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クロンバックのαに代わる信頼性の推定法について 

－構造方程式モデリングに基づく方法・McDonald のωの比較－ 

 

岡田 謙介 1 

 

1専修大学 人間科学部 

 

テストの信頼性を推定するためにもっともよく知られた指標はクロンバックのαであるが，αは多くの現実的な場面

において信頼性を過小推定することが先行研究により繰り返し指摘されている．信頼性の研究は近年再び盛り上がりを

見せており，信頼性の推定法としてMcDonaldのω ・ω を推奨する報告，および構造方程式モデリングに基づく方法

を推奨する報告がそれぞれ複数ある．しかし，この両者の方法論を直接比較したシミュレーション研究は行われていな

い．そこで，本研究では真のモデル構造・係数の値・標本数・項目数を操作したシミュレーション実験を実施し，上述

の有望と考えられている指標間の挙動の比較を行った．その結果，群因子数を 3 とした場合のω ・ω は大きなバイア

スを示した．タウ等価モデル・同属モデルによるSEMの推定と群因子数を1としたω はバイアスが小さく，これらの

方法が推奨されると考えられる．また真のモデル構造が明らかな場合には，SEM を用いた推定がバイアスが小さく，

推奨される． 
キーワード：クロンバックのα，信頼性，McDonaldのω，構造方程式モデリング，シミュレーション 

Beyond Cronbach's alpha: a comparison of recent methods 

 for estimating reliability 

 

Kensuke Okada1 
 

1Senshu University 

 

Many former studies have reported the tendency of Cronbach's alpha to underestimate the true reliability. 
Recently, separate studies have reported the better performance of McDonald's omega, or of reliability estimation 
with structural equation modeling (SEM) technique. In this study, we compared the performance of these two 
approaches to estimate reliability by simulation study. Our results showed that omega with three specific factors 
resulted in biased estimates. SEM estimation with tau equivalent and congeneric models and omega (total) with 
one specific factor revealed good performance. If the model structure is known a priori, SEM estimates with true 
models also gave good results. 

Keywords：Cronbach's alpha, reliability, McDonald's omega, structural equation modeling, simulation study 
 

1． はじめに 

信頼性とは，テストによる測定の安定性・一貫性を

表す概念である．同一の個人に対して同一の条件のも

とで同一のテストを繰り返し実施したとき，一貫して
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同一の得点が得られる程度が信頼性である（中島・安

藤・子安・坂野・繁桝・立花・箱田, 1999）．信頼性は，

テストによる測定が正しく目的とするものを測れてい

る程度についての概念である妥当性とともに，テスト

を評価するために重要である．一般に，よいテストは，

高い信頼性と妥当性を備えているべきであると考えら

れている． 
テストによる測定を評価するためには，観測された

データに基づいて信頼性を推定することが求められる．

信頼性の統計学的指標として，一般にもっともよく知

られているのは，いわゆる「クロンバックのα」

（Cronbach, 1951）であろう．これは1度の測定（つ

まり，再検査法のように複数回測定するのではない場

合）から計算できる信頼性の下界（lower bound）のひ

とつであり， 
 

 
α

n
n 1

1
tr
V

 (1) 

 
によって与えられる．ただし，  はデータ行列  の
分散共分散行列であり，V ′ である．また n は
観測変数数（項目数）である． 
 歴史的にみれば，Cronbachのαは決して唯一無二の

信頼性の指標ではない．また，その名に反して，この

式はCronbach (1951) によって初めて与えられたわけ

でもない．たとえば，Kuder & Richardson (1937)が公

式20として提出した式（KR20と呼ばれる）は，各テ

ストが0/1で採点される項目得点の場合のα係数となっ

ていることが知られている．KR20の式はHoyt (1941) 
によって分散分析の考え方に基づいても再導出されて

いる．また，Guttman (1945) は信頼性を推定するた

めに1度の測定から算出可能な6種類の下界を導出して

おり（λ ∼ λ として知られる），このうち3番目の指標 
λ がα係数の式と同じものである． 
 しかし，信頼性の指標としての「Cronbachのα」の

知名度・普及度は他に類を見ないものがある．心理学

や教育学などの応用研究においては，多くの場合現在

でもテストの信頼性がCronbachのαを用いて検討され

ている．Cronbachのαは信頼性検討のためのデファク

ト・スタンダードと言っても決して過言ではない．

Sijtsma (2009a) は世界的な学術文献データベースで

あるWeb of ScienceにおけるCronbach (1951)の論文

の被引用回数が6,500件以上によぶこと，そしてそれは

20世紀代々の科学的発見とも言われるDNAの二重ら

せん構造を発見した Watson & Crick (1953) の
Nature誌の論文を上回る数であることを報告してい

る．これは，おどろくべき事実である． 
 しかしながら，Cronbach (1951)以降になされた心理

統計学分野を中心とする多くの研究により，αは必ずし

も現実のデータ解析において望ましい性質を持たない

ことが指摘されている．たとえば，現実的と考えられ

る設定のもとでαは信頼性を過小推定することが古く

から多くの研究によって指摘されている（e.g., Greene 
& Carmines, 1979; Glimer & Feldt, 1983; Lord & 
Novick, 1968; Novick & Lewis, 1967）．極端な場合，α

