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子ども版の自尊感情尺度作成の試み
―選択理論心理学をベースとして―
薬師寺

明日香＊

Attempt of self-esteem scale of child version
―Based on selective theory psychology―
The term “self-esteem”or “self-affirmation”which is one of the self-concepts at educational
sites and home education is also used for confidence in themselves, confidence in others,
self-understanding in educational setting and home education. We regard self-esteem and
self-affirmation in this research as synonymous concepts, unify them with “self-esteem”and
define “feeling to evaluate themselves positively”
. In this research, “ love·desire of affiliation”
and “power affiliation”out of 5 basic desires of selection theory psychology considered to be
connected with self-esteem（survival, love, power , freedom, fun）
. The purpose of this study
was to investigate the reliability and validity of 16 items in total “ including 3 items added to
13 items of Kakitani& Inoue（2011）prepared based on ”
. The survey was conducted from the
beginning of June 2017 to the end of July, for 339 university students and graduate students
in Tokushima and Ehime prefectures. We also examined the relationship between the selfaffirmation scale created by Higuchi and Matsuura（2002b）and Japanese version RSES-J by
Mimura & Girffiths（2007）
. As a result of the factor analysis, it was shown that the school
version self - esteem scale is a three factor structure. It was also shown sufficiently in the
study of reliability and validity.

問紙の既存のものでは成人以上が対象になってい

１．問題と目的

るものが多く、小学校や中学校を対象とした児童

近年、教育現場や家庭教育において自己概念の

生徒版の自尊感情を測定する質問紙は少ない。ま

一つである「自尊感情」や「自己肯定感」という

た、教育現場や家庭教育で使用する際には児童生

言葉に着目し、自尊感情や自己肯定感を育むこと

徒がわかりやすい質問内容で回答しやすいものが

は、教育現場や家庭教育において必要であると言

望ましいと考える。学校版自尊感情尺度ができ、

われている。自尊感情と自己肯定感は、類似した

子どもの自尊感情が測定できるようになることで、

概念であり、本研究では同義の概念として捉え、

自尊感情の高低に応じた関わりができるようにな

「自尊感情」で統一し、「自分自身を肯定的に評価

ると考えられる。

する気持ち」と定義する。

これまでの研究では、樋口・松浦（２００２a）が、

教育現場や家庭教育における児童生徒の自尊感

１８歳以上の男女５０２名を対象に、自己肯定感尺度

情を高めることは、家族や先生や友達などの周囲

を仮説的に定義し、自己肯定感の構成概念を組み

の人々との良い人間関係の構築に結び付いたり、

立て、自己肯定感尺度の構成する項目の選定と検

周囲とのコミュニケーションの向上に結び付いた

討および尺度の作成を目的とした研究を行った。

りすると考える。しかし、自尊感情を測定する質

仮説的に作成した自己肯定感構成項目１０４問につ
いて因子分析を実施し、 自律 、 自信 、 信頼 、
過去受容
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の４因子を抽出し、得られた４因子
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、２０１８

