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1. パーソナリティ特性とは

2. 特性理解の発達過程

3. 自発的特性推論（ＳＴＩ）の生起とその発達

4. まとめ



ギリシアの仮面劇で用いられた「ペルソナ」，すなわち
仮面に由来

訳語としては「人格」

しかし，「人格者」という価値観をもつ語として受け取
られることがあるため，「パーソナリティ」と示されるこ
とが多い



「怒ってる
なあ」



怒りっぽい
人だなあ

パーソナリティ特性

怒らせないよう

）

怒らせないよう
に気をつけよう

（好物のお菓子
を持っていこう）

（丁寧な言葉遣
いをしよう）



特性推論は他者理解の本質である（Heider, 1958）

「その人らしさ」を表す
→個人差の推論
人の行動・心的状態の安定的な側面である

→他者との相互作用を予測・制御可能にする

他者についての一貫した表象はいつから獲得され他者についての一貫した表象はいつから獲得され
るか？るか？



7～15歳の子ども320名を対象に，自身や好きな他
児，嫌いな他児などについて，「どのような人ですか」
と質問

得られた記述の例
「彼女は私や私の友達にキャンディをくれるので，とてもよい
人です。彼女は大通りの近くに住んでいます。金髪でメガネ
をかけていて，47歳です。今日は彼女の記念日です。21歳
で結婚しました。彼女は時々，私たちにお花をくれます。とて
も素敵な花壇と家を持っています。私達は週末に行って，彼
女とおしゃべりをします」
(女子，7歳11カ月)



得られた記述の例
「この女の子は，私と同じ学年ではなく，私と同じ地区に住ん
でいるだけです。彼女はとてもおとなしくて，よく知っている人
にだけしか話をしません。ある意味で賢く，学年で一番にな
るほどです。彼女はとても控えめですが，いったんあなたが
彼女と知り合いになると，彼女はその正反対の性格です。彼
女が授業を休むことはめったにありません。私達みんなの気
持ちがふらつくことがあっても，彼女の気持ちは絶対にそう
なることはないでしょう。私が彼女のことで感心することの1
つは，彼女はとてもきれい好きだということです。」
(女子，14歳1ヶ月)



パーソナリティ特性語の割合
◦ 8歳以下：約4％
◦ 9歳から15歳にかけて10％～15％へと増加

ただし，子どもがどのような特性概念を持っているの
かについては明らかにしない。



パーソナリティ特性の概念の2側面
（心的状態との区別という観点から）

①安定性：時間や場面が変わってもある程度一貫し
ている

②因果性：行動の原因となる心的状態（動機，信念，
欲求など）を生み出す





N特性バージョン
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傷つけない
ようにしよう

P動機

やさしい（P特性）

意地悪（N特性）
悲しませよう

N動機

行 動

嘘をつく

より因果的な推論 (Yuill, 1993)
より「心理学的な」推論 (Heyman & Gelman, 1998)

行動についての「なぜ」の最終的な答え
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〈動機〉 〈行動〉 〈結果〉
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１．幼児期にはポジティビティ・バイアスが見られる

２．特性の安定性の理解は5歳頃から，因果性の理解
は1年生頃から発達
→因果的な特性概念は就学後から形成される

３．ただし，推論の言語化は，青年期前期ころから



特定の行動のラベルとしての
パーソナリティ特性 （3～4歳）

場面1

行動

パーソナリティ
特 性

（清水，2005)



習慣的な行動を要約するラベルとしての
パーソナリティ特性（4～5歳）

場面1

行動

場面2

行動

場面3

行動

パーソナリティ
特 性



行動についての「なぜ」の最終的な答えとしての
パーソナリティ特性（6～7歳）

行動 行動 行動

動機，信念，欲求

パーソナリティ
特 性

場面1 場面2 場面3

動機，信念，欲求 動機，信念，欲求



複数の互いに関連した特性の1つとしての
パーソナリティ特性（7～10歳）

知的能力
特性

身体能力
特性

パーソナリティ
特 性

パーソナリティ
特 性

行動 行動 行動

場面1 場面2 場面3

動機，信念，欲求 動機，信念，欲求 動機，信念，欲求



一貫した人物表象を構成する概念の1つとしての
パーソナリティ特性（青年期初期？）

知的能力
特性

身体能力
特性

パーソナリティ
特 性

人物表象

パーソナリティ
特 性

行動 行動 行動

場面1 場面2 場面3

動機，信念，欲求 動機，信念，欲求 動機，信念，欲求
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特性と行動の対応関係に関する構造化された知識を
保有するようになると，その知識の参照と検索がきわ
めて自動的になされるようになる
(Uleman, Newman, & Moskowitz, 1996 )

自発的特性推論(Spontaneous Trait Inference; STI)
人（成人）は他者の行動を観察すると，
◦ 瞬時に
◦ 意図せず
◦ 自発的に
◦ 無意識に
対応する特性を推論する。



