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辞書的アプローチによる対人特性語の選定

　対人特性はあるタイプの対人行動に向かう個人の傾向または対人スタイルを指し、パーソナリ

ティの一部をなす。対人特性を表す用語を対人特性語という（大渕・堀毛，1996）。これまでさ

まざまな言語でパーソナリティ表現語の中から対人特性語を抽出する試みがなされてきた。そし

て抽出した対人特性語をもとに、一般的な対人特性の構造を表現したモデルの作成が行われてき

た。

　英語における対人特性語抽出の試みは Wiggins（1979）に遡る。Wiggins はまず Foa（1965）

に従って、対人場面で生じる出来事を、社会的（地位）、感情的（愛情）重要性を持つ、二者間

の相互作用と定義した。そして地位と愛情を二者間で交換する個人の様式を対人特性と定義した。

この定義に従い、Wiggins とその同僚は Goldberg が作成（Wiggins, 1979より引用）した1710語

のパーソナリティ形容語リストから約800語を対人特性語候補として選び出し、Leary（1957）

が考案した16の対人領域に分類した。次いで16の対人領域を、反対の意味をもつ領域同士を組み

合わせて８対の領域に整理した。そして用語の意味や領域との相関を勘案して対人特性語を選び

なおした結果、864語（50.5％）が対人特性語に分類された。

　Rosen（1992）はスウェーデン語からの対人特性語の抽出を試みた。スウェーデン語やスウェー

デン文学の学位を持つ３名の教員に依頼して、話し言葉や書き言葉の中から、一般的な社会的行

為を表す言葉で、一般的な人を表現するのに使うことのできる言葉の書き出しを行った。また書

き出した言葉の反義語も挙げさせた。その際、書き出す数は実務的な理由から300以上400以下に

限定された。３名の合議の結果残った320ペアからランダムに１語ずつを選択してアルファベッ

ト順に並べ、心理学を専攻する大学生７名に、パーソナリティを表現する用語としては日ごろ使

わない用語、難しい用語、意味が不明瞭な用語に印をつけさせた。その結果225語の対人特性語

が抽出された。

　De Raad（1995）はオランダ語で対人特性語の抽出を試みた。De Raad（1995）はまず対人行

動を「単数もしくは複数の他者の存在を前提とした行動」と定義した。この定義に基づき、

Brokken がオランダ語の辞書から抽出したパーソナリティ表現用語1203語（De Raad, 1995より

引用）それぞれに対して、６名の心理学者が４件法［「対人行動ではない（１点）」から「対人行

動である（４点）」］で評定を行った。６名の合計点が18点以上の用語を対人特性語とし、その結
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果454語（37.7％）が選択された。

　Di Blas & Forzi（1998a）はイタリア語で対人特性語の抽出を試みた。別の研究（Di Blas & 

Forzi, 1998b）で使用した314のイタリア語の特性形容詞リストを評定した704名分のデータを主

成分分析したところ、外向性、協調性、神経症傾向と解釈可能な３因子が得られた。そして外向

性と協調性は円環モデルの支配性と親密性と密接に関連することが多くの研究（De Raad, 1995; 

McCrae & Costa, 1989; Trapnell & Wiggins, 1990; Wiggins & Broughton, 1991）で示されている

ことから、外向性と協調性の因子への負荷が高い205の形容詞（65.3％）を対人特性語として選

び出した。

　上記の対人特性語の抽出は対人特性の構造を表す対人円環モデルの作成に繋がった。Wiggins

（1979）は意味上のまとまりから、隣接する対人特性同士を１つにまとめて８つの対人特性とし、

これらの対人特性が円環上に等間隔に配列された対人形容詞尺度（Interpersonal Adjective 

Scale: IAS，後に改訂されて IAS-R: Wiggins, Trapnell, & Phillips, 1988）を構成した。８つの対

人特性は12時の方向から反時計回りに「野心的－支配的」（PA）、「傲慢－打算的」（BC）、「冷淡

－敵対的」（DE）、「孤独－内向的」（FG）、「怠惰－服従的」（HI）、「謙虚－率直」（JK）、「温和

－友好的」（LM）、「群居的－外向的」（NO）と命名され、PA と HI、BC と JK、DE と LM、

FG と NO がそれぞれ反対の意味をもつ領域として、円の対極に配置された。対人円環モデルは

２つの基本軸（支配性と親密性、IASおよび IAS-RではPAとHI、DEとLMをそれぞれ結ぶ軸）

で構成される平面上に変数を配置することで、変数同士の関係を幾何学的に表現している（例え

ば近くに配置された変数同士は大きな正の相関を、直交して配置された変数同士は無相関を、対

極に配置された変数同士は大きな負の相関を示す）。そのため他のパーソナリティ概念と対人円

環モデルとの相関を、２つの基本軸で構成される円環平面上に視覚的に表現することができ、対

人円環モデルを介してさまざまなパーソナリティ概念同士の関係を表現することが可能である

（例えば Jones & Paulhus, 2014; Wiggins & Broughton, 1991）。また意味的な類似度に従って分

類された対人特性語の語群は、測定のための項目プールとしての役割も果たしている（例えば

Aquino, Haddock, Maio, Wolf, & Alparone, 2016; Cousin, Mast, & Jaunin-Stalder, 2013; Tarakci, 

Greer, ＆ Groenen, 2016）。

　語彙アプローチから作成された対人円環モデルを活用することで、対人行動の汎文化的側面と

文化差を検討することが可能である。Rosen（1992）、De Raad（1995）、Di Blas & Forzi （1998a）

は抽出された対人特性語から IAS に似た円環構造を見出している。このことは円環を構成する

２つの基本軸が人の対人行動に対する認知の枠組みの普遍性を表しているとするWiggins（1982）

の考えを裏付けているように思われる。一方、各言語で見出された円環構造の間に見られる差異

の中には、対人行動の文化差が表現されている可能性がある（De Raad, 1995; Di Blas & Forzi, 

1998a; Rosen, 1992）。海外で構成された尺度を翻訳して測定に利用した場合には見逃されやすい
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文化間の差異を明らかにするためには、各言語に内包される意味に基づく語彙アプローチは有効