は負の値をとることすらありうる（Cronbach & 
Hartmann, 1954）．Cronbach自身も，2001年に行わ

れたインタビューにおいてαが応用場面において必ず

しも最良の信頼性の指標ではないと述べている

（Cronbach, 2004）． 
 αよりもよりよい性質をもつ信頼性係数の研究は，長

年にわたり心理統計学者の重要なテーマであった．

Cronbach (1951)の論文から60年が経過しようとして

いる現在，Psychometrika誌に信頼性の推定法をめぐ

って多数の論文が掲載され（Bentler, 2009; Green & 
Yang, 2009; Revelle & Zinbarg, 2009; Sijtsma, 2009a, 
2009b），本テスト学会でも2009年度大会の基調講演で

このテーマがとりあげられるなど（柳井, 2009），信頼

性の研究が多くの関心を集めている． 
 次節で詳しく述べるように，現在有望と考えられて

いるαに代わる信頼性の推定法としては，McDonald 
(1978)のω ，McDonald (1999)のω と呼ばれる指標と，

構造方程式モデリング（ Structural Equation 
Modeling, SEM）に基づく方法がある．これらのパフ

ォーマンスはそれぞれ別個の研究において検討され，

各々αやほかの指標に比べてよい性質をもつことが報

告されている．しかし，筆者らの知る限り両者の挙動

を直接比較するシミュレーション研究はこれまで行わ

れていない．そのため，いずれの方法を用いるとよい

のかについて，証拠に基づいた直接的な比較・言及を

行うことができない． 
 そこで本研究では，Cronbachのαに代わる新しい信

頼性の推定法である，ω ，ω ，およびSEMに基づく

方法のパフォーマンスを数値実験によって直接比較し，

実際のテストデータにおいて信頼性を推定する場合に

おける有用な知見を得ることを目的とする． 
本稿の構成は次のとおりである．第2節では，本稿で
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比較するω ・ω とSEMに基づく信頼性の推定につい

て述べ，またこれらと関連する最近の信頼性の研究に

ついて概観する．両者は類似した考えに基づく方法で

あるが，利用する制約および推定法が異なる．3節では

数値シミュレーション実験の設定と，その結果につい

て述べる．4節では結果に基づいた考察と議論を行う．

なお，再現性および今後の研究のため，本研究で用い

た信頼性推定のためのRスクリプトをAppendixに掲載

する． 

2． αに代わる信頼性の指標 

2.1. McDonaldのω とω  

近年αに代わり注目されている信頼性の指標に，

McDonaldのωと呼ばれるものがある．実はこの名前で

言及される指標には，2種類の異なるものがある

（Revelle & Zinbarg, 2009; Revelle, 2010）．すなわち，

McDonald (1978)による指標ω と McDonald (1999)
による指標ω である． 
 この両者はどちらも，観測変数の分散を次の4つに分

解する考え方に基づく階層的因子分析（hierarchical 
factor analysis）モデルに基づいて計算できる．すなわ

ち，全変数に影響を与える一般因子g，特定の変数のみ

に影響を与える群因子 ，各変数に独自の独自因子 ，

そして誤差 である．一般式としては 
 

 
g  (2) 

 
というモデルとなる．ただし， はn 1の一般因子負

荷量ベクトル，	gは一般因子（general factor），はn r

の群因子負荷量行列，	  はr 1の群因子（group 
factors; ただしr n）ベクトル， はn nの独自因子

負荷量行列（これは対角行列である）， はn 1の独自

因子ベクトル，はn 1の誤差ベクトルである．また，

全ての因子（g, , ）および誤差（ ）は互いに無相関

であるとする．このときMcDonald (1978)のω は，一

般因子の係数の二乗和を用いて 
 

 
ω

′
V

 
(3) 

 

によって与えられる．ω の添え字hはhierarchicalの頭

文字であり，(2)式の階層的因子分析モデルによって独

自因子に加え，群因子の分散をも除いていることを表

現している．一方，McDonald (1999)のω は，一般因

子と群因子の双方を用いて 
 

 
ω

′ ′ ′
V

 
(4) 

 
によって与えられる．ω の添え字tはtotalの頭文字であ

り，一般因子の分散と群因子の分散の成分をともに含

むことを表している． 
これらの定義からわかるように，ω ，ω の導出には

(2)式の分解を用いる．ここで，	ω の識別のためには，

群因子数が3以上である必要があることに注意が必要

である（Revelle, 2010; Zinbarg, Revelle, & Yovel, 
2007; Zinbarg, Yovel, Revelle, & McDonald, 2006）．
群因子数が2の場合に等値制約を追加することでω を

