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This studyinvestigates theinmlenCeS Of qualitative difEerencesin negative emotion occurnng  

withininterpersonalstress processes oninterpersonalstressors andinterpersonal stress coplng  

behaviors．T加o hundred and twenty－nine undergraduates participatedin a questionnaire surveyl  

Negativeemotionsininterpersonalstressprocessesareclassifiedinto（1）Sadness－Apath沸（2）Worry－  

Anxiety；（3）Aversion－Resignation，（4）Anger－Hassle，and（5）Agitation－Fright・Therelationsbetween  

negative emotions and personal stressors and between negative emotions and coplng behavior  

indicate that Sadness－Apathy；Wbrry－Anxiety and Agitation－Ffight are general negative emotions，  

whileAversionrResignation andAnger－Hassle are speci丘c negative emotions・  
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概観し，問題点を指摘する。次に，対人ストレスの  
生起過程で生じる対人ストレッサーの分類や対処行  

動の分類に関する研究を概観し，問題点を指摘す  

る。最後に，先行研究の問題点を踏まえて，対人ス  
トレス過程で生じる否定的感情の種類と対人スト  

レツサーの種類との関連や対処行動の種類との関連  

について探索的な検討を行う。   

対人ストレスの生起過程に関する理論モデル   

対人ストレスは，「ストレッサーとなりうる対人的  

相互作用，およびそれによって生じるストレス（橋本  

2003，2005）」と定義される。対人ストレスの生起過  

程は，Lazarus＆Fblkman（1984）やLazarus（1999）．  

加藤（2001），Cohen，Kessler＆Underwood（1995）  
によって，理論モデルが提案されている。例えば  

LazaruS ＆ Fblkman（1984）やLazaruS（1999）は，  
「心理的ストレスモデル」を捷案している。同モデル   

私たちは，対人関係において様々な否定的感情を  

経験する。例えば，誰かに嫌な思いをさせられて怒  

りを覚えることがある。あるいは，誰かを傷つけて  

動揺することがある。そして，否定的感情を経験す  

ると．私たちは何とか解決しようとさまざまに行動  

する。その行動は，生じた否定的感情の種類によっ  

て異なるであろう。   

本研究は，対人ストレス過程で生じる否定的感情  

に注目し，否定的感情と対人ストレッサーや対処行  

動との関連を検討する。以下，本研究では，対人ス  

トレスの生起過程に関する理論モデルや，対人スト  

レスの生起過程で生じる否定的感情を扱った研究を  

1）本研究は．2006年度に筑波大学大学院教育研究科に提   

出した修士論文の一部を加筆，修正したものである。   

本研究の一部は．日本心理学会第71回大会ならびに日   

本社会心理学会第48回大会で発表された。  
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は，外的刺激であるストレッサーに対して，認知的  