な研究手段（Di Blas & Forzi, 1998a）である。

　日本でも対人特性（橋本・小塩，2016）や対人問題（白砂・平井，2005; 鈴木・藤山，2011）

において円環構造が見出されているが、いずれも既存の海外尺度を翻訳した尺度による研究にと

どまっている。それゆえ、円環構造が見出されたことが、対人特性の汎文化的構造を表している

のか、あるいは翻訳尺度を用いたがゆえに文化を越えた類似性が強調された結果なのかは明らか

ではない。これはパーソナリティ研究の今後の課題である。

　また日本には対人特性を包括的に捉えたモデルは存在しない。そのため個々の対人行動（例え

ば攻撃、援助、コミュニケーション）と関連するパーソナリティを捉えるためのさまざまな尺度

が構成され、新たな概念が次々と生み出されているものの、得られた知見を相互に結び付ける観

点に欠ける、という問題がある（榎本，2013）。

　そこで、本研究では日本人の対人特性を包括的に捉えた、統合的なモデルを作成するための第

一歩として、辞書的アプローチを用いて対人特性語を収集することを目的とする。

調査１

方法

辞書　使用する辞書は広辞苑第六版（新村，2008）と大辞林第三版（松村，2006）の２冊とした。

広辞苑は1955年に初版が発行されて以来、半世紀以上の歴史を持つ、日本を代表する中型の国語

辞典である。広辞苑は性格表現用語の収集のために繰り返し使用されてきた経緯がある（多田，

1966; 辻，2001; 村上，2002）。先行研究で収集された語彙から対人特性語を抽出する方法も考え

られたが、収集作業に当たる人によって収集用語に違いが出る可能性を考慮し、辞書からの抽出

作業から始めることとした。大辞林は1988年に初版が発行された比較的新しい辞典であるが、中

型の国語辞典として版を重ねている。２冊を使用した理由は、辞書によって収集用語に違いが出

る可能性を考慮したためであった。

収集作業　大学生５名に協力を依頼し、著者を含めた６名で用語の収集を行った。収集の対象は

人が人と関わる時の関わり方（関わる時の性格）を表現し得る言葉とした。用語収集の基準は村

上（2002）の収集ルールおよび除外ルールに従い、判断に迷った際には収集することとした。収

集の対象は見出し語および見出し語に始まる慣用句とした。広辞苑と大辞林をそれぞれ32ページ

前後の小冊子に分割し、各小冊子からの収集作業は１人が受け持った。収集作業は広辞苑から始

め、広辞苑からの収集作業を終えてから大辞林での収集作業に移った。大辞林からの収集を行う

際には、広辞苑で担当した箇所と重ならない箇所からの収集を行った（例えば広辞苑で「あ」行

を担当した者は大辞林では「あ」行は担当しない）。これは複数の者が２冊の辞書の（例えば）
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「あ」行から収集を行うことで、収集の漏れを防ぐための措置であった。辞書からの収集作業は

2016年７月から12月にかけて行われ、一人当たり16冊から44冊を担当した。

結果

　広辞苑からは1302語、大辞林からは1515語、合計2817語が収集された。このうち356語が重複

していたため、収集された用語の数は2461語であった。このうち辻（2001）の400語との重複語

は261語、村上（2002）の934語との重複語は495語であった。収集された2461語の中には難しい

漢字を含む用語や読みの難しい用語［例えば「言囂し（ことがまし）」「偃蹇（えんけん）」「御愛

ぼい（おいとぼい）」「艶立つ（えんだつ）」「豪邁（ごうまい）」など］が含まれていた。これら

の用語は一般的に使用されているとは考えづらく、収集の際の除外ルールに該当すると考えられ

たが、判断に迷った際には除外せずに収集するという方針があったために収集されたと推測され

た。

調査２

　調査１で収集された2461語には基本的な対人特性語の収集という研究の目的からは外れている

と考えられる用語も含まれていた。そこで調査１で収集された用語に対して心理学を専攻する教

員および大学院生による見直しを行った。

方法

　難しくて意味が分かりにくい、一般的に使われる用語ではないと考えられた531語を著者が抽

出した。531語は２つのリストに分けて記載された。評定は心理学専攻の大学院生２名、教員１

名が行った。評定者は調査１と同じ収集・除外ルールを見ながら、対人特性語として残すべき用

語に印をつけた。評定者の負担を考え、調査は２回に分けて行われた。

結果

　３名全員が一般的な対人特性語としてはふさわしくないと判断した用語のみを除外し、１人で

も収集ルールに該当すると判断した用語は残した。その結果388語が除外され、2073語が残った。

調査３

　調査２で明らかに意味が分かりにくい用語や一般的には使われない用語を除外したものの、

2073語の中には依然としてあまり聞きなれない用語や難しい漢字の用語が含まれていた。そこで

調査３では村上（2002）に倣って大学生を対象とした調査を行い、難しくて意味が分かりづらい

用語や、今ではほとんど使われない用語、性格とほとんど関係しない用語の削除を試みた。なお
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一連の研究の目的は対人特性語の収集にあるが、調査３の目的を性格とはほとんど関係しない用