解を基に、４下位尺度２０項目からなる自己肯定感

愛されているという「愛・所属の欲求」と、人と

尺度を作 成 し た。そ の 後、樋 口・松 浦（２００２b）

して存在価値を認められているという「力の欲求」

は、１８歳以上の男女２７７名を対象に新たに作成し

が自尊感情と結びつくことを指摘し、行動や思考

た４下位尺度２０項目の自己肯定感尺度の妥当性と

を決定する基本的欲求に基づいた自尊感情尺度を

信頼性の検証を目的とした研究を行った。尺度の

作成している。この尺度は、学校版つまり小学校・

信頼性および４つの妥当性（因子的妥当性、構成

中学校での使用を目的にしており、小学生でも回

概念妥当性、併存的妥当性、弁別的妥当性）を検

答可能な内容となっている。しかし、子どもの自

証し、十分な信頼性および妥当性があることを確

尊感情の高さを事前に知り、予防的に人間関係の

認した。

関わりの改善を図れるなど、家庭教育にもその活

また、自尊感情を測定する際に最も多く用いら

用範囲や利用価値が高いにもかかわらず、これま

れている尺度にRosenberg自尊感情尺度（Rosen-

でのところ質問項目の信頼性・妥当性の検証が十

berg Self Esteem Scale ; RSES）がある。内田・

分行われていない。そこで、本研究では柿谷・井

上埜（２０１０）は、Rosenberg自尊感情尺度の信頼

上（２０１１）の質問項目をベースに新たな質問項目

性および妥当性の検討として、Mimura&Girffiths

を加え、より多くの教育現場や家庭教育において

（２００７）に よ る 日 本 語 版RSES（RSES-J）を 用 い

活用できる小学生や中学生を対象とした自尊感情

て、大学生３２９名に実施し、尺度のさらなる精神

尺度を作成したいと考えた。

測定特性について検証した。因子分析の結果から、

このように先行研究から、小学生・中学生を対

１因子構造であることが示され、α係数、再テス

象とした自尊感情尺度は少なく、本研究で作成す

ト信頼性によってRSES-Jの信頼性が示された。ま

る自尊感情尺度の妥当性・信頼性を測定する既存

た、RSES-J

の尺度は見当たらなかった。そのため、本研究で

とBCSS、ATQ-R、ハッピネス尺度

との関連からRSES-Jの収束的妥当が確認できた。

作成の自尊感情尺度は成人にも通用すると仮定し、

こ こ か ら、Mimura&Girffiths（２００７）に よ る 日

成人向けの既存の自尊感情尺度と本研究で作成の

本語版RSES-Jは自尊感情を測定する尺度として

自尊感情尺度について信頼性・妥当性を検討する

の信頼性、妥当性を備えていることが示唆された。

ことで、本研究で作成の尺度自体の安定性を測定

柿谷・井上（２０１１）は、選択理論心理学（William

することができるのではないかと考えた。つまり、

Glasser、M.D.；２０００）における基本的欲求に着

小学生・中学生を対象に調査を行う前に本研究の

目し、自尊感情（柿谷・井上；２０１１は自己肯定感

使用尺度の安定性を測るために、まず大学生・大

としている：以下同様）尺度を作成している。こ

学院生を対象に調査を行う。以上のことから、本

の尺度は、選択理論心理学を活かして子どもの自

研究では、その第一歩として、大学生および大学

尊感情を育むことに着目し、学校現場や家庭教育

院生を対象に質問紙調査を行い、本研究で作成し

でも簡易に使える質問項目として作成された。柿

た学校版自尊感情尺度について信頼性・妥当性の

谷・井上（２０１１）は、問題を抱えた子どもの共通

検討を行うことを目的とする。

点は自尊感情が低いということであり、自尊感情

２．方法

が低い状態では、意欲も湧かず健康にも悪影響が
でると考えている。選択理論心理学では基本的欲

学校版自尊感情尺度を構成する項目の検討・選

求を５つ（生存、愛・所属、力、自 由、楽 し み）

定および信頼性・妥当性の検証を目的とした。柿

としている。人は誰しも基本的欲求を持ち、それ

谷・井上（２０１１）が作成した１３項目と本研究で作

を満たすことで良い気分を得ることができるとし、

成した３項目からなる１６項目の質問紙を用いて、

特に身近で重要な人と良い人間関係を築くことで、

徳島県内と愛媛県内の大学生および大学院生、合

５０
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計３３９名（男性３７名、女性３０２名、平均年齢１９.９歳）