評価と対処が行われた結果，感情を中心とするスト  

レス反応が生じると理論化している。加藤（2001）  

は，心理的ストレスモデルに基づき，対人ストレッ  

サーに特化した「対人ストレスモデル」を提案して  

いる。同モデルは，パーソナリティが認知的評価と  

対人ストレス対処を媒介して，精神的健康に影響を  

及ぼすと捉えている。このモデルは，加藤（2001）  

によって実証されている。以上のように心理的スト  

レスモデルや対人ストレスモデルは，ストレス反応  

の生起を抑制するために，反応生起前に対人ストレ  

ス対処が行われると理論化している。   

一方，Cohen etal．（1995）は，「ストレスプロセ  

スの統合モデル」を提案している。同モデルは，で  

きごとに対する認知的評価によってそのできごとが  

ストレスであると受け止められると．否定的な認知  

と感情が生起して，身体的・行動的反応が引き起こ  

され，これらの反応の結果，最終的に身体的・精神  

的障害が生じると理論化している。このモデルも，  

心理的ストレスモデルと同様に，ストレッサーに対  

する認知的評価や感情を仮定している。ただしスト  

レスプロセスの統合モデルは，感情の生起後に身体  

的・行動的反応が生じると理論化している点で，心  

理的ストレスモデルと異なっている。   

以上の理論モデルをまとめると，対人ストレス生  

起過程は，以下のように考えられる。対人ストレッ  

サーに対する認知的評価は，否定的感情や身体的・  

行動的反応を生じさせる。否定的感情や身体的・行  

動的反応が生じると，人は否定的感情や身体的・行  

動的反応が身体的・精神的障害を生じさせるのを防  

ぐため，対処行動を行ってこれらの影響を軽減する。   

対人ストレス生起過程で生じる否定的感情   

対人ストレス過程で生じる否定的感情が身体的・  

精神的障害を生むことは，Robbins，Meyersburg＆  

取nck（1974），0’Neil，Cohen，Tblpin＆Gunthert  

（2004）らによって，実証されている。例えば  

Robbins etal．（1974）は，対人ストレスを「自己  

主張によって怒りを中心とする高いストレスを経験  

したこと」と定義し，対人ストレスと身体愁訴  

（PhysicalComplaints）との関連を検討している。  

検討の結果Robbins etal．（1974）は，対人ストレ  

スが高い人は頭痛やめまいなどの身体的不快感を報  

告しやすいことを明らかにしている。対人ストレス  

と抑うつとの関連を検討した0’Neiletal（2004）  

は，より多くの対人ストレッサーに対して否定的気  

分が生じた人では，2週間後に抑うつ傾向が高まる  

ことを明らかにしている。このように従来の研究  

は，対人ストレス過程で生じる怒りや否定的気分な  

どの否定的感情は身体的不調や抑うつを引き起こす  

ことを明らかにしている。   

しかし，対人ストレス過程で生じる否定的感情の  

種類は，対人ストレスを扱う研究者によって異な  

る。例えば，先述のRobbins etal．（1974）は，対  

人ストレスを「自己主張によって怒りを中心とする  

ストレス経験」と定義し，対人ストレス過程で生じ  

る感情として怒りを想定している。Lundgren  

（1978）は，対人ストレスを「他者から評価され，  

混乱 不安，葛藤を経験している状況」と定義し，  

対人ストレス過程で生じる感情として，混乱 不  

安，葛藤を想定している。加藤（2000，2003）は，  

対人ストレスを「他者との否定的相互作用を経験し  

たことによって，緊張したり不快感を感じたりした  

こと」と定義し，対人ストレス過程で生じる感情と  

して，緊張，不快を想定している。このように，対  

人ストレス過程で生じる否定的感情については，包  

括的な整理がなされていない。   

一九 ストレス反応を測定する尺度研究では，ス  

トレス過程で生じる否定的感情として，主に怒り，  

抑うつ，不安を措定している。例えば新名・坂田一  

矢冨・本間（1990）は，心理的ストレス反応尺度を  

作成し，感情的反応として抑うつ，不安，不機楓  

怒りを設定している。尾関（1990）は，大学生用ス  

トレス自己評価尺度（SSRS）を作成し，感情的反  

応として抑うつ，怒り，不安を設定している。鈴  

木・嶋田・三浦・片柳・右馬埜・坂野1997）は，  

心理的ストレス反応測定尺度（SRS－18）を作成し，  

抑うつ・不安，不機嫌・怒り，無気力を設定してい  

る。ただしこれらのストレス反応尺度研究は，スト  

レスー般で生じる否定的感情を測定しており，対人  

ストレツサーによって生じる否定的感情に限定した  

検討は行っていない。   

以上，ストレス反応あるいは対人ストレス反応と  

して理論的研究および実証的研究で扱われた否定的  

感情は，以下の11種類に整理できる（′hblel）。具  

体的には，理論と実証研究のいずれにおいても指摘  

されている4感情（怒り，不安，悲しみ，嫌悪），  

実証研究のみ指摘されている6感情（動揺，恐れ，  

罪悪感，耳L 嫉妬，妬み），理論のみ指摘されてい  

る1感情（無気力）である。ただし，理論的に指摘  

された否定的感情は，先述の通り研究者ごとに異な  

る想定がなされており，包括的な整理がなされてい  

ない。また，実証的に同定された否定的感情は，対  

人ストレッサーに限定した反応として同定されたも  

のではない。このように，対人ストレス過程で生じ  

る否定的感情の種類は．実証的に同定されていない。   
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情動の種類  理論研究  