算出するいくつかの方法の可能性はZinbarg et al. 
(2007)によって検討されているが，いずれの方法もバ

イアスを含む．したがって同論文の著者のひとりによ

って開発されたω ，ω を算出するための標準的なソ

フトウェアであるRのpsychパッケージ（Revelle, 2010）
においても，群因子数は3が既定値とされている． 

Zinbarg, Revelle, Yovel & Li (2005) はCronbachの
α，Revelleのβ（Revelle, 1979），McDonaldのω をふ

くむ5つの信頼性の指標について，テストの真の構造で

場合分けをして理論的な考察を行った．その結果，彼

らは ω  が多くの場合において最良の選択であると

結論付けている． 
Revelle & Zinbarg (2009, Table 1)はCronbachのα

をはじめ，Guttaman (1945)による6つの指標，Revelle

のβ, McDonaldのω ，ω を含む13の信頼性指標を模

擬データと実データの分析によって比較した．その結

果，(1)Cronabchのαは他の多くの指標よりも推定値が

小さくなること， (2)大多数のデータにおいて

McDonaldのω が最大の信頼性の推定値を与えること

を示した．この結果から，彼らはω の使用を推奨して

いる． 

2.2. SEMに基づく信頼性の推定 

信頼性の推定において，現在有望と考えられている，

もうひとつの方法はSEMに基づくものである．信頼性
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係数がSEMの枠組みで推定できることはすでに

Jöreskog (1971)において指摘されており，彼は実際に

さまざまな潜在変数モデルにおいて信頼性の推定を行

っている．その後も，多くの研究者たちがSEMによる

信頼性の推定を提唱している（e.g., Bentler, 2009; 
Bollen, 1989; Raykov, 1997; Raykov & Shrout, 2002; 
Zimmerman, Zumbo, & Lalonde, 1993）． 

SEMに基づく信頼性の推定は，パラメータに制約の

ある確認的因子分析モデルを設定し，そのモデルに基

づいて行われる．(2)式のような一般因子と群因子を想

定した場合にはおいては，信頼性の推定式自体は結果

的に(4) 式のω と同じかたちになる．ただし，ω およ

び	ω とSEMに基づく推定は，一般にパラメータの制

約および推定法が異なる．第一に，ω ,	ω が探索的因

子分析に基づくのに対し，SEMを用いた推定では制約

の入った確認的な因子分析モデルが設定される．第二

に，上記の理由から一般に前者の方がパラメータ数が

多くなるため，推定上の問題を避けるべく前者では最

小二乗推定が用いられることが多い．一方後者では通

常最尤推定が行われる．SEMによる信頼性推定の一般

式については，たとえばRaykov & Shrout (2002)を参

照してほしい． 
SEMを用いた信頼性の推定は，モデルが正しく設定

されていれば有用であると考えられる．しかし，実際

には真のモデルは必ずしも明らかでない場合が多いと

考えられるため，モデルの誤設定にたいしてどの程度

ロバストであるかが問題となる．また，一般にSEMに

おいて注意すべきとされる小標本数場面での挙動も問

題となりうる． 
近年，Yang & Green (2010) はSEMを用いた信頼性

の推定における，小標本数の問題とモデルの誤設定の

問題の影響を調べるシミュレーション研究を行った．

その結果，彼らは全体的にモデルの誤設定に対しても

SEMによる推定は安定していたと報告している．しか

し，モデルが誤設定された場合には，真のモデルの場

合に比べてバイアスが大きいことも確認されている． 
以上のように，近年クロンバックのαに代わって有望

視されている信頼性の指標には，McDonaldのω , ω

とSEMに基づく方法がある．次節では，これらの指標

のパフォーマンスを実証的に比較するためのシミュレ

ーション研究について述べる． 

3． シミュレーション 

3.1. 方法 

(1) 真のモデルの設定 

真のモデル・誤設定されたモデルの双方の場合にお

けるこれまでに述べた信頼性の推定値の挙動を比較す

るため，本研究ではYang & Green (2010)のSEMを用

いたシミュレーション研究における設定を踏襲し，新

たにSEMに基づかないω , ω やαも算出してSEMに

基づく推定値と比較するアプローチを採用した．した

がって，以下に述べるシミュレーション実験の設定は

基本的にYang & Green (2010)によるものである． 
本研究で採用した真のモデル構造としては， (1)潜在

変数が1つ（一般因子）であり，そこからすべての観測

変数にパスが伸びていてその係数の値がすべて等しい

タウ等価（tau-equivalent）モデル，(2)タウ等価モデ

ルと同じ構造だが潜在変数から各観測変数へのパス係

数の値がそれぞれ異なる同属（congeneric）モデル，

および(3)すべての観測変数に影響を与える一般因子と，

一部の観測変数に影響を与える群因子が存在する双因

子（bifactor）モデルの3種類を用意した．また，観測

変数数については6の場合と12の場合の2条件を用意し

た．各モデルにおける係数の設定の詳細について，次

にまとめる． 
タウ等価モデル 観測変数数が6の場合・12の場合と

も，すべての係数が小さい（.3）場合と大きい（.8）場

合の各2条件を用意した． 
同属モデル 観測変数数が6の場合，係数の真値

を.3, .4, .5, .6, .7, .8とした．また同じく12の場合は係数

の真値を.3, .3, .4, .4, .5, .5, .6, .6, .7, .7, .8, .8とした．  
双因子モデル 観測変数数が6の場合・12の場合とも