ていることを条件として３因子構造が妥当である

を対象に調査を実施した。

と考えられた。そこで、再度３因子を仮定して主
因子法・Promax回転による因子分析を行った。

実施時期は、２０１７年６月上旬から７月下旬にか
けて実施した。自尊感情尺度の信頼性を検討する

その結果、十分な因子負荷量を示さなかった５項

ため、Cronbachのα係数の算出による内的整合

目を分析から除外し、再度、主因子法・Promax

性の検討と、再テスト法による級内相関係数の検

回転による因子分析を行った。Promax回転後の

討を行った。再テスト信頼性の検討においては質

最終的な因子パターンを因子ごとに因子負荷量と

問紙を実施した３３９名のうち３９名（男性１３名、女

共通性をTable２に示す。また、最終的な因子分

性２６名、平均年齢２８.４歳）に３週間から４週間の

析の結果、CFI＝.９４８、RMSEA＝.０８５と許容でき

間隔をあけ、再テストを実施した。データの照合

る値が得られた。

には学籍番号を使用した。また、自尊感情尺度の

第１因子は４項目で構成されており、「自分の

妥当性を検討するため、樋口・松浦（２００２b）が

ことが好き。
」「自分にはよいところがあると思

作成した、４下位尺度２０項目からなる自己肯定感

う。」「何かやってみようと思ったとき、たぶんう

尺 度、Mimura&Girffiths（２００７）に よ る 日 本 語

まくいくと思うほう。
」などの認められたいや達

版RSES-Jの１０項目を用い、併せて調査した。

成したい内容の項目が高い負荷量を示していた。

回答の選択肢には、「あてはまらない＝１点」、

そこで「肯定・達成」因子と命名した。

「ややあてはまらない＝２点」、「どちらでもない

第２因子は３項目で構成されており、「先生か

＝３点」、「ややあてはまる＝４点」、「あてはまる

ら、大切にされていると思う。
」「先生に、自分の

＝５点」までの５件法を用いた。

気持ちや願いを言える。
」「友達に、自分の気持ち

なお、質問項目を作成する際に選択理論心理学

や願いをだいたい言える。」と、学校の先生に大

に基づいた基本的欲求を足掛かりに質問項目を作

切にされていることや素直に気持ちを言える内容

成した。本研究における新たな質問項目は、選択

の項目が高い負荷量を示していた。そこで、「接

理論心理学における基本的欲求の５つ（生存、愛・

近・承認」因子と命名した。

所属、力、自由、楽しみ）の中の「愛し愛された

第３因子は４項目で構成されており、「休み時

い、仲間の一員でいたい」という愛・所属の欲求

間は、友達といたいと思う。
」「どちらかと言えば、

および「認められたい、達成したい、人の役に立

ひとりでいるより友達といるほう。」「大学で、仲

ちたい」という力の欲求の２つの欲求に着目し、

良くしてくれる友達がいる。」など、人との関係

愛・所属、力の２つの欲求と自尊感情に関わりが

や人との間の情愛に関した内容の項目が高い負荷

あると仮定し、本研究で新たに作成した３項目を

量を示していた。そこで「友好・友情」因子と命

加えた。本研究で使用した１６項目についてTable

名した。

１に示す。本研究で新たに作成した３項目につい

本研究で作成した学校版自尊感情尺度の信頼性

ては、Table１の１４、１５、１６の３つである。

の検討するために各下位尺度のα係数を算出した

本研究における倫理的配慮として、この尺度の

ところ、
「肯定・達成」でα＝.７８、「接近・承認」

使用について作成者の井上（２０１１）には事前に承

でα＝.７４、「友 好・友 情」でα＝.６８と 十 分 な 値

諾を得た。

が得られた。また、徳島県内の大学生および大学
院生３９名を対象として、再テスト法を実施した。

３．結果

１回目と２回目のテストの相関係数を計算した結

１６項目に対して主因子法による因子分析を行っ

果をTable３に示す。

た。固有値の変化および累積寄与率が５０％を超え

Table３のから１回目と２回目のテストの間に、
５１
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Table１