研究で取り上げ  

られた情動名  

実証研究  

研究で取り上げ  

られた情動名  

怒り  Lほ訂uS（1991）  怒り  新名ほか（1990）  

怒り  Robbinsetal．（1974）   怒り  鈴木ほか（1997）  

怒り   尾関（1990）  

怒り  

不安  不安  Lは訂uS（1991）  不安  新名ほか（1990）  

不安  Lundgren（1978）  不安  鈴木ほか（1997）  

悲しみ  悲しみ   Ⅰ且Z訂uS（1991）  抑うつ 新名ほか（1990）  

抑うつ 鈴木ほか（1997）  

抑うつ 尾関（1990）  

嫌悪  不快  加藤（2000，2003）  不機嫌 新名ほか（1990）  

不機嫌 鈴木ほか（1997）  

動揺  葛藤や混乱 Lundgren（1978）  

緊張  加藤（2000．2003）  

恐れ  恐れ  1且ZaruS（1991）  ×  

罪悪感  罪悪感   1且ZaruS（1991）  ×  

恥   恥  Lほ訂uS（1991）  ×  

嫉妬  嫉妬  k訂uS（1991）  ×  

妬み  妬み  k訂uS（1991）  ×  

無気力  ×  無気力 鈴木ほか（1997）   

と生じる否定的感情の種類との関連を明らかにする  

ためには，対人ストレス過程で生じる否定的感情の  

種類を実証的に整理し，感情ごとに対人ストレツ  

サーとの関連を検討する必要があると考えられる。   

対人ストレス過程で生じる否定的感情の未整理に  

関する第二の問題として，否定的感情の違いによっ  

て異なる対処行動が生じると考えられるが，否定的  

感情が未整理であるため，否定的感情の種類と生じ  

る対処行動の種類との関連が明らかにされない点が  

挙げられる。ストレス研究以外の領域の研究知見を  

見ると．感情研究では，否定的感情の種類によって  

異なる行動が生じることが明らかにされている。例  

えば怒り経験への鎮静化過程を検討した日比野・湯  

川（2004）は，怒り経験時に喚起された怒りと抑う  

つが，それぞれ異なる行動を促進することを実証し  

ている。具体的には．怒りは攻撃行動・社会的共  

有・物への転嫁行動を促進し，抑うつは物への転嫁  

行動のみを促進していた。同知見を対人ストレス研   

対人ストレス過程で生じる否定的感情の種類が実  

証的に同定されていないことは，以下2点の問題を  

生んでいる。第一の問題として，対人ストレッサー  

の種類によって異なる否定的感情が生じると考えら  

れるが，否定的感情が未整理であるため，対人スト  

レッサーの種類と生じる否定的感情の種類との関連  

が明らかにされない点が挙げられる。例えば橋本  

（2005）は，対人ストレツサー尺度（橋本，2005）  

と心理的ストレス反応測定尺度（鈴木ほか，1997）  

との関連を検討し，抑うつ・不安，無気力はすべて  

の対人ストレッサーと関連し，不機嫌・怒りは特定  

の対人ストレツサーとのみ関連することを明らかに  

している。同知見に基づけば，対人ストレス過程で  

生じる否定的感情の違いは．対人ストレツサーの種  

類によって生じると考えられる。ただし橋本  

（2005）は，対人ストレス過程で生じる否定的感情  

の種類を同定せずに，対人ストレッサーとの関連を  

検討している。このため，対人ストレッサーの種類  
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ない状況」「D実質的な被害を被るわけではないが，  