一般因子の係数は同属モデルと同じとした．また群因

子については，観測変数数が6の場合は最初の3観測変

数に対して.3, .4, .5の係数をもつものとし，観測変数数

が 12 の 場 合 は 最 初 の 6 観 測 変 数 に 対 し て

3, .3, .4, .4, .5, .5の係数を持つものとした． 
なお，Yang & Green (2010)は上記各モデルに加えて

1組の誤差の間に相関を許すモデルも考えている．しか

し，一般に誤差相関を許すモデルが実質科学的に解釈

でき正当化できる場面は決して多くないと考えられて

いる（e.g., Jöreskog, 1993）．したがって，本研究では

誤差相関を許すモデルは扱わなかった．これらのモデ

ル設定における，信頼性の真値を表1に示す． 

(2) 乱数データ生成 
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真のモデルの各条件において，生成する標本数Nは，

50の場合と300の場合の2条件を検討した．  
すべての分析はオープンソースの統計ソフトウェ

ア・環境であるR 2.12.0 （R Development Core Team,   
表1 シミュレーションに利用した各種モデルと， 
その信頼性の真値 

 
 True	reliability	

Generation	model	 6	items	 12	items	

Tau-equivalent .372 .543 
All .3s .914 .955 
All .8s   

Congeneric   
.3 to .8 .731 .845 

Bifactor   
.3 to .8 .778 .875 

 
2010）上で実行された．シミュレーションの乱数デー

タは，平均が0ベクトル・共分散行列が真のモデルにお

ける共分散構造にパラメータの真値を代入した値であ

る，多変量正規分布から発生された．表1の各モデル・

条件について，1,000セットの乱数データセットが生成

された．この乱数データから，SEMに基づく信頼性係

数の推定値・ω ，ω ，αの値をすべてのデータセット

についてそれぞれ計算した． 

(3) 分析モデルとパラメータ推定 

SEMの推定には，R上で動作するSEMのソフトウェ

アであるOpenMx 1.0.3 (Boker, Neale, Maes, Wilde, 
Spiegel, Brick, Spies, Estabrook, Kenny, Bates, 
Mehta & Fox, in press)を利用して最尤推定を行った．

分析においては，すべてのデータをタウ等価モデル・

同属モデル・双因子モデルのそれぞれで分析した．た

とえばタウ等価モデルから生成したデータをタウ等価

モデルを使って分析する場合には真のモデルを使って

の分析ということになり，また同じデータを同属モデ

ルや双因子モデルで分析する場合には誤設定されたモ

デルでの分析ということになる．パラメータ推定のた

めの対数尤度関数の最大化計算における最大反復回数

は1,000回とし，これ以上繰り返しても反復計算が収束

しない場合やモデルの制約を満たす解が発見できない

場合にはそのデータの推定が失敗したと判定した． 
SEMによる信頼性の推定に際し，Yang & Green 

(2010) では，Raykov & Shrout (2002)の提案による

SEMのソフトウェア内で信頼性の推定値も算出する

方法論を利用している．この方法は，SEMのモデルに

真の得点分散と尺度得点分散を表すダミー潜在変数を

追加し，モデル内の観測変数・潜在変数からこのダミ

ー潜在変数へとパスを引くものである（Raykov & 
Shrout, 2002, Figure 2を参照）．この方法を用いるこ

とによりSEMのソフトウェア内で信頼性の推定がで

きるという利点があるが，SEMのソフトウェアのパラ

メータの推定値を使って事後的に信頼性の推定値を計

算してもまったく同じ値を得ることができる．彼らの

ダミー潜在変数を追加する方法を用いるとはしばしば

SEMの推定が不安定となり過大な信頼区間などが得

られたため，本研究ではSEMのモデル内で信頼性も推

定するのではなく， SEMの計算後に事後的に信頼性

の推定値を算出した． 
なお，RとOpenMXを用いた各種信頼性の推定値の

算出のためのRスクリプトをAppendixに掲載した． 
信頼性係数ω , ω ，αの算出には，やはりR上で動作

するpsychパッケージ（Revelle, 2010）の関数omega(), 
alpha()を利用した．これは，Revelle & Zinbarg (2009)
でも利用されたものである．一般因子および群因子の