、２０１８

本研究で使用した学校版自尊感情尺度１６項目

１．大学で、仲良くしてくれる友達がいる。
２．友達に、自分の気持ちや願いをだいたい言える。
３．先生から、大切にされていると思う。
４．先生に、自分の気持ちや願いをだいたい言える。
５．家族から、大切にされていると思う。
６．家族に、自分の気持ちや願いを言える。
７．「自分にはよいところがある」と思う。
８．「新しいことをいろいろ知りたい気持ち」が強い。
９．運動が好き。
１０．大学で勉強していることが、だいたいわかる。
１１．どちらかと言えば、運がいいほうだと思う。
１２．自分のことが好き。
１３．何かやってみようと思ったとき、たぶんうまくいくと思うほう。
１４．休み時間は、友達といたいと思う。
１５．どちらかと言えば、ひとりでいるより友達といるほう。
１６．周りの人からどう思われているのか気になるほう。

Table２

項目別の因子負荷量および共通性

項目

１

因子負荷量
２
３

共通性

１２．自分のことが好き。

０.８７

−０.０７

０.００

０.６９

７．「自分にはよいところがある」と思う。

０.６７

０.０９

０.０８

０.５６

１３．何かやってみようと思ったとき、たぶんうまくいくと思うほう。

０.６５

０.０２

−０.０７

０.４２

１１．どちらかと言えば、運がいいほうだと思う。

０.６０

−０.０５

−０.０８

０.３２

−０.０４

０.８４

−０.１３

０.６０

４．先生に、自分の気持ちや願いをだいたい言える。

０.００

０.７７

−０.０７

０.５６

２．友達に、自分の気持ちや願いをだいたい言える。

０.０３

０.４６

０.３６

０.５１

−０.０１

−０.０４

０.８７

０.７２

０.０４

−０.０８

０.７７

０.５６

０.００

０.２１

０.４８

０.３６

−０.１５

−０.１５

０.４２

０.１５

３．先生から、大切にされていると思う。

１４．休み時間は、友達といたいと思う。
１５．どちらかと言えば、ひとりでいるより友達といるほう。
１．大学で、仲良くしてくれる友達がいる。
１６．周りの人からどう思われているのか気になるほう。

有 意 な 正 の 相 関 が 見 ら れ た（r＝.９４、p＜.０１）。

感 尺 度 とMimura&Girffiths（２００７）によ る 日 本

相関の強さは強程度といえる。したがって、α係

語版RSES-Jの１０項目からなる自尊感情尺度の既

数および再テスト法の結果より、本研究の自尊感

存している質問項目と柿谷・井上（２０１１）が作成

情尺度は十分に信頼性が示されたといえよう。

した１３項目と本研究で作成した３項目からなる学

本研究の尺度の妥当性について２人の心理学の

校版自尊感情尺度１６項目との相関分析の結果を

専門家が質問項目の内容が妥当であるかを検討し、
内容が妥当であることを確認した。さらに、基準

Table４に示す。
Table４か ら、樋 口・松 浦（２００２b）に よ る 自

連関妥当性の検討として、樋口・松浦（２００２b）

己肯定感尺度と本研究で作成した学校版自尊感情

が作成した、４下位尺度２０項目からなる自己肯定

尺度との間の相関の強さは中程度ではあるが、有
５２
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Table３