相手が自分を否定・軽視している状況」の4クラス  

タ72項目を抽出し，次に，この項目を用いて質問紙  

調査を行っている。因子分析の結果4クラスタは，  

AとDとが合成された対人葛藤，Bに該当する対人  

磨耗，Cに該当する対人過失の3因子として抽出さ  

れている。橋本（2005）は，対人ストレッサー3国  

子と対人ストレスイベント3因子は内容的に類似し  

ていることを指摘した上で，対人ストレッサーの基  

本類型は3種類である可能性を示唆している。   

ただし，対人ストレッサーは4種類である可能性  

も考えられる。橋本（2005）が予備調査で抽出した  

4クラスタと対人ストレスイベント尺度（橋本，  

1997）3因子とを比較すると，「A相手が自分を搾  

取したり権利を侵害している状況」は対人葛藤と対  

応し，「B相手が自分への配慮に欠け，自分はそれ  

を我慢している状況」は対人磨耗と対応し．「D実  

質的な被害を被るわけではないが，相手が自分を否  

定・軽視している状況」は対人劣等と対応すると判  

断される。また，「C自分の行為が相手に不快感を  

もたらしかねない状況」は対人ストレスイベント尺  

度との対応が見られない。つまり．橋本（2005）が  

予備調査で抽出した4クラスタは．対人ストレスイ  

ベント尺度で抽出した対人葛藤，対人劣等，対人磨  

耗の3国子に，対人ストレッサー尺度で新たに抽出  

した対人過失の1因子を追加した結果と捉えられ  

る。このため，対人ストレッサーの基本類型は3種  

類であるという橋本（2005）の指摘は，実証的に検  

討する必要があると考えられる。   

そこで本研究では，対人ストレッサーの種類と生  

じる否定的感情の種類との関連を検討するため，対  

人ストレツサーの種類を改めて実証的に検討するこ  

ととする。具体的には，対人ストレスイベント尺度  

の項目に準じる新たな対人ストレツサーの項目を収  

集する。ただし項目の表現は，対人ストレッサー尺  

度で橋本（2005）が考慮したように，特定の相手を  

設定せず，「～した」のように行為の主体となる行  

動を含め，受け手の感情やストレス状態の記述を極  

力含まないこととする。収集した項目を用いて，対  

人的相互作用の違いに基づく対人ストレッサーの分  

類を行うための実証的な検討を行う。   

対処行動   

既述のように本研究では，対人ストレスにおける  

対処行動は対人ストレッサーに対する認知的評価に  

よって生じた否定的感情が，身体的・精神的障害を  

もたらすことを防ぐために，否定的感情が生じた人  

が行う行動と捉える。   

究に適用すれば．対人ストレス過程で生じる否定的  

感情の種類が異なれば，異なる種類の対処行動が生  

じると考えられる。このため．否定的感情の種類と  

生じる対処行動の種類との関連を検討するため，対  

人ストレス過程で生じる否定的感情の種類を実証的  

に整理し，感情ごとに対処行動との関連を検討する  

必要があると考えられる。   

そこで以下では，対人ストレッサーや対処行動の  

先行研究を概観し，従来の対人ストレツサーや対処  

行動の問題点を指摘する。   

対人ストレッサー   

対人ストレッサーの分類は，Barnes，Potter＆  

Redler（1983），高 比 良（1998），橋 本  

（1997．2005）らが実証的に検討している。Bames  

et al．（1983）は，対人ストレスの相手に基づく対  

人ストレッサーの分類を行っている。同研究では，  

沿岸警備学校の学生を対象とした対人ストレス項目  

の因子分析によって，親友，インストラクター，カ  

ンパニーオフィサー，親という4因子を抽出してい  

る。高比良（1998）は対人・達成領域別ライフイベ  

ント尺度を作成している。同尺度では，ストレスフ  

ルなイベントを対人領域と達成領域とにあらかじめ  

分類して収集し，さらに「つらい，悲しい．苦し  

い，嫌だ」と感じるネガティブライフイベントと，  

「うれしい，楽しい，幸せだ，好きだ」と感じるポ  

ジティブライフイベントとに分類している。このよ  

うに対人ストレッサーの分類は，対人的相互作用の  

相手や，対人的相互作用の肯定的・否定的側面に基  

づいて行われている。   

さらに橋本（1997，2005）は，対人的相互作用の  

違いに基づいて，対人ストレッサーの分類を行って  

いる。橋・本（1997）は，個々の対人ストレツサーが  

持つ影響力の違いに注目し，対人領域のライフイベ  

ントに特化した対人ストレスイベント尺度を作成し  

ている。同研究では，予備調査で対人ストレスイベ  

ント40項Hを収集し，因子分析によって対人葛藤，  

対人劣等．対人摩耗の3因子を抽出している。また  

橋本（2005）は，対人領域のライフイベントの中で  

多くの人が日常的に経験するデイリー・ハッスルズ  

に注目し，対人ストレッサー尺度を作成している。  

橋本（2005）は，対人ストレスイベント尺度を含む  

既存の対人ストレツサー尺度が「～した」のように  

行為の主体となる対人ストレッサーの項目を含んで  

いなかった点を考慮し，予備分析で「A相手が自分  

を搾取したり権利を侵害している状況」「B相手が  

自分への配慮に欠け，自分はそれを我慢している状  

況」「C自分の行為が相手に不快感をもたらしかね  
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対人ストレスを含めたストレスへの対処行動の分類  