語の削除とした理由は２つあった。１つ目の理由は調査の際に教示文のみで対人特性語の意味を

調査参加者に伝えることが難しく、調査参加者の混乱を招きかねないと考えられたからであった。

２つ目の理由は対人特性語が性格表現用語に含まれると考えられること、それゆえ性格表現用語

を抽出できれば、そこから対人特性語を抽出することができると考えられたからであった。

方法

　2073語すべてを対象とするのは参加者の数にもよるが困難であると思われた。2073語の中には

辻（2001）の400語や村上（2002）の934語と重複する用語が585語含まれていた。辻（2001）の

400語は、収集された用語を「日常で通じる言葉か」「個性を表す言葉として意味が分かるか」「個

性を表す言葉として使うか」の観点からそれぞれ３段階（１点から３点）で評定した際に、心理

学を専攻する評定者18名全員が「通じる」（３点）、「分かる」（３点）、「使う」（３点）と回答し

た用語である。また村上（2002）の934語は「難しくて意味の分からない言葉」「今ではほとんど

使わない言葉」「性格とほとんど関係のない言葉」を大学生に除外させた調査で抹消率が20％未

満の用語である。そこで辻（2001）、村上（2002）と重複した用語は調査３の対象から外すこと

とした。また古語（例えば「生賢し」「憎くまし」「古古し」など）41語も一般的に使用するとは

考えづらいと判断し、調査３の対象からは外した。以上のことから1447語（＝2073－585－41）

を調査３の対象とした。

　調査用紙は５種類（各290語前後）作成した。教示は村上（2002）に倣い、「人の性格を表現す

る語」として「難しくて意味の分からない言葉」「今ではほとんど使わない言葉」「性格とほとん

ど関係のない言葉」のいずれかに該当する言葉に線を引いて消すように求めた。用語には全て振

り仮名をふった。調査用紙の最後にチェック欄を設け、最後の用語まで確認を行った印として

チェックを入れるよう求めた。調査は大学学部生を対象とした心理学の講義内に行われた。

結果

　272名から回答を得た。そのうち調査用紙最後のチェック欄にチェックが入っている用紙のみ

を有効回答とした。有効回答数は243（男性72名、女性169名、不明２名、平均年齢19.5歳）であっ

た。調査用紙の種類ごとの有効回答数は平均48.6（45－53）であった。抹消率10％未満の用語は

364語（25.1％）、10％以上20％未満の用語は330語（22.7％）、20％以上30％未満の用語は229語

（15.8％）、抹消率30％以上の用語は522語（36.0％）であった（１）。

調査４

　調査４の目的は性格表現用語の中から対人特性語を抽出することであった。辻（2001）と村上



44

（2002）の抹消率の間を取って、調査３での抹消率が10％未満の用語を対象とすることとした。

それゆえ調査４の対象は、調査３で抹消率が10％未満であった364語と、辻（2001）、村上（2002）

と重複した用語585語であった。

　調査４では対人特性語を性格表現用語の中でも「人に対して〇〇」という表現が可能な用語と

した。対人特性語と性格表現用語の違いは、前者が他者の存在を前提としている（De Raad, 

1995; Foa, 1965）点にあり、その他者は相互作用を行う対象（Wiggins, 1979）としての他者を想

定したからであった。そこで〇〇に性格表現用語を入れた際の表現が日本語として自然になるよ

う、〇〇に入れる性格表現用語の品詞ごとに刺激文を作成した。自己評定と他者評定によって使

用される対人特性語に違いが出る可能性を考慮し、刺激文の主語は「彼は」（他者）と「わたしは」

（自己）の２種類を用意した。用意した刺激文は以下の通りであった。

［他者］

　１　「彼は人に対して○○がある（ない）人だ。」（名詞）

　２　「彼は人に対して○○（な人）だ。」（名詞・形容動詞）

　３　「彼は人に対して○○人だ。」（形容詞）

　４　「彼は人に対して（すぐ）○○人だ。」（動詞・複合語）

　５　「彼は人に対して○○（と）した人だ。」（副詞）

［自己］

　１　「わたしは人に対して○○がある（ない）ほうだ。」（名詞）

　２　「わたしは人に対して○○（なほう）だ。」（名詞・形容動詞）

　３　「わたしは人に対して○○ほうだ。」（形容詞）

　４　「わたしは人に対して（すぐ）○○ほうだ。」（動詞・複合語）

　５　「わたしは人に対して○○（と）したほうだ。」（副詞）

調査用紙の教示文は「表にある言葉を下記の○○に入れて文を作成した場合、その文は表現とし

て適切だと思いますか。」とし、品詞ごとに分けた性格表現用語を表にして提示した。性格表現

用語には振り仮名をつけた。

　この時点で辞書表記語のままでは上記の刺激文に当てはまらない用語を対象に、性格表現用語

への変換を行った（例えば「能動」を「能動的」、「辛抱」を「辛抱強い」など）。変換は辻（2001）

を参考とした。変換の結果、もともと抽出されていた用語と重複した11語は調査対象から除外し

た。最終的な調査４の対象用語数は938であった。

　調査参加者の負担を考えて調査用紙当たりの用語数は100未満とした。調査用紙は他者と自己

それぞれに対して10種類ずつ作成され、さらにカウンターバランスを考えて、それぞれの調査用

紙に対して五十音順とその反対に並べた２種類の調査用紙が作成された。回答は「適切（1）」「不

適切（0）」の２件法で求めた。調査は他者と自己の２回に分けて、大学学部生を対象とした心理
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学の講義内に行われた。