STIが瞬時に自覚無しに生じるとすれば，どのようにし
て検出すればよいか？

→潜在記憶のパラダイムが有効

◦ 単語完成

◦ 語彙決定

◦ 手がかり再生

◦ 誤再認

◦ 再学習



Winter & Uleman (1984)
1. 1文ずつスライドで刺激文を提示
例「その記者は，社交ダンスの間，ガールフレンドの足を踏
んでいた」

2. その後，再生を求める
①特性手がかり群：例「不器用な」
②意味手がかり群：例「新聞」
③手がかりなし群

◦ 結果： 正しい再生数は
特性手がかり群＞意味手がかり群＞手がかりなし群
←刺激文を呼んでいる間に，自発的に特性を推論したため



Newman (1991)
1. 文をヘッドフォンで1文ずつ提示

2. テスト語をスクリーンに提示
参加者は文章の中で確かに聞いた語ならZキーを、聞いて
いない語なら？/キー をできるだけ早く押す

※これを54セット繰り返す
※文と文の間は6秒間



メアリーは、隣人が落ち葉の掃除をす

るのを手伝ってくれないかと頼んだら、
「No」と言った。



ｓｅｌｆｉｓｈ



特性推論文の例：自己中心的(selfish)
◦ 特性暗示文：メアリーは、隣人が落ち葉の掃除をするのを
手伝ってくれないかと頼んだら、「No」と言った。
◦ 統制文：「No」とメアリーは言った、隣人が落ち葉の掃除を
するのを手伝ってくれないかと頼まなかった。

◦ 誤再認率，反応時間が
特性暗示文＞統制文
となれば，自発的特性推論が生起したと解釈できる。



反応エラー
◦ 5年生：統制文においてエラー多い
反応時間
◦ 5年生のみ，特性暗示文の後の特性語を拒否するのに長い時
間がかかった。

＞

→5年生は成人よりも、行動の特性意味を自発的に推論しやすい。



5年生を，郊外のアングロ系と，都市部のヒスパニック
系に分けて分析
◦ アングロ系: 特性暗示文1343ms ＞ 統制文1258ms
◦ ヒスパニック系: 特性暗示文1391ms ≒ 統制文1419ms
→アングロ系の子どもにおいてのみSTIが生起した
ヒスパニック系は集団主義的文化であり，行動の文脈
依存の側面を強調し個人の特性の側面は強調しない
傾向があるため，と解釈

その他の先行研究においても，集団主義的文化では
STIが生起しないと予測されている。



1. 成人でSTIが生じなかった
→材料文に問題がある可能性

2. 再認時にできるだけ早い反応を要求した
→「あった」という反応を抑制して「なかった」と回答す
る能力(実行機能)の発達差を反映している可能性

3. 行動記述文のみを提示し，行為者の顔写真等を提
示していない
→STIが行為者と結びつけられた特性推論なのか，
それとも単に行動を要約記述した特性カテゴリにす
ぎないのかを区別できない

4. 米国内の小学校間の比較に過ぎない。また地域や
社会経済的な要因が輻輳している。



1. 日本人においてもSTIが生起するか
2. Newmanと同様，5年生においてもSTIが生起す
るか，また生起する場合大学生との違いが見られ
るか

3. STIが生起しやすい条件とはどのようなものか

→再学習パラダイム(Carlston & Skowronski, 
1994)を用いて検討



エビングハウスの忘却曲線(Ebbinghaus,1885)

◦ 意味のないでたらめな綴り
の単語13個を学習させる
◦ 完全に学習した後、20分
から31日間まで様々な
間隔を置いて、再び完全に
覚えるまでどのくらい学習
しなければならないかを
調べた

出所：「よくわかる教育心理学」有斐閣アルマ
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1. 接触課題：人物の写真と行動記述のペアを呈示

◦ 特性暗示文 10ペア
◦ 中立文 10ペア

2. 混乱課題１：アナグラム課題ほか

3. 学習課題：人物の写真と特性のペアの学習

◦ 再学習試行 10ペア
◦ 統制試行(初学習)10ペア

4. 混乱課題２：アナグラム課題

5. 再生課題：写真が呈示され、ペアになっていた特性を
再生する



写真＋行動記述を24ペア呈示
◦ 特性暗示文 10ペア
◦ 中立文 10ペア
＋フィラー（中立文）4ペア



昨日、道を歩いてい

たら、前をおじいさん

がゆっくりと歩いてい

たので、無理に追い

こしました。おじいさ

んは少しよろついた

ようでしたが、関係

ありません。

注：使用した顔写真データは，財団法人ソフトピアジャパンから使用許諾を受けたものである。

刺激提示例



印象評定 20課題
アナグラム課題 5題



写真＋特性を24ペア呈示
◦ 再学習試行 10ペア
接触課題で特性暗示文がペアとなっていたもの。

その際に自発的に特性を推論しているので，再学習とな
る。

◦ 統制試行(初学習)  10ペア
接触課題で中立文がペアとなっていたもの。

◦ ＋フィラー 4ペア



いじわる

刺激提示例



アナグラム課題 5題



学習課題の20ペアの写真のみ提示し，ペアになって
いた特性語を再生するよう求める。

正しく再生された特性数が
再学習条件＞統制試行 となるか？



全ての刺激に目を通したか

この実験の真の目的に気づいていたか
etc.
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予備調査
◦ 大学生のべ123名に対し，特性を暗示する行動記述文52
文を提示し，

