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問題と目的

心的イメージ（mental imagery）とは，今，目の前には
いない人やないものの姿・形を心の中に思い浮かべる心的
過程を示す（菱谷，2011）。イメージは，我々の意識経験
の基本要素であり，架空の出来事や過去に経験された出来
事を再体験する際には極めて重要な役割を果たしている
（Marks, 1973）。イメージ体験は個人的なものであり，様々
な側面において個人差があることが考えられる。従来の研
究では，イメージの個人差の一つとして鮮明度について検
討し，これをイメージ能力として扱ったものが挙げられる
（菱谷，2011）。イメージ能力の典型的な測定法は質問紙に
よるものであり，たとえばBetts （1909）によって開発され
たQMI （Questionnaire upon Mental Imagery）では，視覚，
聴覚，皮膚感覚などの7つのモダリティに関するイメージ
能力を測定することが可能である。また，個々の感覚知覚
イメージ能力の測定に特化した質問紙として，視覚では
Marks （1973）による VVIQ （Vividness of Visual Imagery 
Questionnaire），聴覚では Hishitani （2009）による AIQ 
（Auditory Imagery Questionnaire），嗅覚では Gilbert, 

Crouch, & Kemp （1998）によるVOIQ （Vividness of Odor 
Imagery Questionnaire）などが開発されてきた。
なかでも嗅覚イメージについては，その生成が困難であ
る場合が多く，存在自体が疑問視されていた（e.g., Engen, 
1991）。しかし，近年の研究から嗅覚イメージを想定しな
いと解釈できない知見が報告され，その重要性が再確認さ
れている（e.g., Bensafi & Rouby, 2007; Djordjevic, Zatorre, 
Petrides, & Jones-Gotman, 2004）。上記の質問紙のうち，
QMI（田辺・日比野，1986）やVVIQ（菱谷，2005）, AIQ（菱
谷，2011）はすでに日本語化されているが，VOIQ日本語
版は作成されていない。
そこで本研究ではVOIQ日本語版の作成を試みる。原版
を作成したGilbert et al. （1998）は，嗅覚評価に関する専門
家と一般の参加者では嗅覚イメージ能力に差があると考え，
両者にVOIQとVVIQを実施したところ，専門家が一般の
参加者より嗅覚イメージ能力が高かった。また両質問紙の

合計得点間の相関分析を行った結果，一般の参加者には有意
な正の相関がみられたが，専門家にはそのような関係がみ
られなかった。この結果について，一般の参加者では嗅覚
イメージと視覚イメージの明確な区分が困難であり，それ
らの認知的基盤がある程度共通しているのに対して，専門
家では嗅覚イメージの認知的基盤が視覚イメージのそれと
は独立していると解釈された。本研究では，大学生を先行
研究の一般参加者に対応するものとみなし，VOIQとVVIQ
の合計点に有意な正の相関がみられるかどうかを妥当性検
討の1つとして行う。また，尺度を開発するうえで因子分
析を行い，各項目と潜在因子との関係性を検討することは
極めて重要であるが，原論文では行われていない。本研究
では因子分析を行い，VOIQ日本語版の因子構造について
検討する。

方 法

倫理的配慮　本研究は日本心理学会倫理規程第3版に基
づいて計画されたうえで，大阪産業大学研究倫理審査委員
会より承認を受け，実施された（2016-人倫025）。
参加者　556名（男性 255名，女性 297名，不明 4名），

平均年齢は19.05歳（SD＝1.57）であった。
調査用紙　A3サイズの両面印刷で，片面にはVOIQ日本

語版の教示文および評定項目，もう一方の面にはVVIQ日
本語版（菱谷，2005）の教示文および評定項目が印刷され
ていた。VOIQ面の上部には，年齢と性別を記入する項目
が記載されていた。VOIQの日本語化については，原著者
（Avery Gilbert）に許可を得たうえで実施された。まず第1
著者が原本に基づいて日本語訳を行い，共著者と協議を
行った後に，心理学関連の翻訳や校正を専門とする業者に
訳文のバックトランスレーションを依頼した。その後，著
者らが訳文と原尺度との内容の整合性を確認し，日本語版
を作成した。なお，原版では詳細に記載されていない教示
文については日本語版VVIQに倣った。
手続き　調査は授業中に無記名で実施された。VOIQお