結果

　他者259名（男性94名、女性160名、不明５名、平均年齢19.2歳）、自己231名（男性119名、女

性111名、不明１名、平均年齢19.1歳）から回答を得た。各用語に対する評定者数は他者が平均

25.9人（22－29人）、自己が平均23.1人（21－25人）であった。

　「適切」と答えた回答者の割合（以下適切率と表記）が80％以上の用語数は他者が122（13.1％）、

自己が78（8.3％）、60％以上80％未満の用語数は他者が146（15.6％）、自己が155（16.5％）、60％

未満の用語数は他者が670（71.4％）、自己が705（75.2％）であった。適切率分布の正規性検定（コ

ルモゴロフ・スミルノフ検定）は他者の名詞、形容詞、動詞・複合語、自己の名詞、動詞・複合

語が有意（p < .01）であった。刺激文ごとの適切率をTable 1 示した。性格表現語への変換を行っ

た語は、変換後の用語を記載した。適切率60％以上の用語の内訳は他者（268語）が名詞143語

（53.4％）、形容詞48語（17.9％）、動詞・複合語59語（22.0％）、副詞18語（6.7％）、同じく自己（233

語）が名詞132語（56.7％）、形容詞25語（10.7％）、動詞・複合語68語（29.2％）、副詞８語（3.4％）

であった。また938語を構成する各品詞に占める、適切率60％の用語の割合は他者が平均30.6％

（26.8－40.0％）、自己が平均23.4％（14.0－34.9％）であった。なお形容動詞は村上（2002）に倣っ

て名詞に分類した。

考察

　ほとんどの品詞で適切率が正規分布に従うと考えられることから、対人特性と非対人特性との

明確な区別が難しい性格表現用語が多数存在すると考えられた。また適切率60％以上の用語を構

成する各品詞の割合は、村上（2001）や辻（2002）が抽出した性格表現用語を構成する各品詞の

割合とほぼ同じであった。このことから対人特性語は各品詞に万遍なく存在していると考えられ

た。

　他者と自己の適切率はほぼ同様の傾向を示した。Table 1 では他者の適切率が高い順に並べて

あるが、他者の適切率が高い用語は自己の適切率も高い傾向がある。一般に適切率の高い用語は

他者評定・自己評定のいずれにおいても使用可能だと考えられた。

　ただし他者と自己の一方の適切率が80％以上で他方が60％未満の用語も散見される（例えば不

誠実、小生意気、内向き、図図しい、厚かましい、包容力のある、我を通すなど）。適切率に差

が出た理由としては、調査参加者が回答する際に何を適切と考えたかが違った可能性が考えられ

る。つまり、他者を示す刺激文では、「彼」は特定されず、それゆえ一般化された他者を想起し

ために、刺激文の日本語としての適切さに焦点を当てて回答が行われたと考えられる。一方自己

を示す刺激文では、「わたし」を自分に当てはめて回答した結果、刺激文の日本語としての適切
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さではなく、その刺激文が自分に当てはまるかどうかに回答の焦点が当たった可能性が考えられ

る。しかし、60％未満とはいえ、ほとんどの用語で適切率が50％を越えていることから、調査参

加者を増やすことで他者と自己の適切率が互いに近づいていく可能性も考えられる。

　調査４の対象となった938語の性格表現用語に対する対人特性語の割合は、仮に適切率60％以

上の用語（24.8－28.6％）を対人特性語だと考えたとしても、Wiggins（1979）や De Raad（1995）

が示した割合（それぞれ50.5％と37.7％）に比べて低かった。Wiggins や De Raad では対人特性

語の抽出を心理学の専門家が行ったため、抽出の判断が大学生の判断と異なった可能性がある。

　また「人に対して○○」という刺激文への当てはまりの程度で適切率を判断するという本研究

の手続きが低い割合に繋がった可能性も考えられる。例えば内気、引っ込み思案、内向的、大人

しいなどの性格表現用語は、人と関わる際の消極的な関わり方を表しているように思えるが、適

切率は他者・自己ともに60％未満であった。刺激文の文言が他者に対する能動的な働きかけを調

査参加者に想起させた結果、能動的働きかけを示さないこれらの用語の適切率が低くなった可能

性が考えられる。Wiggins（1979）のように用語同士の相関を基に対人特性語の抽出を行えば、

適切率の低い語が適切率の高い語とまとまりを作り、対人特性語に分類された可能性も考えられ

る。

　本研究が示した性格表現用語における対人特性語としての適切率は今後の尺度構成の際の参考

となるであろう。例えば村上（2003）が基本的な性格表現用語の中で外向性に分類した用語のう

ち、活気、快活、話好き、活発、賑やかは他者・自己いずれにおいても適切率60％未満であった。

外向性という概念は積極的な対人関与や自己主張性、高い身体活動性など、いくつかの概念（ファ

セット）を包括していると考えられている（Soto & John, 2017）。このことから今回適切率が低

かったこれらの用語は外向性の中でも自己主張性や身体活動性などとの関連が予想される。つま

り外向性の中でも自己主張性や高い身体活動性などを測定したい場合には適切率の低いこれらの

用語を用い、積極的な対人関与を測定したい場合にはこれらの用語の使用を避けるべきだと考え

られる。またさまざまな対人場面における個人の行動を測定する際の語彙プールとしても活用が

期待される。

注
（１）　質問紙作成の際、著者の手違いにより２つの同形異音語［無礼（ぶれい・ぶらい）、優男（やさおとこ・や

さお）］に同じ振り仮名（「ぶれい」と「やさおとこ」）を振ってしまった。そのため用語数の合計が1445となっ
ている。２つの同形異音語は異なる質問紙に記載されていた。無礼の抹消率は２種類の質問紙でともに４％、
優男の抹消率は同じく４％と６％であった。
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刺激文1 他者 自己
遠慮 .93 .86
愛 .90 .76
裏表 .90 .90
気遣い .90 .90
誠意 .90 .86
愛敬（愛嬌） .86 .86
好奇心 .83 .86
責任感 .69 .71
余裕 .69 .57
協調性 .66 .71
正義感 .66 .57
積極性 .62 .67
情熱 .59 .57
信頼 .59 .62
茶目っ気 .59 .43
人望 .55 .52
常識 .54 .52
落ち着き .52 .52
注意力 .52 .62
可愛げ .48 .45
気品 .48 .24
人気 .48 .52
ユーモア .48 .43
執念 .46 .48
色気 .45 .38
外向性 .45 .48
抜け目 .45 .43
明るさ .38 .43
覇気 .38 .43
平穏さ .32 .24
遊び心 .31 .43
活気 .31 .29
感受性 .31 .29
魅力 .28 .38
意欲 .25 .29
精力 .24 .24
ナルシシズム .21 .14
元気 .18 .29
個性 .18 .29

風情 .14 .14
独創性 .10 .29
怠け癖 .10 .33
向上心 .07 .38
刺激文2
正直 1.00 .88
友好的 1.00 .96
親切・深切 .96 .92
ドライ .96 .88
従順 .96 .82
大らか・多らか .95 .70
誠実 .93 .84
無愛想 .93 .88
意地悪 .92 .81
遠慮勝ち .92 .85
威圧的 .92 .73
献身的 .92 .84
世話焼き .92 .76
強気 .92 .82
無礼 .92 .72
フレンドリー .92 .95
丁寧（叮嚀） .91 .68
甘えん坊 .89 .60
高圧的 .89 .76
冷徹 .89 .75
寛容 .88 .90
低姿勢 .88 .76
不誠実 .88 .57
気さく .88 .88
喧嘩腰 .88 .68
小生意気 .88 .55
社交的 .88 .76
和やか（柔やか） .88 .64
閉鎖的 .88 .72
無神経 .88 .73
冷酷 .88 .64
口上手 .86 .48
挑発的 .86 .73
好い加減 .85 .81
謙虚 .85 .90

