
『Conners ３TM 日本語版』をご使用の皆様へ

『Conners３』（英語原版）の改変＊に伴い，『Conners３ 日本語版』を次ペー

ジ以降の通り改変いたします＊＊。『Conners ３ 日本語版』の実施に際

しては，「コナーズ３の改変事項」をご覧のうえ，最新の用語と参照表

をご使用ください。

平成 24 年 10 月
平成 25 年 2 月改訂

平成 25 年 4 月再改訂
平成 25 年 ７ 月再々改訂

平成 25 年 11月再々々改訂
（脚注＊＊を変更）

金子書房

   ＊ Interpretive update to Conners 3

Conners, C.K. & Research & Development Department, MHS

http://downloads.mhs.com/conners/C3-Supplement.pdf

（平成 24 年 10 月 1 日にアクセス）
＊＊原版の変更に沿って，以下の通り，改変事項を反映した改訂を行いました。

・「保護者用」検査用紙…平成 25 年 2 月改訂
・「本人用」検査用紙…平成 25 年 4 月改訂
・「教師用」検査用紙…平成 25 年７月改訂
・マニュアル…平成 25 年 7 月改訂
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１. 妥当性スケールの解釈

コナーズ３には 3 つの妥当性スケールが含まれ
ている。すなわち，好印象スケール（PI），悪印
象スケール（NI），矛盾指標（IncX）である。コ
ナーズ３の初刷（英語原版）発行の際には，これ

らの妥当性スケールの解釈のガイドラインに，
「無効の可能性が高い」「無効の可能性がある」
「有効の可能性が高い」という用語が使われてい
た。解釈のガイドラインをよりスケールの趣旨に
沿ったものにするために，新たな用語を採用して
ガイドラインを改訂した。妥当性スケールのスコ
アは，問題のある回答パターン（肯定的な／否定
的な／矛盾する回答パターン：表 1 を参照）の可

コナーズ３の改変事項

『Conners ３TM』（コナーズ３TM）において，⑴妥当性スケールの解釈，⑵T- スコアの解釈，⑶
「攻撃性スケール」から「挑戦性／攻撃性スケール」への名称変更に関する改変が行われた。これ
らの変更は，コナーズ３の実施に際して，より有効に活用できるようにするためのものである。

 

コナーズ３妥当性スケールによる回答パターン分析

表 1.a　好印象

保護者 教師 本人 解釈のガイドライン

0～4 0～4 0～3 過度に肯定的な回答パターンに該当する可能性が低い

5～6 5～6 4～6
肯定的な回答パターンに該当する可能性がある
スコアから実際よりも肯定的な印象を受ける可能性がある

表 1.b　悪印象

保護者 教師 本人 解釈のガイドライン

0～4 0～4 0～4 過度に否定的な回答パターンに該当する可能性が低い

5～6 5～6 5～6
否定的な回答パターンに該当する可能性がある
スコアから実際よりも否定的な印象を受ける可能性がある

表 1.c　矛盾指標

保護者 教師 本人 解釈のガイドライン

0～6または差の
絶対値が「2」ま
たは「3」のもの
が 1 つ以下

0～5または差の
絶対値が「2」ま
たは「3」のもの
が 1 つ以下

0～8または差の
絶対値が「2」ま
たは「3」のもの
が 1 つ以下

矛盾する回答パターンに該当する可能性が低い

7 以上かつ差の
絶対値が「2」ま
たは「3」のもの
が 2 つ以上

6 以上かつ差の
絶対値が「2」ま
たは「3」のもの
が 2 つ以上

9 以上かつ差の
絶対値が「2」ま
たは「3」のもの
が 2 つ以上

矛盾する回答パターンに該当する可能性がある
類似する項目の回答に高いレベルの矛盾が示されている
一部の項目への不注意または不自然な回答により，スコア
に個人が正確に反映されていない可能性がある
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能性を示すものとして捉える必要がある。
妥当性スケールのスコアが高い場合（素点が表