よびVVIQの実施に関しての基本的な教示は菱谷 （2005） に
基づいて行われた。VOIQでは4つの場面が設定されてお
り，「シャワー」では，「あなたがお風呂に入ったり，シャ
ワーを浴びる必要がある時（あなたの衣服から悪臭が感じ

1） 本研究は JSPS科研費17K13924の助成を受けた。

パーソナリティ研究
2018　第 27巻　第 1号　87–89

DOI: http://doi.org/10.2132/personality.27.1.10
J-STAGE First published online: March 18, 2018

ショートレポート

© 日本パーソナリティ心理学会 2018
Adv

an
ce

 O
nl

in
e P

ub
lic

ati
on



88 パーソナリティ研究　第 27巻　第 1号

られる時）やあなたが髪を洗わなければならない時のこと
を思い浮かべて下さい（項目1から4）」，「バーベキュー」
では「アウトドアでの料理やバーベキューを思い浮かべ，
そこでのにおいについて考えて下さい（項目5から8）」，「タ
バコ」では「あなたのよく知っている人の中で，タバコを
吸う人のことを考えて下さい。その人と関係したにおいを
思い浮かべて下さい（項目9から12）」，「ガソリンスタンド」
では「最後に，普段よく乗っている自動車とそれに乗って
ドライブに出かける時のことを思い浮かべて下さい（項目
13から16）」と教示された。場面ごとに4項目の匂いイメー
ジの鮮明度が求められた。鮮明度の評定は5段階で行われ，
評定1：「完全にハッキリしていて，実物のにおいを嗅いで
いるようである。」，評定2：「かなりハッキリしているが，
実物のにおいを嗅いでいるほどではない。」，評定3：「ハッ
キリした程度は，中位である。」，評定4：「ボンヤリしてい
て，かすかである。」，評定5：「全くにおいがイメージでき
ず，ただ言われたそのにおいについて自分が考えていると
いうことが「わかっている」だけである。」であった。
VVIQもVOIQと同様に4つの場面（「親類や友人」，「日の
出」，「店」，「田舎の風景」）が設定されており，場面ごとに
4項目（例；「親類や友人」場面では「顔や頭，肩，身体の
正確な輪郭」）の視覚的なイメージの鮮明度が5段階で評定
された。VOIQへの回答後，VVIQへの回答が行われた。
調査はVOIQ16項目，VVIQ16項目の計32項目で構成され
ていた。所要時間はおよそ20分間であった。

結果と考察

欠損値が含まれる2名のデータを除外し，554名を分析対
象とした。因子分析（主因子法）を行った結果，初期の固
有値が3.96, 1.18, 1.12…と推移し，スクリープロットや解釈
可能性を考慮したうえで，1因子解を採用した。因子負荷
量が .35未満の2項目（項目9「火のついていないタバコの
におい」，項目15「ガソリンが満タンになった時のにおい」）

を除外し，再度因子分析を行った。Table 1に各項目の平均値，
SD，因子負荷量，原版の平均値を示した （寄与率； 28.29%）。
SPSS Amos 22.0を用いた確証的因子分析を行ったところ，
適合度指標はχ2＝292.34, df＝77, p＝.00, GFI＝.93, AGFI＝ 
.90, RMSEA＝.07であり，比較的良好であると判断された。
合計平均点は37.60 （SD＝9.53）であった。性差について確
認したところ，Gilbert et al. （1998） と同様に有意な差はみら
れなかった（男性38.14 （SD＝9.85），女性37.13 （SD＝9.28），
t（548）＝1.24, n.s.）。Cronbachの α係数は .80であり，一定
以上の内的整合性が示唆された。VVIQの合計平均点は
39.06 （SD＝9.00） であり，性差について確認したところ，こ
ちらもGilbert et al. （1998） と同様に有意な差はみられなかっ
た （男性 38.67 （SD＝9.27），女性 39.52 （SD＝8.71）, t（548）＝
1.20, n.s.）。