薄情 .85 .76
真っ直ぐ .85 .71
受身 .84 .75
臆病 .84 .73
親身 .84 .86
不親切 .84 .73
言いたい放題 .83 .57
強引 .82 .74
馬鹿正直 .82 .70
御節介 .81 .87
真摯 .81 .67
内向き .80 .56
厳格 .80 .64
淡白・淡泊・澹白 .80 .60
真正直 .80 .72
律儀・律義 .80 .86
凶暴・兇暴 .79 .52
横暴 .77 .43
世話好き .77 .87
逃げ腰 .77 .74
熱心 .77 .65
無慈悲 .77 .57
辛辣 .77 .71
見栄っ張り .77 .71
協調的な .76 .88
口下手 .76 .86
受動的 .76 .86
神経質 .76 .59
生意気 .76 .59
友愛的な .76 .95
冷血 .76 .72
横柄 .75 .68
シビア .75 .56
粗暴 .75 .50
冷（や）やか .75 .75
ぶっきらぼう .75 .88
嘘吐き（うそつき） .74 .60
一途 .73 .81
傲慢 .73 .71
御人好し .73 .70

Table 1　対人特性語としての適切率
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穏和 .73 .65
感情的 .73 .78
慎重 .73 .65
利己的 .73 .35
穏やか .72 .72
勝気・勝ち気 .72 .72
頑固 .72 .50
けち .72 .60
卑怯 .72 .60
無頓着 .72 .86
積極的 .71 .52
嫌み・厭み .69 .38
素直 .69 .90
礼儀知らず .69 .52
軽薄 .68 .39
鈍感 .68 .73
朗らか .68 .65
真面目 .68 .61
意地っ張り .68 .76
執拗 .68 .36
心配性 .68 .72
偏屈 .68 .68
公正 .68 .48
柔軟 .68 .40
話し下手 .68 .75
皮肉屋 .68 .38
恥ずかしがり屋 .67 .74
良心的 .67 .75
狂暴 .65 .57
柔順 .65 .62
忠実（まめ） .65 .76
開けっ広げ（明けっ広げ） .65 .52
一生懸命 .64 .44
短気 .64 .46
無節操 .64 .50
暖か、温か .64 .64
強暴 .64 .50
高慢 .64 .50
饒舌 .64 .50
打算的 .64 .55
忠実（ちゅうじつ） .64 .68
和やか .64 .68
鬼畜 .64 .30
気分屋 .64 .35
気短 .64 .48
善良 .64 .61
過激 .63 .36

温厚 .62 .86
焼餅焼き .61 .71
豪快 .60 .40
強情・剛情 .60 .59
高飛車 .60 .44
毒舌家 .60 .64
真っ正直 .60 .73
無邪気 .60 .64
弱気 .60 .64
内気 .59 .39
自分勝手 .59 .52
投げ遣り .59 .52
強情っ張り .58 .48
率直 .58 .67
排他的 .58 .43
我儘 .58 .71
負けず嫌い .58 .71
御喋り .57 .64
機嫌取り .57 .48
身勝手 .57 .50
甘ったれ .57 .52
天邪鬼・天邪久 .56 .72
好い人 .56 .60
快活 .56 .52
気弱 .56 .68
口達者 .56 .52
純粋 .56 .44
無垢 .56 .40
エゴイスティック .55 .23
陰湿 .54 .48
消極的 .54 .76
無責任 .54 .52
引っ込み勝ち .54 .52
穏便 .54 .60
気儘 .54 .44
口軽 .54 .44
屁っ放り腰 .54 .38
放任主義 .54 .54
負け嫌い .54 .67
意欲的 .52 .61
気取り屋 .52 .56
気紛れ .52 .48
ざっくばらん .52 .36
小心 .52 .32
ストイック .52 .23
引っ込み思案 .52 .55
無欲・無慾 .52 .36

ユーモラス .52 .27
恩知らず .52 .55
勝手気儘 .52 .50
言葉巧み .52 .36
話好き .52 .41
甘えっ子 .50 .62
気障 .50 .30
主観的 .50 .30
大胆不敵 .50 .29
内向的 .50 .48
能動的 .50 .60
話上手 .50 .62
悲観的 .50 .35
不真面目 .50 .30
優男 .50 .40
厄介 .50 .26
欲張り .50 .35
楽観的 .50 .65
調子者 .48 .42
気長 .48 .64
客観的 .48 .77
強か・健か .48 .45
主体的 .48 .40
ナイーブ .48 .32
無口 .48 .59
無知（智） .48 .56
野蛮 .48 .18
和・柔 .48 .55
頑 .46 .52
凶悪・兇悪 .46 .20
軽率 .46 .36
ずぼら .46 .28
恥知らず .46 .30
怒りん坊 .46 .62
大胆 .46 .57
照れ屋 .46 .62
傍若無人 .46 .43
法螺吹き .46 .48
言葉少な .46 .67
淫乱 .45 .22
下品 .45 .22
好き勝手 .45 .43
軟弱 .45 .35
捻くれ者 .45 .35
ふしだら .45 .26
無表情 .45 .35
活発 .44 .32
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怖いもの知らず .44 .27
爽やか .44 .50
繊細 .44 .32
道徳的 .44 .60
破天荒 .44 .23
悪戯っ子 .43 .48
好い児 .43 .36
健気 .43 .32
堅実 .43 .44
強欲（慾） .43 .28
自虐的 .43 .44
陽気 .43 .33
細やか（濃やか） .42 .52
センシティブ .42 .48
非道 .42 .33
溌剌・溌溂 .42 .36
強烈 .41 .35
現実的 .41 .43
合理的 .41 .39
スマート .41 .17
鼻高 .41 .35
ルーズ .41 .52
エネルギッシュ .40 .44
大袈裟 .40 .52
ずる .40 .32
慎ましやか .40 .64
出しゃばり .40 .48
誇らしげ .40 .20
ラフ .40 .56
粋（いき） .39 .20
チャーミング .39 .08
ネガティブ .39 .25
野暮 .39 .25
がさつ .38 .52
癇癪持ち・癇癪持 .38 .24
情熱的 .38 .71
自信家 .36 .26
性悪 .36 .30
ちゃらんぽらん .36 .30
役立たず .36 .26
御気楽 .36 .40
御茶目 .36 .41
気丈 .36 .36
精力的 .36 .40
二重人格 .36 .09
はにかみ屋 .36 .41
マイペース .36 .41

