
交流分析理論に基づいた性格検査
『新版TEGⅡ』の改訂版

東大式エゴグラム（テグ・スリー）

16歳以上対象年齢

所要時間

実施方式

回答・10分程度　
採点・5分程度（検査用紙で実施した場合）

診療報酬点数 D284-1　80点（令和 2年 3月公表）

■ オンライン版
■ 検査用紙
■ マーク式用紙　

◆新版TEG 3 に関するお問い合わせは、弊社ホームページ内
　「心理検査お問い合わせフォーム」をご利用ください。

□取扱店

【2020年10月現在】

『新版 TEGⅡ』は、2020 年 12月末をもちまして、販売を終了させていただきます。
『新版 TEGⅡ』販売終了に関する詳細、『新版 TEGⅡ』からの変更点につきましては、
金子書房ホームページ（https://www.kanekoshobo.co.jp）をご確認ください。

前版『新版TEGⅡ』をご利用中の方へ

新版 TEG 3 価格一覧 ※価格は予告なく改定する場合がございます。

本体 8,100円＋税

本体 2,800円＋税

本体 2,000円＋税
本体 1,100円＋税
本体    750円＋税

本体 3,000円＋税

本体 3,500円＋税

10,000円＋税

　　300円＋税

検査用紙（30名分1組）

検査用紙（10名分1組）

マーク式用紙（10名分1組）［コンピュータ採点用］
　　コンピュータ採点料

エゴグラム早わかり（10名分1組）

マニュアル

885

886

887

888

889

1名分
201名以上 1名分

新版

東京大学医学部心療内科TEG研究会 編

TEG および「心理検査オンライン」ロゴは株式会社金子書房の登録商標です。

〒112-0012　東京都文京区大塚 3-3-7
https://www.kanekoshobo.co.jp

Tokyo Univers i ty  Egogram-New Ver. 3

製品コード

オンライン版

品　　名 定　　価

金子書房
金子書房

新版 TEG 3 オンライン版　
※結果レポート付き。ご注文は 最少5 名分より承ります。

1名分

登録料

詳細は金子書房ホームページを
ご覧ください。

（初回のみ）

CAT 版

2020 年10 月 新発売！

『新版 TEG 3』の実施に際しては、実施方式（オンライン版・検査用紙・マーク
式用紙）を問わず、マニュアルを必ずお読みください。

実施・採点方法や、開発の経緯、解釈、エゴグラム・パターンなどが解説された手引書です。

回答者へフィードバックする際に活用できる資料です。エゴグラムの解説、エゴグラムの
読み方、自分の性格や行動パターンを変えたい場合のアドバイスを、回答者向けに簡潔に
示しています。
※マーク式用紙による実施（コンピュータ採点）の場合は、結果の返送の際に人数分同封されます。

結果のフィードバックに活用できる『エゴグラム早わかり』

『新版 TEG 3』の実施には、マニュアルが必要です。

■ エゴグラム早わかり（A4判・4頁）

■ マニュアル（B5判・60頁）

オンライン版
が

 新登場！



・コンピュータ採点結果報告書
―集団の傾向
―回答者の得点一覧
― 回答者の「エゴグラム・プロ
　　フィール」一覧

特徴

実施・採点の方式

活用場面

● TEG（Tokyo University Egogram；東大式エゴグラム）は、交流分析理論に基づいて
東京大学医学部心療内科 TEG研究会が開発した性格検査です。5つの自我状態のバランス
から、性格特性と行動パターンを把握します。

● 自分の性格特性や行動パターンに気づき、自己理解を深めるきっかけとして利用できます。

● 信頼性・妥当性が検証され、大規模な標本で標準化されています。

コンピュータ採点は、記入済みのマーク式用紙を金子書房にご送
付いただくことで、結果を返送させていただくサービスです。
オンライン版 の結果レポート内容に加え、検査者用の資料とし
て　　　　　　が示されることが特徴です。
詳細は金子書房ホームページへ

医療、産業、教育など、幅広い分野で利用できます。

● 産業

● 教育

● 医療・看護・福祉／
カウンセリング

実施

各種研修ツールとして
リーダーシップ開発・マネジメント開発に
他者理解を含めたコミュニケーション能力の向上に
組織の現状を分析し、十分な力を発揮できる組織づくりをするために