1 に示すカットオフを超える場合）の解釈にあ
たっては臨床的判断を行うことを推奨する。その
際，項目別分析を行うとよい。PI と NI のスコア
が高い場合，PI は肯定的な回答パターン，NI は
否定的な回答パターンに該当する可能性を示して
いるといえる。しかし，これらのスケールのスコ
アは，他の理由によっても高くなることがある。
すなわち，青少年の態度が極めて良い場合（PI
のスコアが高い），あるいは青少年がほとんど常
時問題行動を起こしている場合（NI のスコアが
高い）などである。同様に，IncX の高スコアは，
矛盾する回答パターンを表している可能性がある
半面，（回答者の回答ではなく）青少年の行動が
一貫性に欠ける場合もある。各スケールを構成す
る項目について回答を検証することが，回答パ
ターンの問題の有無や，スケールの高スコアが青
少年の行動を正確に反映しているものかどうかを
判断するのに役立つはずである。

２. T- スコアの解釈

T- スコアは標準得点であるため，回答者や実
施日が異なる場合でも容易に比較することができ
る。コナーズ３の T- スコアは，スケールの素点
をその年齢および性別にとって何が典型的で何が
非典型的であるかを反映させて変換したものであ
る。どの T- スコアも平均値が 50 で，標準偏差
が 10 になる。T- スコアがちょうど 50 であれば，
同じ年齢・性別の集団のスコアの平均値と全く同
じことになる。平均値から± 1 標準偏差内（40～
59）は平均範囲内とみなされる。コナーズ３のス
ケールの中には，T- スコアが極めて高くなる

（100 を超える）可能性のあるものもある。こう
した極端な数値を過大に解釈しないために，（検
査用紙と同様）コンピュータ処理されたレポート

（日本語版は未対応）で 90 を超える T- スコアが
あった場合には，すべて 90 として報告される。

T- スコアの解釈に関する当初のガイドライン
では，T- スコア 60～69 の範囲を「高い」とみな
していた。しかしながら，T- スコア 57～63 は

「境界」域であるとする追加条件を課すことと
なった。T- スコアの解釈のガイドラインも修正
され，現在の「境界域」はスコアの特定のカテゴ
リー（平均＋1～1.5 標準偏差超となるスコア，
すなわち T- スコア 60～64）を表し，「平均内高
位」（High Average）1 として記述されている。

新たな解釈のガイドラインは次の通りである。
「極めて高い」の範囲（平均＋2 標準偏差超）に
該当する T- スコアは，顕著な懸念を示す場合が
極めて多い。「高い」の範囲（平均＋1.5～2 標準
偏差超）に該当する T- スコアは，顕著な懸念を
示す場合が多い。「平均内高位」の範囲に該当す
る T- スコアは，典型的なレベルの懸念と非典型
的なレベルの懸念の境界域のため，慎重な検討お
よび臨床的判断が必要となる。60 より低い T- ス
コアは，通常，その子どもの年齢および性別に典
型的なレベルの懸念であること，あるいは懸念が
ないことを示す（これらのガイドラインをまとめ
た表 2 を参照）。いずれの検査スコアであれ，責
任をもって解釈するには臨床的な訓練および判断
が求められることを忘れてはならない。スコアの
分類に関するこうしたガイドラインは，臨床家に
よる慎重な解釈なしに機械的に適用すべきもので
はない。

こうしたガイドラインは目安を示すものであ
り，絶対的な基準として用いてはならないことに
留意されたい。たとえば，T- スコア 64 と T- ス
コア 65 の間に認識可能な差があるとする論拠は
ない。仮に青少年のスコアがある範囲にあったと
しても，他の情報（例，観察，面接，既往歴）が
何らかそれとは異なることを示唆しているのであ

1	 標準標本と臨床標本のデータ分析により，T- スコア 60～64 の範囲は臨床事例および非臨床事例にほぼ同等の可能性で見
られることが明らかになった。
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れば，解釈を行う際 2，そのことを念頭におかな
くてはならない。

この変更はコナーズ３主要因スケール，DSM-
IV-TR の症状スケールの T- スコアをはじめ，標
準版・短縮版・コナーズ３総合指標・コナーズ３
ADHD 指標のあらゆる T- スコアの解釈に適用さ
れる（現在，日本語版は標準版のみ）。

DSM-IV-TR の症状カウントと T- スコアの不
一致についても，T- スコアのガイドラインの変
更を反映したものへと改変されている（表 3 を参
照）。これらの食い違いは，症状カウントと T-
スコアが，異なる測定基準（絶対的と相対的）に
基づいていることを考えれば予想されることであ
る。DSM-IV-TR の症状スケールの T- スコアに
は年齢と性別が反映されるため，症状が絶対的な
症状カウントに算入されるレベルに達していなく
ても，相対的な T- スコアによってその属性集団
にとって非典型的なレベルであることがより的確
に示されることがある。