物好き・物数寄 .36 .40
暴れ者 .36 .12
大真面目 .36 .40
軽口 .36 .48
純真 .36 .44
上品 .36 .24
亭主関白 .36 .38
意固地（依怙地） .35 .52
生真面目 .35 .48
糞真面目 .35 .29
せっかち .35 .57
皮肉 .35 .29
臍曲がり .35 .38
恐いものなし .35 .24
大雑把 .33 .45
悪趣味 .32 .08
浮気者 .32 .36
天狗 .32 .25
色好み .32 .12
潔白 .32 .36
静やか .32 .24
純朴・淳朴・醇朴 .32 .23
デリケート .32 .41
念入り .32 .24
能天気・能転気 .32 .36
ひ弱 .32 .16
やんちゃ .32 .52
理屈屋 .32 .23
清純 .32 .18
素朴・素樸 .32 .35
暖気・呑気・暢気 .32 .57
平穏 .32 .48
物知り・物識り .32 .09
怖がり・恐がり .31 .62
自意識過剰 .31 .43
物静か .31 .67
利口 .31 .43
冷静 .31 .67
厄介者 .29 .42
余裕綽綽 .29 .16
偉大 .29 .12
異様 .29 .20
印象的 .29 .24
おっちょこちょい .29 .28
クレージー .29 .20
馬鹿（莫迦） .29 .21
真面（まとも） .29 .54

物知らず .29 .21
異色 .28 .14
陰気 .28 .36
後ろ向き .28 .45
完全主義 .28 .28
清らか .28 .24
行動的 .28 .64
聡明 .28 .32
怠惰 .28 .27
ナーバス .28 .36
賑やか .28 .40
人任せ .28 .48
品行方正 .28 .27
不審 .28 .28
身の程知らず .28 .23
怠慢 .27 .17
本能的 .27 .43
あやふや .27 .33
薄っぺら .27 .38
移り気 .27 .52
強か者・健か者 .27 .33
独断的 .27 .33
魅力的 .27 .48
喧し屋 .27 .33
野心的 .27 .38
ワイルド .27 .33
ナルシシスト .26 .13
気高 .25 .28
機敏 .25 .32
心安らか .25 .20
コミカル .25 .24
強持て .25 .24
確り者 .25 .28
センチメンタル .25 .17
向う見ず .25 .26
浅はか .24 .40
怪し気 .24 .14
癒し系 .24 .27
気難し屋 .24 .40
勤勉 .24 .20
知ったか振り .24 .20
素敵 .24 .16
ポジティブ .24 .36
無謀 .24 .36
寡黙 .23 .57
器用 .23 .43
愚直 .23 .33
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潔癖 .23 .50
しなやか .23 .38
純情 .23 .33
理知的 .23 .38
堅物 .23 .17
強者 .23 .04
好青年 .23 .30
純真無垢 .23 .17
人泣かせ .23 .04
へなちょこ .23 .09
身軽 .23 .26
無気力 .23 .30
無恥 .23 .39
野性的 .22 .29
感傷的 .21 .40
綺麗好き .21 .24
憎まれ役 .21 .21
能率的 .21 .25
人で無し .21 .13
凡人 .21 .33
無能力 .21 .13
勇敢・勇悍 .21 .21
哀れ .20 .28
意気地無し .20 .23
異端者 .20 .05
愚か者 .20 .00
気紛れ者 .20 .27
世間知らず .20 .23
退屈 .20 .24
憎まれっ子 .20 .09
独り善がり .20 .23
ミステリアス .20 .23
理想家 .20 .32
ロマンチック .20 .24
知的 .19 .29
人気者 .19 .33
前向き .19 .43
愉快 .19 .38
常識外れ .19 .30
軽はずみ .18 .26
個性的 .18 .30
慌て者 .18 .20
異才 .18 .08
利己主義 .18 .21
異質 .17 .17
一匹狼 .17 .23
ハイセンス .17 .09

阿呆 .16 .14
愚か .16 .20
頑張り屋 .16 .23
健全 .16 .41
極悪 .16 .09
職人気質 .16 .12
変人（偏人） .16 .18
凡庸 .16 .24
未熟 .16 .40
文句無し .16 .14
頭でっかち .15 .24
大まか .15 .45
偽善 .15 .33
奇抜 .15 .10
優雅 .15 .33
泣き虫・泣虫 .14 .13
文武両道 .14 .13
楽天家 .14 .33
切れ者 .14 .17
クレーマー .14 .09
凝り性 .14 .35
天然惚け .14 .17
ロマンチシスト .14 .30
暴れん坊 .13 .04
苦労性 .13 .24
命知らず .12 .24
知性的 .12 .27
チャレンジャー .12 .36
パーフェクト .12 .04
馬鹿野郎 .12 .09
御調子者 .12 .33
気楽 .12 .38
駄駄っ児 .12 .52
怠け者・懶け者 .12 .38
憎まれ者 .12 .19
晴れやか .12 .33
貧弱 .12 .14
無計画 .12 .33
弱虫 .12 .38
ムードメーカー .11 .21
質素 .09 .17
鈍間・野呂松 .09 .17
マニア .09 .27
大和撫子 .09 .09
慌てん坊 .09 .26
マニアック .08 .28
危な気 .08 .24