推定のため，データから群因子数分の因子を探索的因

子分析により抽出してこれをoblimin回転し（これが群

因子負荷量である），さらに階層的因子分析のための

Shmid-Leiman変換（Schmid & Leiman, 1957）によ

って一般因子負荷量を求めた．因子抽出法としては重

みなしの最小二乗法であるMINRES法（Harman, 
1960）を利用した．MINRES法は頑健であることが知

られており，またpsychパッケージでの既定の方法であ

ることから多くの応用研究で実際に利用される方法で

あると考えられる．さらに，最尤法による因子分析法

の開発者である Jöreskogも認めているように，実用上

の大部分の目的においてMINRES法と最尤法は同様

な解を与える（Jöreskog, 2003）． 
ここで，前述のようにω の識別のためには群因子数

を3以上とする必要がある．そのため，群因子数は既定

の3とした．ω については，群因子数が3の場合に加え

1の場合についても算出した1)． 
ここで述べたω , ω の算出手順は，筆者らの再現分

析によればRevelle & Zinbarg (2009)においても利用

されたと考えられるものであり，Revelle (2010)の
psychパッケージの既定の設定となっているものであ

る．同じ設定はRevelle (2011)でも使われている． 
結果の評価のために，Yang & Green (2010)にならい

各条件の1,000回の推定結果について相対バイアス
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（relative bias）および効率性（efficiency）を算出し

た．ρを表1に示した信頼性の真値，ρを各種の方法に

よるi番目の標本からの信頼性の推定値，ρはその1,000
回の標本平均とするとき，相対バイアスは 

 

 
 relative	bias

ρ ρ
ρ

 (5) 

 
によって定義される．この式からわかるとおり，相対

バイアスは真値からの推定値の平均の相対的な乖離の

度合いを表し，これが小さいほど望ましい推定値とい

うことになる．また，効率性は 
 

 
 

efficiency	
∑ ρ ρ
n 1

 (6) 

    
によって定義される．ただしn はシミュレーションの

繰り返し回数である．この式からわかるとおり，効率

性は各推定値のばらつきが大きいほど大きくなる指標

であり，よい推定値では小さい値をとることが望まれ

る． 

3.2. 結果 

まず，推定が収束しない・解が見つからないといっ

た問題が生じなかったケースの割合を表2に示す．タウ

等価モデルにおけるSEMによる推定，およびω , 	ω ，

αによる推定においては，すべての条件において問題は

生じなかった．それに対し，同属モデルによるSEMで

は一部の推定で問題が生じており，双因子モデルによ

るSEMではすべての条件において推定に際して何ら

かの問題が発生した．これはω , ω の推定に用いられ

る最小二乗法と，SEMの推定に用いられる最尤推定法

との特性による差異と考えられる．最尤法によるSEM
の推定では，一般に推定すべきパラメータ数が多くな

ると推定に際しての問題が生じやすくなることが知ら

れている．本研究で用いた3つのSEMのモデルのうち，

最もパラメータ数が多いのは双因子モデルであり，次

にパラメータ数が多いのが同属モデルであるため，こ

の結果は理解できるものと言える．また，同様にSEM
では一般に標本数の小さいときに推定に際しての問題

が生じやすいことも知られている．本結果でも各条件

で標本数の少ない（N=50）ときの方が多い（N=300）
ときよりも問題が生じており，これも理解できる結果

といえる．また，タウ等価なモデルでは項目数の多い

条件（12）の方が少ない（6）場合よりも問題が生じに

くかった． 
次に，各条件での相対バイアスの値を表3に示す．相

対バイアスは(5)式のとおり，信頼性の真値との平均偏

差を真値で基準化した量である．したがって，相対バ

イアスが小さいものほど望ましい推定値である．表3
をみると，まずCronbachのαはすべての条件において

負の方向に相対バイアスを持つことがわかる．1節で述

べたとおりαが信頼性を過小推定することは多くの先

行研究によって指摘されている問題点であり，このこ

とが本研究によっても再確認されたと言える．しかし，

さらにω もまたすべての条件において負の方向に相

対バイアスを持ち，かつそのバイアスはαよりも大きい

ことがわかる．(3)式と(4)式を見比べるとわかるように

一般にω はω よりも小さな値を与えるが，この過小推

定の程度は看過できない大きさである． 
一方で，群因子数を3とした場合のω と双因子モデル

によるSEM推定法は，すべての条件において信頼性を

過大推定していることがわかる．とくに標本数が小さ

い場合，両者の過大推定の程度はやはり看過できない

大きさとなっている． 
これまでに述べた指標と比べ，タウ等価モデル・同

属モデルによるSEM推定値と群因子数が1の場合のω

の挙動は比較的安定している．タウ等価モデルによる

SEMは全体的に過小推定気味ではあるものの，相対バ

イアスはαと同程度またはそれよりも小さく抑えられ

ていた．また同属モデルによるSEMは真のモデルがタ

ウ等価で係数・標本数とも小さい1条件においてやや大

きな過大推定の傾向を示したが，それ以外の条件にお

ける相対バイアスはすべてαよりも小さく抑えられて

いた．群因子数が1の場合のω も，最初の2条件を除い

ては相対バイアスはαよりも小さく抑えられていた． 
また，タウ等価モデルにおいて項目数6と12の場合を

比較すると，項目数の大きい条件の方が相対バイアス

は小さかった． 
続いて，各条件における効率性の値を表4に示す．(6)