(a)記述された人物の性格を最もよく表す言葉を自由記
述してもらい，

(b)四つの特性語の中から最も当てはまるものを一つ選
択してもらった。

暗示された特性が，自由記述において最も多く出現し，
かつ80％以上の参加者から正しく選択された30文を抽
出

◦ 小学4－6年生9名を対象として，正しい特性が選ばれた
20の特性暗示文を最終的な材料とした
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再学習試行＞統制試行 ただし有意傾向

（Shimizu,2008;清水，印刷中)
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1. 接触課題：人物の写真と行動記述のペアを呈示

◦ 特性暗示記述 10ペア
◦ 中立記述 10ペア

2. 混乱課題１：アナグラム課題ほか

3. 学習課題：人物の写真と特性のペアの学習

◦ 再学習試行 10ペア
◦ 統制試行(初学習)10ペア

4. 混乱課題２：アナグラム課題

5. 再生課題：写真が呈示され、ペアになっていた特性を
再生する

ポジティブ特性暗示文5ペア
ネガティブ特性暗示文5ペア

ポジティブ5ペア，ネガティブ5ペア

ポジティブ5ペア，ネガティブ5ペア



予備調査
◦ 106名の大学生を対象に，行動記述文を提示し，暗示された
特性がどの程度望ましいと思うかについて，1(全く望ましくな
い)－5(非常に望ましい)の5件法で選んでもらった
◦ ネガティブ特性暗示文(平均値2.03，範囲1.54－2.62)
ポジティブ特性暗示文(平均値4.41，範囲4.07－4.79)
各10文を選定
◦ 小学5－6年生7名を対象とし，当該特性語が正しく選択され
ることを確認



＊＊

＊＊

＊＊

（清水，印刷中)
ネガティブ特性暗示文においてのみ
再学習試行＞統制試行



1. 日本人においてもSTIが生起するか
→生起する

2. 5年生においてもSTIが生起するか，また生起する
場合大学生との違いが見られるか
→遅くとも5年生（10－11歳）までには，STIが生
起するようになる。
全体的にSTIの生起の仕方には，5年生・中学1年
生と大学生との間の差は見られない

（年齢差に関して，Newmanの結果を追認せず）



3. STIが生起しやすい条件とはどのようなものか
→特性価の要因が関連

◦ ポジティブ特性暗示文
：STIは生じないか生じるとしてもわずか

◦ ネガティブ特性暗示文
：STIは生起しやすい。

◦ このような傾向は，5年生，中学1年生，大学生の間で違
いが見られない。



Carlston & Skowronski (2005)
◦ STIの生起は，ネガティブ特性暗示文に対しての方が大き
い。
→本研究と一致

◦ ただしCarlstonらでは，ポジティブ特性暗示文に対しても
明確にSTIが生起
→本研究と不一致



最初の過程において，STIが生じると仮定されている
(Ham & Vonk, 2003；Uleman, Saribay, & Gonzalez, 
2008)

カテゴリー化 特性記述 状況による
修正

対人認知の3段階モデル(Gilbert, 1989)



Heider(1944):他者は一瞬ごとに変化するので，
我々は未来の行動の予測の基礎となる一貫した知識
を我々に与える安定した形態を探し求める

人は，観察した行動から直ちに特性を導き出せるよう
な認知機構を，適応方略の一環として内在させてい
る？



ネガティブ特性暗示行動に対するSTI：普遍的？
→瞬時に特性によってカテゴリ化することは，個体に危険
をもたらす可能性のある出来事に素早く対応するという適
応的な重要性から，発達初期から普遍的に見られる可能
性

ポジティブ特性暗示行動に対するSTI：文化の影響？
→適応的観点からは素早く反応する必要性が低い。
また日常的に行動の原因として特性よりも状況を強調す
る傾向のあるアジアの人々においては，特に社会的規範
に沿って行われることの多いポジティブ行動からは，日常
的に特性を推論しにくく，その結果STIの生起は発達しない
可能性



特性推論がなぜ，どのようにして自発的になるのか？

そこには認知発達や社会文化的な要因がどう関わっ
ているのか？

顕在的推論における発達は，STIの生起に先行する
のか？STIの生起にとって必要なものなのか？

→STIの発達プロセスの詳細な検討が必要
乳幼児も対象とできるような，言語報告に依存しない
STIの測定法の開発