心療内科・精神科などで患者の治療方針を決定するために
メンタルヘルスに
患者や職場のスタッフとのコミュニケーションの改善に

学級の現状を分析し、魅力ある学級づくりをするために
生徒指導・進路指導・職業指導に
保護者や職場のスタッフとの関係をスムーズにするために

エゴグラム

5
つ
の
自
我
状
態

エゴグラムは、アメリカの精神科
医エリック・バーンが創始した交
流分析理論に基づいて、ジョン・
M・デュセイが考案したもので、
5つの自我状態のエネルギー量を
棒グラフで表し、性格特性と行
動パターンをみるものです。

回答者は、検査用紙
に回答を記入します。
◆マニュアルが必要です。

採点
検査用紙の指示にし
たがって採点し、エ
ゴグラム・プロフィー
ルを作成します。

オンライン版は、コンピュータ適応型テスト
（Computerized Adaptive Testing; CAT）
です。毎回すべての項目に回答する検査用紙・
マーク式用紙とは異なり、回答にあわせて最
適な質問項目が選択・提示されます。より少
ない項目数※で精度の高い測定ができること
が特徴です。

回答者は、マーク式
用紙に回答を記入し
ます。
◆マニュアルが必要です。

採点依頼
記入済みのマーク式
用紙とコンピュータ採
点依頼票を金子書房
に送付します。

結果の返送
金子書房から結果が
返送されます。

回答者へフィー
ドバックする際
に活用できます。
※詳細は次ページ
をご参照ください。

『新版 TEG 3』は、新しいテスト理論である項目反応理論を用いて開発されています。

TEGは 1984年の初版以降、改訂を重ね、2006年に『新版 TEGⅡ』が出版されました。
『新版 TEG 3』（2019年出版）は『新版 TEGⅡ』の改訂版です。

▶CAT は、より少ない項目数※で精度の高い測定を行うことができる
ため、回答の負担を減らすことができます。
▶正確な結果レポートが迅速に作成されるため、検査者の手採点にか
かる時間を削減できます。

交流分析理論に基づいた性格検査
『新版 TEGⅡ』の改訂版

新版

●P（Parent；親の自分）

●A（Adult；大人の自分）

CP（Critical Parent；批判的親）
NP（Nurturing Parent；養育的親）

●C（Child；子どもの自分）
FC（Free Child；自由な子ども）
AC（Adapted Child；順応した子ども）

検査者用

・回答者ごとの
「エゴグラム・プロフィール」
・回答者人数分の
『エゴグラム早わかり』

回答者フィードバック用

エゴグラム早わかり

検査者用

回答者用

実 施

実施

検査者は「管理サイト」にて、実
施の準備（各種設定）を行います。
回答者は、「新版 TEG 3 回答サイ
ト」にログインし、回答します。
◆マニュアルが必要です。

「管理サイト」にて、検査者用
と回答者用の結果レポートが
作成されます。
◆回答者が回答後に結果をそのまま閲覧
できるよう設定することもできます。

採点・レポート
エゴグラム・プロフィール
T得点・5 段階コード
回答者用コメント★

エゴグラム・プロフィール
回答者用コメント★

★回答者用コメントは、表示・非表示を選択できます。

※回答の傾向によっては、項目数が多くなる場合もあります。

新版TEG 3 オンライン版　

検査用紙・マーク式用紙は、記入式の 53項目から成る質問紙です。

オンラインで心理検査を実施・採点できるシステム

「新版 TEG 3 オンライン版」のご利用には、
「心理検査オンライン」へのご登録が必要です。

詳細は金子書房ホームページへ

『新版 TEG 3』には、オンライン版（CAT 版）、検査用紙、マーク式用紙があります。
●選べる実施・採点方式

●回答者・検査者の負担の軽減に

CAT とは…

Point

オンライン版

実 施 採 点

オンライン
入 力

オンライン
採 点CAT 版

検査用紙 筆 記 手採点

マーク式用紙 筆 記
（マーク）

コンピュータ
採 点

オンライン版

検査用紙

マーク式用紙（コンピュータ採点）

集団の傾向