異端児 .08 .28
うっかり者 .08 .14
可憐 .08 .08
ぐうたら .08 .18
懲り性 .08 .20
スローペース .08 .32
創造的 .08 .20
花やか・華やか .08 .08
平凡 .08 .36
野心家 .08 .05
優柔不断 .08 .44
計画的 .08 .14
賢明 .08 .19
極悪人 .08 .19
正義 .08 .33
無能 .08 .24
野蛮人 .08 .14
苦労人 .04 .05
御機嫌 .04 .32
子供好き .04 .32
馬鹿者 .04 .16
文学的 .04 .19
エレガント .00 .14
才女 .00 .09
間抜け .00 .18
刺激文3
押し付けがましい .96 .72
義理堅い .96 .92
慈悲深い .96 .80
馴れ馴れしい .96 .63
遠慮深い .95 .73
恩着せがましい .95 .68
図図しい .95 .59
情け深い .95 .73
暖かい（温かい） .93 .72
意地悪い .93 .80
手厳しい .93 .80
厚かましい .91 .59
厳しい .91 .73
優しい .89 .88
疑り深い .86 .82
余所余所しい .86 .64
疑い深い .85 .71
用心深い .85 .88
嫌みたらしい .82 .59
きつい .82 .62
太太しい .82 .55
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怒りっぽい .81 .58
嫉妬深い .81 .67
素っ気無い .81 .67
甘い .78 .58
心無い .78 .52
刺刺しい .78 .46
未練がましい .78 .48
口煩い .77 .68
口喧しい .77 .36
注意深い .74 .80
煩い・五月蠅い .70 .76
鈍い（ニブい） .70 .48
人懐こい .70 .58
惚れっぽい .70 .50
喧嘩早い .68 .50
血も涙もない .68 .41
熱い .67 .33
荒っぽい（粗っぽい） .67 .58
執念深い .67 .50
未練たらしい .67 .46
明るい .64 .68
気難しい .64 .59
慎ましい .64 .45
あざとい .63 .56
堅苦しい .63 .50
鋭い .63 .38
ねちこい .63 .46
意地汚い（意地穢い） .59 .29
愚痴っぽい .59 .50
くどい .59 .40
親しみ深い .59 .84
慎み深い .59 .58
差（し）出がましい .59 .45
せこい .59 .45
理屈っぽい .59 .59
飽きっぽい .56 .44
がめつい .56 .24
軽軽しい .56 .21
気強い .56 .40
円い（丸い） .56 .44
目敏い・目聡い .56 .32
飽き易い .55 .59
計算高い .55 .68
つれない .55 .41
荒荒しい（粗粗しい） .52 .48
大人気無い .52 .48
感じ易い .52 .39

気弱い .52 .42
怖い・恐い .52 .46
忍耐強い .52 .46
荒い（粗い） .50 .55
賢しい .50 .13
自慢たらしい .50 .36
鬱陶しい .48 .21
小賢しい .48 .25
だらし無い .48 .44
欲深い .48 .29
思慮深い .45 .59
狡い .45 .41
卑しい・賤しい .44 .21
図太い .44 .25
狡賢い .44 .36
強い .44 .29
腹黒い .44 .48
柔い .41 .32
善い（好い） .41 .29
けちくさい .41 .50
小喧しい .41 .44
しぶとい .41 .29
回りくどい .41 .29
喧しい .41 .56
浅ましい .37 .04
奥床しい .37 .12
大人しい .37 .42
辛抱強い .37 .33
いじらしい .36 .23
難しい .36 .45
汚い（穢い） .35 .08
野暮ったい .35 .25
嫌らしい .33 .44
うざい .33 .25
おっかない .33 .25
考え深い .33 .32
気早い .33 .17
気安い .33 .48
心気臭い .33 .21
みみっちい .33 .32
味気ない .32 .27
甘っちょろい .32 .41
潔い .32 .55
うざったい .32 .41
しおらしい .32 .41
悪賢い .32 .41
愛くるしい .30 .20

愛らしい .30 .38
えげつない .30 .13
面白い .30 .29
艶かしい .30 .12
はしたない .30 .16
女女しい .30 .25
恐ろしい .27 .32
便り無い・頼り無い .27 .41
いとおしい .26 .13
陰気臭い .26 .25
打たれ強い .26 .40
気高い .26 .12
小憎らしい .26 .08
こむずかしい .26 .36
弱弱しい .26 .42
男らしい .23 .27
大人っぽい .23 .36
憎らしい .23 .32
鈍い（ノロい） .23 .32
あどけない .22 .13
色っぽい .22 .16
湿っぽい .22 .16
忙しない .22 .08
涙脆い .22 .20
怪しい .19 .13
勇ましい .19 .16
胡散臭い .19 .12
暗い・昏い・冥い .19 .33
そそっかしい .19 .32
力強い .19 .25
憎たらしい .19 .08
憎めない .19 .33
忘れっぽい .19 .42
幼い .18 .27
子供らしい .18 .32
粘り強い .18 .41
慌しい .15 .08
おめでたい .15 .04
可愛らしい .15 .16
子供っぽい .15 .16
素晴らしい .15 .04
詰まらない .15 .12
危ない .14 .23
初初しい .14 .18
好ましい .14 .32
泥臭い .14 .23
ひ弱い .14 .18
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痛痛しい .11 .08
すばしっこい .11 .04
晴れ晴れしい .11 .21
古めかしい .11 .00
凛凛しい・律律しい .11 .04
厳つい .09 .32
か弱い .09 .05
かわいい .09 .09
渋い .09 .18
憎い（悪い） .09 .14
物珍しい .09 .18
危なっかしい .07 .12
賢い .07 .08
古臭い .07 .08
いとしい .05 .14
喜ばしい .04 .00
苛立たしい .15 .09
刺激文4
身構える .96 .78
歯向かう（刃向かう） .93 .87
見栄を張る .93 .96
愛想のよい .93 .92
気が利く .93 1.00
口が悪い .93 .92
気を配る .91 .86
甘える .89 .91
言い過ぎる .89 .91
威張る .89 .83
怒る .89 .70
突っ掛かる .89 .91
懐く .89 .83
頭が低い .89 .67
気配りのある .89 .92
腰が低い .89 .96
忠誠を尽くす .89 .96
礼儀正しい .89 .96
態度が大きい .86 .68
苛つく .85 .83
張り合う .85 .91
意地を張る .85 .83
大きな口をきく .85 .78
虚勢を張る .85 .91
調子を合わせる .85 .91
ちょっかいを出す .85 .87
心配りのある .85 .83
包容力のある .85 .46
温情のある .82 .73

