だと思う .12 .03 . 5 1 .54 .46
15.私は，どんなことにも挑戦していくほうだと思う .06 .11 . 4 7 .46 .44
12.私は，自分で責任を持って決断するのが好きだ .09 -.04 . 4 6 .45 .36
21.いつも私は話しているうちに，話の中心になってしまう .10 .14 . 4 4 .44 .49
27.私は，自分独自のやり方を通すほうだ .15 -.03 . 4 3 .48 .39
18.これまで私は自分の思う通りに生きてきたし，今後もそうしたいと思う .11 -.06 . 4 0 .41 .32

因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ
Ⅰ － .41 .48
Ⅱ － .24
Ⅲ －

I-T下位：各項目と対応する下位尺度(当該項目を除く)との相関係数(項目－尺度間相関)
I-T全体：各項目とNPI全体(当該項目を除く)との相関係数(項目－尺度間相関)

注）斜交Procrustes回転…事前にターゲットマトリックスを指定し（この場合は0,1），そのターゲットを　　目
標行列として斜交回転を行う，確認的因子分析の手法のひとつ。

TABLE 5　仮説的因子パターンとProcrustes回転後の
因子パターンとの間の一致係数

回転後の 仮説パターン
因子パターン Ⅰ Ⅱ Ⅲ

Ⅰ .94 .05 .06
Ⅱ .05 .96 .00
Ⅲ .06 .00 .94

注）一致係数はHarman(1976)の数式による
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TABLE 6　典型的な「過敏型」ケースの内容

3.理想とする他者からの認
ケース2 ：変な い方かもしれないが，きっちりした人間だと思われるよりは，どこか変わった人間だと思わ

れたい。
ケース3 ：物事にとらわれないで，自然な人に思われたい。自分が結構色々なことを気になるから，それとは

逆に思われたい。
ケース8 ：自分はこういう性格だからしかたないけれど，もっと明るく見られたい。
ケース12：今の自分とは全然違うのだけれど，どこか芯があるという。サークルでリーダー的なことをやって

いるのだけれど，どうもしっかりしていないと自分では思う。頼りにできるまではいかないかもしれ
ないけれど，普通の表向きは，明るくて面白くて，普通にさわやかでという感じで，それだけどどこ
か芯があるというように思われたい。

2.他者からの認 に対する評価
ケース2 ：自分では，直したいというか，ありのままの自分を相手に伝えたいが，何かうまくいかない。
ケース3 ：あまりいいことだとは思わない。普段そう思われていると，ある日突然，そうではないということ

に気付かれてしまう気がする。
ケース8 ：いつも友だちと会った後でも，あの 動はちょっといけなかったかなとか，よく考える。反省して

しまうことが多い。あのとき，もう一 とか，文句じゃないけれど，もう一つ意見を っておいた方
がよかったかなとか。やはり，場違いな意見かもしれないということを少し恐れてしまう。

ケース12：ちょっと，よく見られすぎじゃないかなと思う。おとなしいとかは，あまり思いすぎないでほしい
と思う。

1.他者からの認
ケース2 ：一番仲良くしている友だちは，自分のことをちゃんと好きでいてくれるなとは思うが，何気なく

しゃべる人は，いてもいなくても一緒じゃない，と思っていると思う。みんなは私のことを固い人間
だと思っている。物事を理屈っぽく考えている人だと思う。自分ではそんなことはない。

ケース3 ：私が自分で思っているよりは，しっかりしている人に見られる。それは 囲気からかもしれない。
私は自分では絶対にそうではないと思う。結構，だらしないところがあって，自分でも嫌だと思って
いるのだが，それを友達が見ていないということがあるのかもしれないが，しっかりしているとみら
れている。

ケース8 ：ちょっとおかしな奴だなと思っていると思う。普通の人とは 動がちょっと違うと思う。かなり親
しい友人とかでも，自分は取り繕って接してしまう面があるので，その面で，何か不自然な印象を与
えてしまっていると思う。

ケース12：自分で自分のことを思っているよりも， く評価されているような気がして。それがなかなか嫌な
んだけれど，すごく考える人だと思われていて。一応考えてはいるんだけれど，人より全然考えてい
ないし，意見に至らないし。周りからよく思われるのは，おとなしめの人。何か突拍子もないことを
やると，「え？何で？」とよくいわれる。あと，講義ノートとか，宿題とか，よく頼まれたり見せて
といわれる。私自身も講義は分かっていないし，全然勉強できていないと思っているのに，そういう
のを頼まれるので，できると思われているのかなと思う。
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TABLE 7　典型的な「無関心型」ケースの内容

3.理想とする他者からの認
ケース4 ：活動的で，責任感のある人。でも，どう思われようと構わない。その人がそう思うなら，そう思わ

せておけばいいと思う。自分が見られたくないように見られていることも結構あるけれど，そういう
ふうに思われる責任はあるかもしれないけれど，自分はそうじゃないんだし，放っておいてくれとい
う感じがする。