３. 挑戦性／攻撃性スケール

コナーズ３では保護者用，教師用，本人用のす
べてに攻撃性スケールが含まれている。しかし，
実際のスケールの内容は攻撃性だけでなく挑戦性

（問題があるとみなされるが，明白な攻撃性の表
れではない行動）をも測定するものである。こう
したより広義な内容を反映させるため，スケール

の名称が「攻撃性」から「挑戦性／攻撃性」へと
変更された 3。挑戦性／攻撃性スケールの高スコ
アの特徴は次のとおりである。

言い争うことが多い。大人からの要求に反抗
する。怒りをうまくコントロールできず，すぐ
にカッとなる。身体的および／または言語的に
攻撃的である。暴力的または破壊的な傾向があ
る。他人をいじめる。他人を操ったり，冷酷に
なったりする。規則を破ったり，法に触れたり
する。

挑戦性／攻撃性スケールの高スコアの根本原因
（挑戦性か攻撃性か）は，項目ごとの回答を調べ
ることで判別できる（現行の『Conners ３ 日本
語版マニュアル』第 5 章，「段階的な解釈のガイ
ドライン」の項の手順 4）。このスケールの各項
目への回答を検証することは，高スコアが挑戦的
な行動によるものなのか（例，「大人の言うこと
にあからさまに反発する」「大人と口論をする」），
攻撃的な行動によるものなのか（例，「他人にけ
がを負わせる」「他人を傷つけようとして脅か
す」），あるいはその両方の行動によるものなのか
を判断するのに役立つはずである。

表 2　T- スコアとパーセンタイル値を理解するためのガイドライン

T- スコア パーセンタイル値 ガイドライン

70 ≦ 98 ≦ 極めて高いスコア（典型的な報告よりも懸念がかなり多い）

65～69 93～97 高いスコア（典型的な報告よりも懸念が多い）

60～64 84～92 平均内高位（典型的な報告よりも懸念がやや多い）

40～59 16～83 平均的なスコア（典型的な報告と懸念が同程度）

< 40 < 16 低いスコア（典型的な報告よりも懸念が少ない）

2	 現行の『Conners ３	日本語版マニュアル』第5章，「段階的な解釈のガイドライン」の項の手順 5（結果を統合する）に該当する。
3	 原文にはコンピュータ版のシステムに関する脚注が挿入されているが，日本語版では未対応のため割愛した。



4

表 3　コナーズ３の DSM-IV-TR のスコアの解釈のガイドライン

DSM-IV-TR
のT- スコア

DSM-IV-TR の 症 状
カウント

解釈のガイドライン

T- スコアも
症状カウント
も高い

≧ 65 DSM-IV-TR のカット
オフスコア以上

・この環境で障害の顕著な特徴がみられる。
・表出している症状がこの青少年の年齢・性別の典型的な

レベルを上回っている。
・この診断について慎重に検討する必要がある。

T- スコア
のみが高い

≧ 65 DSM-IV-TR のカット
オフスコア未満

・この環境で診断の顕著な特徴はみられない。
・表出している症状がこの青少年の年齢・性別の典型的な

レベルを上回っている。
・現在の症状の表出は青少年の年齢・性別にとって非典型

的なレベルであるが，報告された症状はこの障害の DSM-
IV-TR の症状基準を満たすほどではない。検査者は，こ
の診断が除外された場合に T- スコアが高くなる可能性の
ある別の説明（別の診断によりこの特定の環境でこの種
の問題が生じる可能性など）を検討する。

症状カウント
のみが高い

≦ 64 DSM-IV-TR のカット
オフスコア以上

・この環境で障害の顕著な特徴がみられる。
・表出している症状はこの年齢・性別で発達的に予見され

るレベル（以下）である。
・絶対的な症状数では DSM-IV-TR の症状基準を満たして

いるが，現在の症状の表出はこの年齢・性別にとって非
典型的なレベルではない。検査者は，症状の表出が発達
的に予見されるレベルを上回っていないかどうか（DSM-
IV-TR の重要な基準）を慎重に検討する必要がある。

T- スコアも
症状カウント
も平均以下

≦ 64 DSM-IV-TR のカット
オフスコア未満

・この環境で診断の顕著な特徴はみられない。
・表出している症状はこの年齢・性別で発達的に予見され

るレベル（以下）である。
・（過去に基準を満たしていたことがあるとしても）現在診

断基準を満たす可能性は低い。
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