VOIQとVVIQとの合計点について相関分析を行った結果，
有意な相関係数（Pearson）が認められた（r＝.35, p＜.001）。
すなわち，先行研究（Gilbert et al., 1998）での一般の参加
者と同様に，大学生でも嗅覚イメージと視覚イメージの認
知的基盤がある程度共通している可能性が示唆された。こ
の結果はVOIQ日本語版における一定の基準関連妥当性を
示唆するものであるが，本研究では専門家を対象とした調
査を行っていない。そのため，この結果については限定的
な解釈に留め，さらなる検討が必要である。
今後は，この尺度を使用し，嗅覚イメージ能力を規定す

る要因を検討する必要がある。また，本研究結果と原版と
の平均値を比較すると，日本語版の方が原版よりも評定値
が高く，イメージが困難であることを示す項目がいくつか
みられた。この点については，原版の項目内容が現代の大
学生にとってなじみが少なく，イメージが難しいといった
時代や社会・文化的要因が影響している可能性も考えられ
る。今後はこのような点を考慮し，質問紙を再構築する必
要性も視野に入れることが重要である。

Table 1　VOIQ項目ごとの平均値，SD，原版の平均値，因子負荷量，共通性

No. 項目 M SD 原版M 因子負荷量 共通性

 1 シャツやブラウスを脱ぐ時のにおい 2.66 1.18 2.06 .35 .16
 2 体や髪を洗う時の石鹸やシャンプーの香り 2.21 1.14 1.76 .52 .25
 3 清潔な衣服に着替えた時のにおい 2.96 1.24 2.06 .47 .26
 4 ひげ剃り後のローションや香水，コロンを使った後のにおい 3.18 1.50 1.91 .37 .15
 5 炭や木に火がつき，ちょうど燃え始めたところ 3.06 1.36 1.95 .45 .24
 6 食べ物が鉄板の上で料理され，よく焼けている 2.51 1.21 1.88 .59 .38
 7 料理の一口目を味わった時の香り 2.73 1.24 2.07 .48 .28
 8 食べ残りが焦げている時の嫌なにおい 3.02 1.35 3.09 .46 .19
10 タバコの濃厚な煙が部屋いっぱいに広がっている 2.19 1.22 1.81 .57 .35
11 灰皿に置かれたタバコや吸い殻のにおい 2.71 1.29 1.97 .51 .31
12 その部屋を出た後のあなたの衣服についているタバコの残り香 2.68 1.39 1.99 .51 .25
13 自動車の中のにおい（室内の装飾品などのにおい） 2.43 1.31 2.68 .46 .19
14 通り過ぎたトラックの排気ガスのにおい 2.58 1.22 1.95 .50 .23
16 ガソリンスタンドのにおい（新しいタイヤと油のにおい） 2.71 1.40 2.88 .41 .18
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Development of the Japanese Version of  
the Vividness of Odor Imagery Questionnaire
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We developed the Japanese version of the Vividness of Odor Imagery Questionnaire (VOIQ). 
Responding to a survey, 556 participants completed the VOIQ and the Japanese version of the Vividness of 
Visual Imagery Questionnaire (VVIQ). Factor analysis verified the one-factor structure and demonstrated 
it to be sufficiently reliable (Cronbach’s α＝.80). The validity of the questionnaire was also confirmed by 
middle correlations of the total score between VVIQ and VOIQ. The results indicated the validity and 
reliability of the questionnaire.

Key words: olfaction, imagery, vividness
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