ケース10：あまりそういう意 を持って行動したり考えたりすることはない。変に意 すると空回りする。例
えば，出しゃばりすぎるからと，少し引いてみると上手くいかない。それよりも出しゃばるなら出
しゃばるで，その出しゃばり方を変える。例えば自分が先頭に立って動かすのではなくて，誰かを押
してやるように動くような。

ケース15：まあ，このまま私だから。それが駄目な人は合わないかな。合わないなら合わないでいい。友達と
してつきあうのだったら，別に合わないなら合わないでいいし，グループで作業するとかだったら，
一緒にやっていけるようにはする。

2.他者からの認 に対する評価
ケース4 ：私はあまり合わせたくない。私は自分でやりたいことをやっているので，別にいいと思う。
ケース10：問題なし。別に構わない。友達だと少し気が引けるというところがあるけれど，私がいるからうま

く動いている 分もあるという感じで認めてくれているところもあるので，そこを素直に受け入れて
いる。基本的に，何でもいい方にとらえるたちなので。

ケース15：それはそれで。特徴というか。別に構わない。

1.他者からの認
ケース4 ：ちゃんと自分の意見を うし，友達を作るのが得意。あまりにもはっきり うために，わがままだ

と われる。周りに合わせたいとも思わないし，グループで固まることが嫌いなので，一匹狼と わ
れる。一人でいるのが平気だと周りに思われていると思う。

ケース10：今までは，変わった奴だと思われていた。大学にいると，色々な人がいるので，今までに比べると
変わった人だとは見られていないと思う。他には，どうしても表に出てしまう。出しゃばりなので，
またそれができるので，みんなにうらやましがられることもある。しかし，それで冷たい視線を感じ
たりすることもある。

ケース15：結構きついことを うので，どう見られているのかなあとは思う。やることはやるというか，あき
らめることはあまり好きではないので，やりだしたら最後までやる。あと細かいとか。几帳面という
か，細かい作業が好き。大きさを揃えて切るとかでも，人よりきっちりやるとか。

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

優 感・有能感 注目・ 賛欲求 自己主張性

NPI-S下位尺度

平
均

過敏(n=8)

無関心(n=7)

FIGURE 1　過敏型と無関心型のNPI-S下位尺度得点
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TABLE 8　NPI-Sの各得点間の相関，主成分分析結果(重みと累積寄与率)，平均，SDおよびα係数(N=511)

1 2 3 平均 SD α係数
1.優 感・有能感 .65 -.19 2.68 .57 .84
2.注目・ 賛欲求 .28 *** .45 .88 3.37 .67 .85
3.自己主張性 .51 *** .19 *** .61 -.43 3.03 .63 .82

累積寄与率(%) 55.81 83.96
** p<.01 *** p<.001

重み
Ⅰ Ⅱ

－
－

－

相関係数

TABLE 9　4群間の各得点と2要因分散分析結果(F値)
Ⅰ:自己愛総合
Ⅱ:注目－主張

平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD
対人恐怖尺度
行動因子 3.08 1.20 3.29 1.05 2.05 1.07 2.64 1.09 73.54 *** 16.64 *** 3.50 n.s.
観念因子 3.11 1.12 3.50 .99 2.29 1.07 3.31 1.12 28.16 *** 54.34 *** 10.94 * *

敵意的攻撃インベントリー
身体的暴力 2.08 .77 1.95 .71 2.09 .82 2.09 .78 1.09 n.s. .90 n.s. .85 n.s.
的攻撃 2.40 .66 2.21 .62 3.05 .76 2.77 .78 91.02 *** 14.03 *** .45 n.s.

間接的攻撃 2.50 .73 2.57 .62 2.56 .64 2.80 .70 5.85 * 6.62 * 1.85 n.s.
* p<.05 ** p<.01 *** p<.001

自己愛総合 注目－主張 交互作用
F(1,507) F(1,507) F(1,507)

n=127 n=122 n=132 n=130

低群 群 分散分析結果
主張優位 注目優位 主張優位 注目優位 主効果

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

 行動因子  観念因子  身体的暴力  言語的攻撃  間接的攻撃
対人恐怖／攻撃行動

項
目
平
均
値

高自己愛注目優位 高自己愛主張優位
低自己愛注目優位 低自己愛主張優位

  .00

FIGURE 2　自己愛傾向による４群別の対人恐怖と攻撃行動の得点プロフィール
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TABLE 10　主成分得点と対人恐怖・攻撃行動の相関

対人恐怖尺度

行動因子 -.41 *** .22 ***

観念因子 -.24 *** .39 ***

敵意的攻撃インベントリー

身体的暴力 .08 .02

的攻撃 .46 *** -.14 * *

間接的攻撃 .13 * * .19 ***

** p<.01 *** p<.001

第1主成分 第2主成分

自己愛傾向

TABLE 11　友人評定の因子分析結果(Varimax回転後の因子パターン；N=384)