は，Lazarus＆Fblkman（1984），Endler＆Parker  

（1990），Carver，Scheier ＆ Wbintraub（1989）や  

CaⅣer（1997），神村・海老原・佐藤・戸ケ崎・坂野  

（1995）らが行っている。例えばLazarus＆Fblkman  

（1984）は，対処行動の概念的な整理を行い，問題焦  

点型と情動焦点型とに分類している。Endler＆  

Parker（1990）は，559名を対象としたコービングに  

関する70項目の質問紙調査によって，課題志向艶 聞  

題志向数 回避志向型の3方略を措定している。  

Carver etal．（1989）やCarver；（1997）は，先行研  

究の理論的整理や実証的な検討を通して，ストレス  

への対処行動の下位概念として最終的に．肯定的再  

解釈と成長．心理的離脱，感情への注目と表札 有  

益なソーシャル・サポートの利用，積極的なコービ  

ング，否認，宗教的なコービング，ユーモア，行動  

的離脱，自制，感情的ソーシャル・サポートの利  

用，物質便ノ乱 費各 競合する活動の抑軋 計画の  

15概念を呈示している。神村ら（1995）は，  

Steptoe（1991）の心理的対処方略のモデ）t／に従い  

8対処方略を設定し，1041名への質問紙調査から，  

情報収集，放棄・あきらめ，骨走的解釈，計画立  
象 回避的思考，気晴らし．カタルシス，賓任転嫁  

の8因子を抽出している。さらに神村ら（1995）  

は，2次因子分析によって対処方略を整理する因子  

として．接近一回避・問題焦点一情動焦点・認知一  

行勤の3軸を抽出している。   

対人ストレスに限定した対処行動は，加藤  

（2000）が実証的に検討し一 対人ストレスコービン  

グとしてポジティブ関係，ネガティブ関係，解決先  

送りの3方略を抽出している。「ポジティプ関係  

コービング」は横棒的に関係改鞍をはかろうと努力  

する方略であり，「ネガティブ関係コービング」は  

関係を放棄・崩壊させる方略であり，「解決先送り  

コービング」は特に問題視せず時間が解決するのを  

待つ方略である。加藤（2000，2007，2008）によれ  

ば，この3方略はストレス全般に対するコービング  

で抽出された次元とは異なる対人ストレスに特有の  

対処行動である。また加藤（2008）は．ポジティブ  

関係コービングに肯定的評価．相談，内省，接近行  

軌 自己主張，相手への理解の6下位構造が存在す  

ることを明らかにしている。   

ただし，加藤（2008）は「相談」をポジティプ関  

係コービングの下位概念と位置づけているが．相談  

のように身近な他者と関わって行う対処行動は，他  

者と関わらない他の対処行動とは独立した行動と捉  

えることもできる。例えば村松・膏旺卜村松・平  

野・金子・佐藤（2003）は，大学生の対人ストレス  

と対処行動を検討し，対人ストレスヘの対処行動と  

して「信頼できる人に相談する」ことが最も多く行  

われ，全体の88％に上ることを明らかにしている。  

また．ソーシャル・サポート研究は，身近な他者と  

の関わりは心身の健康に良い影響をもたらすことを  

明らかにしている。例えば，ソーシャル・サポート  

の日常生活ストレスに対する効果を検討した嶋  

（1992）は，男子大学生の実存的ストレスに対する  

家族サポートと異性友人サポートが．精神的健康へ  

の緩衝効果を持つことを明らかにしている。以上の  

知見に基づくと，対人ストレッサーによって否定的  

感情が生じた人は．否定的感情がもたらす身体的・  

精神的障害を防ぐために周囲にいる身近な他者と積  

極的に関わって対処すると考えられる。   

そこで本研究は，否定的感情の種類と生じる対処  

行動の種類との関連を検討するため，対人ストレス  

に限定した対処行動において．「身近な他者と関わ  

る行動」が独立した対処行動と位置づけられるかを  

検討することとする。具体的には，対人ストレスに  

限定した対処行動に，身近な他者との関わりによっ  

て対人ストレスに対処する行動を含め．項目を収集  

する。収集した項目を用いて，対人ストレスに限定  