大人ぶる .81 .83
物怖じしない .81 .91
おちゃらけを言う .81 .86
ちょっかいをかける .81 .61
気前がいい .81 .67
強がりを言う .81 .84
配慮のある .81 .75
面倒見がいい、悪い .81 .88
強がる .78 .91
顔色をうかがう .78 .83
依怙贔屓する .74 .78
臆する .74 .61
気遣う .74 .74
恨みを買う .74 .64
気が回る .74 .71
情に厚い .74 .76
思慮のある .73 .73
ああ言えばこう言う .70 .65
気立てのよい .70 .42
幅が利く .70 .54
慈しみのある .68 .55
謙遜する .67 .86
執着する .67 .96
付け込む .67 .57
利口ぶる .67 .78
意地を通す .67 .74
法螺を吹く .67 .73
熱し易く冷め易い .64 .41
我が強い .63 .50
競争心のある .63 .67
我を通す .59 .91
挑発する .59 .65
癇癪を起す .59 .61
手が早い .59 .25
人当（た）りのよい .59 .68
気転・機転の利く .59 .50
口がうるさい .59 .41
分別のある .59 .50
意地になる .56 .83
気取る .56 .61
ふざける .56 .65
見せびらかす .56 .52
口がうまい .56 .67
屈託無い .56 .25
負けん気の強い .56 .64
口が軽い .55 .59
固執する .52 .74

威勢がいい、悪い .52 .42
口が堅い .52 .71
人情にあつい .52 .48
威厳のある .50 .32
鼻が利く .50 .41
お高くとまる .48 .48
むかつく .48 .48
悪意のある .48 .21
気後れする .48 .63
喜怒哀楽のない .48 .20
調子がいい .48 .29
当て付けがましい .45 .50
気が短い .45 .41
人柄がいい .45 .59
目が利く .45 .55
疑う .44 .70
羨ましがる .44 .61
調子に乗る .44 .35
我慢強い .44 .46
口が重い .44 .28
口堅い・口固い .44 .52
口が減らない .44 .17
こだわりのある .44 .33
情にもろい .44 .50
心配の多い .44 .40
人使いが荒い .44 .42
味も素っ気もない .41 .32
口軽い .41 .27
甘ったれる .41 .35
裏切る .41 .22
羨む .41 .48
気移りする .41 .35
にやつく .41 .30
口重い .41 .16
抜け目がない .41 .21
人が好い .41 .46
飽きる（厭きる） .37 .74
恨めしがる .37 .48
狼狽える .37 .43
我慢する .37 .65
図に乗る .37 .35
感性豊かな .37 .28
好感の持てる .36 .50
そつが無い .35 .13
頭が固い .33 .36
意気地が無い .33 .17
世話が焼ける .33 .32
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腹（肚）が据わった .33 .28
腹が黒い .33 .42
感情の起伏がはげしい .32 .41
度胸が据わった .32 .36
放任する .30 .35
言う事を聞かない .30 .36
物が分かる .30 .54
自惚れ（己惚れ）の強い .27 .27
詰めが甘い .27 .36
諦める .26 .43
欺く .26 .26
居直る .26 .45
自惚れる .26 .43
驕った .26 .18
煽てに乗る .26 .24
肝が据わった .26 .17
捻くれる .26 .43
愁い・憂いのある .26 .08
肝っ玉が大きい .26 .28
堪え性のない .26 .25
根性のある .26 .21
人が悪い .26 .12
勇気のある .26 .21
魔性を持った .23 .21
影が薄い .23 .32
過信する .22 .43
早合点する .22 .36
心弱い .22 .16
諦めのよい .19 .57
浮かれる .19 .26
魅了する .19 .22
薄気味悪い .19 .25
世間慣れした .19 .29
虫も殺さぬ .19 .13
締まりがない .18 .18
世間離れした .18 .32
羽目を外す .18 .27
身軽い .18 .32
頭が切れる .15 .26
怠ける .15 .17
早とちりする .15 .48
目立つ .15 .22
意識が高い .15 .20
根気のある .15 .16
能がない .15 .12
放漫にする .15 .24
遣る気のない .15 .08

腰が重い .14 .32
誇りのある .14 .23
野次馬根性のある .14 .32
異彩を放つ .11 .22
思い上がった .11 .23
思い詰める .11 .32
冴えた（冱えた） .11 .22
張り切る .11 .22
愛すべき .09 .14
気が多い .09 .32
気味が悪い .09 .09
呆れた .07 .04
焦る .07 .22
落ち着いた .07 .22
大人びた .07 .17
清らなる .07 .14
けしからん .07 .00
子供じみた .07 .13
謎めいた .07 .26
田舎臭い .07 .04
垢抜けた .04 .17
洗練された .04 .17
並外れた .04 .13
成熟した .00 .17
ふんばれる .00 .17
刺激文5
さばさば .93 .81
さっぱり .86 .71
はきはき .83 .62
毅然 .79 .57
きちんと .79 .67
ぶすっと .75 .43
おどおど .72 .57
きちっと .72 .57
へらへら .72 .67
ずばずば .71 .43
あっけらかん .69 .48
きっちり .69 .62
きっぱり .69 .67
にこにこ .69 .62
ちゃらちゃら .66 .43
でれでれ .66 .57
うじうじ .62 .57
むすっと .62 .52
冷然 .57 .48
おっとり .55 .38
おずおず .54 .38

なよなよ .45 .48
ほんわか .45 .38
悠然 .45 .43
のんびり .43 .48
かりかり .41 .38
ちゃっかり .41 .33
かちっと .38 .24
おろおろ .34 .38
ぼんやり .34 .38
きりっと .32 .52
凛と .32 .43
きびきび .29 .48
せかせか .28 .38
生き生き .25 .48
愚図愚図 .25 .24
あたふた .21 .14
むっつり .21 .24
苛苛 .18 .33
晴れ晴れ .18 .24
くよくよ .17 .33
うっかり .11 .29
てきぱき .10 .38
うんざり .07 .19
こつこつ .07 .19

注．  0.6以上は斜体で、0.8以上は斜
体太字で示した。