本研究による自尊感情尺度の再テスト法における得点結果
平均値（標準偏差）

相関係数

１回目

２回目

３.８２（.６１）

３.７７（.７０）

.９４＊＊
＊

p＜.０５

Table４

＊＊

p＜.０１

各尺度の平均値（M）
，標準偏差（SD）と尺度間相関
①

①樋口・松浦（２００２b）による自己肯定感尺度

②
＊＊

―

②Mimura&Girffiths（２００７）による日本語版RSES-J

③

.６４

.５０＊＊

―

.５４＊＊

③本研究で作成した学校版自尊感情尺度

―

M

３.０７

SD

０.５１

２.９４
０.６５
＊

p＜.０５

３.７２
０.５３
＊＊

p＜.０１

意な正の相関が 見 ら れ た（r＝.５０、p＜.０１）。同

因子構造および信頼性・妥当性の検討を行った。

様 に、Mimura&Girffiths（２００７）に よ る 日 本 語

その結果、自尊感情の構成概念および選択理論

版RSES-Jと本研究で作成した学校版自尊感情尺

心理学をベースに、得られた３因子解を最終的に

度との間の相関の強さは中程度ではあるが、有意

「肯定・達成」「接近・承認」「友好・友情」とし

な正の相関が見 ら れ た（r＝.５４、p＜.０１）。つ ま

た。本研究における自尊感情尺度において、信頼

り、本研究における基準連関妥当性が十分に示さ

性・妥当性ともに十分に示されていることが示唆

れた。このことから、本研究による自尊感情尺度

された。選択理論心理学における基本的欲求の
「愛・所属の欲求」と「力の欲求」を満たすこと

の妥当性は十分に示されたといえよう。

は、自尊感情を高めることに結び付くと考える。

この結果を総合的に判断して、本研究で作成し
た学校版自尊感情尺度は十分な信頼性および妥当

つまり、選択理論心理学の基本的欲求５つのうち

性があると示された。

の「愛・所属の欲求」と「力の欲求」は自尊感情
と結びつきがあることが示唆され、本研究で作成

４．考察

した学校版自尊感情尺度は尺度として有効的であ

本研究の目的は、学校版および家庭版の自尊感

ると考えられる。

情尺度の作成を最終的な目的とし、その第一歩と

一方、本研究では自尊感情において重要な構成

して、大学生および大学院生を対象に質問紙調査

概念であろう家族に関する項目が除外された。こ

を行い、選択理論心理学における基本的欲求であ

れは、本研究の調査対象者が大学生および大学院

る「愛・所属の欲求」と「力の欲求」が自尊感情

生だったためではないかと考える。本研究では質

と結びつくことを指摘した柿谷・井上（２０１１）が

問紙項目のベースとしている選択理論心理学にお

作成した自尊感情尺度と本研究で新たに作成した

いて、人は誰しも基本的欲求を持ち、それを満た

質問項目の学校版自尊感情尺度の信頼性・妥当性

すことで良い気分を得ることができるとし、本研

の検証を行うことであった。そこで、大学生およ

究における自尊感情は、特に身近で重要な人と良

び大学院生を対象に質問紙調査を実施し、尺度の

い人間関係を築くことで、満たされるのではない
５３

家庭教育研究

かと考えている。つまり、本研究で対象にした大

、２０１８

れた質問紙項目の検討を実施したい。

学生および大学院生は、家族のもとを離れて生活

また、大学生・大学院生を対象に調査を行った

していることやある程度自立していることから、

ことから、本研究では成人を対象とした自尊感情

家族が身近にいないことで重要な人と良い人間関

尺度の安定性を図ることはできたが、子ども版を

係を築くということに家族が当てはまらず、家族

作成するためには、小学生・中学生を対象に調査

に関する項目に一定の因子負荷量が得られなかっ

を行い、本研究で作成した自尊感情尺度の安定性

たのではないだろうか。

をより確実なものにしていくことが必要であると

本研究の結果から、本研究の最終目標である子

考える。

ども版自尊感情尺度の作成であるが、本研究で作
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成の自尊感情尺度の質問紙項目のベースとしてい
る選択理論心理学において自尊感情は、特に身近

本論文の作成にあたり、ご指導いただきました

で重要な人と良い人間関係を築くことで、満たさ
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れるのではないかと考えている。つまり、大学生・

申し上げます。また、調査にご協力いただきまし

大学院生と小学生・中学生では、特に身近で関わ

た皆様に、心より御礼申し上げます。
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必要であることが示唆されたと考えられる。
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