式のとおり効率性は推定値のばらつきの程度を表すが，

真値とのずれについて考慮しているものではないので，

重要度としては表3の相対バイアスよりも下がると考

えられる．相対バイアスが小さく，その中でも効率性
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の値が小さい方法がよい推定法と言える．表4を見ると，

全体的に相対バイアスが小さい（つまり，推定がうま

くいった）条件においては，効率性の値も小さく抑え

られていることが見てとれる． また，タウ等価モデル

において項目数6と12の場合を比較すると，項目数の大

きい条件の方が効率性の値を小さく抑えられた． 

4． まとめと議論 

前節の結果で述べた内容と一部重なるが，本研究の

結果は次のようにまとめられる． 
第一に，クロンバックのαは一貫して真値を過小推定

するため，その使用は推奨されない．このことは先行

研究でも繰り返し指摘されてきたことであるが，本研

究の結果からも改めて裏付けられた． 
第二に，群因子数を3としたMcDonaldのω は一貫し

て真値を過小推定しており，同じく群因子数を3とした

McDonaldのω は一貫して真値を過大推定している．

その乖離は全体的に決して小さくなく，これらの使用

は推奨されないと言える． 
ここで，繰り返しとなるが， 2.1節で述べたとおりω

の識別のためには群因子数として3以上が必要である．

そのため， McDonaldのω , 	ω を求めるために応用研

究者にとって最も利用しやすいツールと考えられる，R
のpsychパッケージにおける群因子数の既定値は3であ

る．実際，このパッケージを用いたω やω による信頼

性の算出は応用研究でも近年用いられている．たとえ

ばStuderus, Gamma, & Vollenweider (2010)はそのよ

うな研究の例であるが，この研究では群因子数に関す

る言及はとくにないため，既定の群因子数3が利用され

ていると推測される．SEMを用いた推定の場合ではモ

デルの誤設定に対して意識的になるが，ω , ω におい

ては背後に仮定しているモデルに対して注意が向けら

れにくい可能性があり，注意が必要と考えられる． 
 第三に，双因子モデルによるSEMの推定値は，とく

により真のモデルが小さな係数・標本数のタウ等価モ

デルである場合に際立って大きな相対バイアス・効率

性の値を示している．この乖離は現実のデータ解析で

は受け入れ難い大きさであり，その使用は推奨されな

いと考えられる． 
 以上を踏まえると，残る選択肢としてはタウ等価お

よび同属モデルのSEMによる推定，および群因子数1
の場合のω である．本研究の結果からは，これらはい

ずれも全体的に相対バイアス・効率性ともに小さく抑

えられていた．したがって，真のモデル構造が必ずし

も明らかでない場合には，他の方法よりもこれらを用

いることが推奨されると考えられる． 
 また，SEMによる推定結果からは，データ生成モデ

ルと分析モデルが同じ場合（つまり，真のモデルを用

いて分析した場合）には，相対バイアス・効率性とも

に一般に低く抑えられていた．SEMでは適合度指標や

情報量規準を用いて，データに当てはまりのよいモデ

ル構造についての検討を行うことが可能である．これ

によって真と考えられるモデル構造が明らかになれば，

それを用いたSEMにより信頼性を推定をすることは

推奨されると言える． 
 なお，表1と表3を見比べると，モデル構造と標本数

が同じである場合には，信頼性の真値が小さいほどそ

の推定におけるバイアスが大きくなっていることがわ

かる．したがって，信頼性の高い測定を心がけること

は，より精度よく信頼性を推定するためにも大切であ

ると考えられる． 
なお，Yang & Green (2010)が得たSEMに基づく信

頼性推定法についての主要な結果は， (1)真のモデル構

造のもとでは適切な推定ができる（とくに標本数が大

きく因子あたりの観測変数数が大きいとき） (2)誤設定

されたモデルの下では推定にバイアスが生じてしまい，

とくに設定したモデルが真の構造よりも単純な場合に

バイアスが大きくなる というものであった．SEMに

基づいた推定においては本研究でも同様の結果が得ら

れており，彼らの結果を裏付けることができたと言え

る． 
 本研究への批判として，真の構造が多因子構造であ

る場合には上記は成立しないのではないか，というも

のが考えられる．これはもっともな指摘である．しか

しながら，信頼性を測定したい場面には，第一義的に

は1因子構造が想定される場合が多いと考えられる．た

とえば心理学研究で多因子構造を持つテストの信頼性

を測定したい場合においても，一般にクロンバックのα

が報告されるのは各因子ごとの値である．これは多因

子構造を持つテスト全体の信頼性というよりも，1因子

構造をもつ各下位尺度の信頼性を検討したい場合が多

いからであると考えられる．また，たとえばYang & 
Green (2010)においても検討されたのは本研究と同じ

1因子のタウ等価モデル・1因子の同属モデル・双因子

モデルの3種類であり，多因子構造の場合については検

討されていない．これらのことより，本研究で想定し

た真のモデルおよび本研究の結果は，実際の研究場面
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においても適用されうるものと考えられる．もちろん

多因子のテストの信頼性を検討したい場面も実際には

あるであろうが，その場合についてはさらなる研究が

望まれる． 

5． Appendix 

 本節では項目数が 6 である場合について記す．

OpenMx パッケージおよび psych パッケージが R で使