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 共通性

無口な － おしゃべりな .79 .11 -.08 -.07 .65

さびしい － にぎやかな .77 .19 -.09 .03 .64

暗い － 明るい .74 .29 -.09 .08 .65

的な － 動的な .72 .04 -.14 .20 .58

かな － うるさい .71 -.06 -.26 -.11 .59

社交的な － 社交的な .69 .28 -.01 .08 .56

内向的な － 外向的な .69 .16 .02 .19 .53

疲れた － 元気な .65 .35 .06 .06 .55

不活発な － 活発な .64 .20 .01 .29 .54

気な － 気な .64 .29 -.02 .09 .51

消極的な － 積極的な .63 .03 .06 .36 .53

空 な － 充実した .48 .27 .24 .21 .40

地味な － 派手な .47 -.09 .01 .16 .25

不自由な － 自由な .43 .23 -.20 .25 .35

厳しい － 優しい .04 .75 .08 .00 .58

冷たい － 暖かい .22 .75 .15 -.05 .63

感じの悪い － 感じの良い .26 .74 .12 .06 .63

不親切な － 親切な -.02 .68 .35 .12 .59

わがままな － 思いやりのある .06 .66 .24 .14 .52

悪い － 良い .14 .65 .16 .13 .48

親しみにくい － 親しみやすい .36 .65 .01 -.03 .55

嫌いな － 好きな .28 .59 .11 .19 .48

かたい － やわらかい .19 .58 -.16 -.01 .40

四 い － 丸い .01 .56 -.07 -.11 .33

にくらしい － かわいらしい .12 .55 .26 -.10 .39

強情な － 素直な .18 .53 .18 .02 .35

頼りない － 頼もしい .18 .51 .22 .16 .36

こせこせした － のんびりした -.29 .50 -.20 -.18 .41

だらしのない － きちんとした .06 .14 .79 .12 .66

無責任な － 責任感のある .06 .30 .69 .24 .63

ふまじめな － まじめな -.17 .09 .64 -.04 .45

軽率な － 慎重な -.22 .13 .56 .12 .40

不潔な － 清潔な .17 .34 .55 .11 .45

感情的な － 理性的な -.14 .07 .50 -.01 .27

単純な － 複 な -.12 -.20 .39 .32 .31

弱い － 強い .18 .06 .03 .82 .71

弱々しい － たくましい .27 .10 .04 .74 .64

頼りない － 頼もしい .20 .18 .38 .69 .69

鈍い － い .06 -.11 .24 .66 .51

弱気な － 強気な .32 -.02 -.02 .63 .50

自乗和 6.96 6.48 3.43 3.38 20.24

寄与率(%) 17.39 16.19 8.58 8.45 50.60

項目内容 第１因子：外向性
第２因子：調和性
第３因子：誠実性
第４因子：強さ
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TABLE 12　友人評定の各群間の得点と分散分析結果
Ⅰ:自己愛総合
Ⅱ:注目－主張

交互作用
平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD

外向性 4.83 .82 4.84 .89 5.27 .90 5.27 .96 22.84 *** .00 n.s. .00 n.s.
調和性 5.28 .83 5.46 .78 5.24 .84 5.41 .79 .27 n.s. 4.82 * .00 n.s.
誠実性 4.84 .97 4.89 .87 4.73 1.02 4.85 .98 .61 n.s. .71 n.s. .15 n.s.
強さ 4.67 .99 4.30 1.18 5.02 1.07 4.89 1.15 17.44 *** 5.06 * 1.11 n.s.
* p<.05 *** p<.001

低群 群 分散分析結果
主張優位 注目優位 主張優位 注目優位 主効果

n=96n=93
F(1,380)

n=94 自己愛総合
F(1,380)F(1,380)

n=101 注目－主張

4.00

4.20

4.40

4.60

4.80

5.00

5.20

5.40

5.60

外向性 調和性 誠実性 強さ

自己愛注目優位 自己愛主張優位

低自己愛注目優位 低自己愛主張優位

FIGURE 3　4群間の各友人評定得点

臨床場面に基づく理論的な２種 の自己愛
◆自己愛的な者をさらに２種 の自己愛に分 する
◆２種 の自己愛は独立した性格特性ではなく，２つの「極」として捉える
◆自己愛的な者が興味の対象であるため，自己愛的ではない者の記述は皆無である

自己愛傾向の２成分モデル
◆「自己愛総合」 自己愛傾向全体の 低を反映する指標
◆「注目ー主張」 「注目・ 賛欲求」が優位か「自己主張性」が優位かを反映する指標
→２種 の自己愛を独立した特性として捉えようとする先行研究(Wink, 1991; 橋, 1998)よりも，
理論に沿った自己愛の把握が可能となる

◆自己愛的な傾向を示さない者の特徴を探ることも可能である

残された 題
◆対人場面から各群の特徴を示したにすぎない　→プロセス的な研究が不可欠
◆あくまでも一般 年を対象としている　→臨床場面に適用可能か
◆自己愛総合の低い 年に関する記述が不十分
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