用可能な状態になっているとする（Boker et al, in press; 

Revelle, 2010 参照）．また，xがデータ行列であるとす

る． 

5.1 タウ等価モデルによる推定のRスクリプト 

manifests <- colnames(x) 

latents <- c("G") 

factorModel <- mxModel("Tau Equivalent",  

    type="RAM", 

    manifestVars=manifests,  
    latentVars=latents, 

    mxPath(from="G", to=manifests, 

labels=rep("lam",6)), 

    mxPath(from=manifests, arrows=2, 

labels=paste("e", 1:6,sep="")), 

    mxPath(from="G", arrows=2, free=FALSE, 

values=1.0), 

    mxData(observed=cov(x), type="cov", 

numObs=nrow(x)) 

) 

factorFit <- mxRun(factorModel) 

lam1 <- c(factorFit@output$estimate[1]) 

es <- c(factorFit@output$estimate[2:7]) 

factorFit <- mxRun(factorModel,silent=T) 

rhohat  <- (sum(rep(lam1, nitem))^2) / 

(sum(rep(lam1, nitem))^2 + sum(es)) 

5.2 同属モデルによる推定のRスクリプト 

manifests <- colnames(x) 

latents <- c("G") 

factorModel <- mxModel("Congeneric",  

    type="RAM", 

    manifestVars=manifests,  

    latentVars=latents, 

    mxPath(from="G", to=manifests, 

labels=paste("lam", 1:6,sep="")), 

    mxPath(from=manifests, arrows=2, 

labels=paste("e", 1:6,sep="")), 

    mxPath(from="G", arrows=2, free=FALSE, 

values=1.0), 

    mxData(observed=cov(x), type="cov", 

numObs=nrow(x)) 

) 

factorFit <- mxRun(factorModel) 

lams <- c(factorFit@output$estimate[1:6]) 

es <- c(factorFit@output$estimate[7:12]) 

rhohat  <- (sum(lams)^2) / (sum(lams)^2 + 

sum(es)) 

5.3 双因子モデルによる推定のRスクリプト 

manifests <- colnames(x) 

manifestshalf <- colnames(x)[1:3] 

latents <- c("G1","G2") 

factorModel <- mxModel("Bifactor ",  

    type="RAM", 

    manifestVars=manifests,  

    latentVars=latents, 

    mxPath(from="G1", to=manifests, 

labels=paste("lam", 1:6,sep=""),free=T), 

    mxPath(from="G2", to=manifestshalf, 

labels=paste("lam", 7:9,sep=""),free=T), 

    mxPath(from=manifests, arrows=2, 

labels=paste("e", 1:6,sep="")), 

    mxPath(from="G1", arrows=2, free=FALSE, 

values=1.0), 

    mxPath(from="G2", arrows=2, free=FALSE, 

values=1.0), 

    mxData(observed=cov(x), type="cov", 

numObs=nrow(x)) 

) 

factorFit <- mxRun(factorModel) 

lam1 <- c(factorFit@output$estimate[1:6]) 

lam2 <- c(factorFit@output$estimate[7:9]) 

es <- c(factorFit@output$estimate[10:15]) 

rhohat  <- (sum(lam1)^2 + sum(lam2)^2) / 

(sum(lam1)^2 + sum(lam2)^2 + sum(es)) 
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5.4 ω ・ω ・αのRスクリプト 

psychパッケージの既定値である群因子数が3の場合の

McDonaldのωtとωhは次のように求めた． 

 

omega(x) 

 

群因子数が 1 の場合の McDonald のωtは次のように求

めた（omega関数のnfactorsオプションでは群因子の数

を指定する．既定は3である）． 

 

omega(x, nfactors=1) 

 

クロンバックのαは次のように求めた． 

 

alpha(x) 

注釈 

1) 群因子数を1と設定した場合，その負荷量の推定

値は0となり，実質的には群因子がなく一般因子のみの

状況となる． 
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表2 各条件において推定において問題が生じなかった標本の割合（％） 

 

  

SEM SEM SEM McDonald's McDonald's McDonald's Cronbach's

Generation model (tau-equivalent) (congeneric) (bifactor) ωt (nfac=3) ωt (nfac=1) ωh α

Tau-equivalent
    6-item scale

All .3s, N=50 100 72.9 30.9 100 100 100 100
All .8s, N=50 100 100 50.9 100 100 100 100
All .3s, N=300 100 99.7 50.0 100 100 100 100
All .8s, N=300 100 100 48.2 100 100 100 100

    12-item scale
All .3s, N=50 100 90.6 47.7 100 100 100 100
All .8s, N=50 100 100 52.9 100 100 100 100
All .3s, N=300 100 100 56.3 100 100 100 100
All .8s, N=300 100 100 52.7 100 100 100 100

Congeneric model
      6 items, N=50 100 99.9 52.4 100 100 100 100
      6 items, N=300 100 100 55.0 100 100 100 100
      12 items, N=50 100 100 56.6 100 100 100 100
      12 items, N=300 100 100 58.7 100 100 100 100
Bifactor

6 items, N=50 100 100 74.0 100 100 100 100
6 items, N=300 100 100 98.4 100 100 100 100
12 items, N=50 100 100 95.8 100 100 100 100
12 items, N=300 100 100 100 100 100 100 100



岡田 謙介 
クロンバックのαに代わる信頼性の推定法について 

－構造方程式モデリングに基づく方法・McDonald のωの比較－ 

49 

 
表3 各条件における相対バイアス（relative bias） 

 

  

SEM SEM SEM McDonald's McDonald's McDonald's Cronbach's

Generation model (tau-equivalent) (congeneric) (bifactor) ωt (nfac=3) ωt (nfac=1) ωh α

Tau-equivalent
    6-item scale

All .3s, N=50 -.062 .221 .982 .629 .169 -.096 -.070
All .8s, N=50 -.004 -.002 .018 .030 .007 -.081 -.004
All .3s, N=300 -.014 .004 .950 .401 -.003 -.298 -.014
All .8s, N=300 -.001 .000 .014 .021 .000 -.043 -.001

    12-item scale
All .3s, N=50 -.035 -.032 .121 .123 .022 -.354 -.035
All .8s, N=50 -.002 -.001 .005 .008 -.001 -.089 -.002
All .3s, N=300 -.008 -.003 .154 .087 -.003 -.409 -.008
All .8s, N=300 .000 .000 .003 .004 .000 -.069 .000

Congeneric model
6 items, N=50 .001 -.003 .110 .120 -.009 -.172 -.035
6 items, N=300 .011 -.001 .207 .081 -.002 -.092 -.023
12 items, N=50 .010 -.003 .027 .034 -.003 -.223 -.016
12 items, N=300 .014 -.001 .030 .017 -.001 -.104 -.011

Bifactor
6 items, N=50 -.040 -.042 .040 .078 -.039 -.245 -.056
6 items, N=300 -.030 -.039 .009 .048 -.035 -.197 -.045
12 items, N=50 -.014 -.021 .004 .019 -.019 -.281 -.026
12 items, N=300 -.010 -.019 .000 .008 -.017 -.201 -.021
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表4 各条件における効率性（efficiency） 

 

 

SEM SEM SEM McDonald's McDonald's McDonald's Cronbach's

Generation model (tau-equivalent) (congeneric) (bifactor) ωt (nfac=3) ωt (nfac=1) ωh α

Tau-equivalent
    6-item scale

All .3s, N=50 .147 .419 1.162 .086 .086 .112 .154
All .8s, N=50 .021 .021 .040 .015 .054 .048 .021
All .3s, N=300 .056 .058 1.012 .072 .020 .068 .056
All .8s, N=300 .008 .008 .048 .009 .008 .046 .008

    12-item scale
All .3s, N=50 .108 .130 .417 .090 .083 .128 .107
All .8s, N=50 .010 .010 .011 .008 .010 .048 .010
All .3s, N=300 .040 .039 .378 .040 .039 .082 .039
All .8s, N=300 .004 .004 .008 .007 .004 .145 .004

Congeneric model
6 items, N=50 .062 .060 .250 .043 .057 .102 .069
6 items, N=300 .023 .024 .488 .030 .023 .056 .025
12 items, N=50 .031 .034 .083 .027 .031 .119 .036
12 items, N=300 .012 .013 .113 .013 .012 .105 .014

Bifactor
6 items, N=50 .059 .060 .082 .041 .054 .097 .062
6 items, N=300 .022 .023 .041 .023 .021 .054 .023
12 items, N=50 .030 .033 .029 .024 .030 .098 .032
12 items, N=300 .011 .012 .011 .010 .011 .049 .012