した対処行動を分類しt すでに明らかになっている  

3因子とともに，身近な他者との関わりが独立した  

対処行動と位置づけられるかを確認する。  

ま と め  

これまでの議論を整理すると，対人ストレス過程  

で生じる否定的感情は，包括的な整理がなされてい  

ない。そこで否定的感情の種類を明らかにすると共  

に，否定的感情を生じさせる対人ストレッサーの種  

類や，否定的感情によって生じる対処行動の種類  

を．実証的に検討する必要がある。   

以上の試論に基づき本研究は，以下の検討を行  

う。第一に，対人ストレス過程で生じる否定的感情  

の構造を確認する。このため本研究では，対人スト  

レス過程で生じる否定的感情の項目を収集し，否定  

的感情の種類を整理する。第二に，対人ストレッ  

サーの種類を改めて実証的に検討する。このため本  

研究は，新たな対人ストレッサーの項目を収集して  

先行研究の尺度で用いられた表現と合わせ，対人ス  

トレツサーの分類を行う。第三に，対人ストレスに  

限定した対処行動において，身近な他者と関わるこ  

とが独立した対処行動と位置づけられるかを検討す  

る。このため本研究は．先行研究や調査協力者から  

「身近な他者と関わること」を含めた対人ストレス  

に限定した対処行動の項目を収集し，対処行動の分   
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た19項目（′mble5）を提示し，そのときの対応に  

当てはまるものすべてを回答する多重回答を求めた。   

その他，質問紙には本研究では分析しない調査項  

目を含むが，記述を省略する。  

結  果   

1．対人ストレスの経験   

調査協力者229名のうち，対人ストレスの経験が  

「まったくない」回答者が26名（11％）いた。そこ  

で26名を分析から除外し，残り203名（男性49名，  

女性153名，不明1名）を分析の対象とした。   

2．対人ストレスの相手   

対人ストレスの相手について，多重回答形式で回  

答を求めた（′hble2）。集計の結果，「小中高時代  

の友人」が最も多く，次いで「大学の友人」である  

ことが明らかになった。   

3．対人ストレス過程で生じる否定的感情の分  

類   

自由記述回答では，142名から延べ170件が得られ  

た。多重回答と重複しない自由記述回答を，筆者と  

心理学研究者が内容を検討し，主な6種類の回答を  

新■たに多重回答形式の6項目として作成した。同項  

目を多重回答24項目の結果とあわせ，計30項目を多  

重回答の結果とみなして集計した（闇1e3）。次  

に，集計した30項目のうち肯定率が8％以上であっ  

た17項目を用いて，数量化Ⅲ類による分析を行っ  

た。各項目は，経験したイベントに「該当あり」を  

2，「該当なし」を1とカテゴリー化した。合計34  

カテゴリーについて分析を行った結果，固有億は第  

1軸が．217．第2軸が．104，第3軸が．087となっ  

た。第1軸はサイズファクタと判断されたため，第  

2軸の固有億を横軸，第3軸の固有借を縦軸とした  

類を行う。第四に，上記の結果に基づき，対人スト  

レス過程で生じる否定的感情の種類と，対人スト  

レッサーの種類や対処行動の種類との関連について  

検討を行う。  

方  法   

調査協力者   

調査協力者は，質問紙を提出した大学生267名の  

うちすべての回答を白紙で提出した38名を除く，  

229名（85．8％）を対象とした。男性57名，女性171  

名，不明1名で，平均18．6歳（SD＝0．77）であった。  

手続き   

2006年6月15～16日に，個別自記人形式の質問紙  

法で集団実施した。  

質問紙構成 この1年間に遭遇した「対人関係で悩  

んだり困ったりしできごと」について以下を尋ね  

た。   

1．対人ストレスの経験 どの程度経験したのか  

について，「1．かなりある」「2．ある」「3．どちら  

かといえばある」「4．ほぼない」「5．まったくな  

い」の5件法で回答を求めた。   

2．対人ストレスの相手 もっとも印象に残るで  

きごとの相手を確認する項目である。「対人関係で  

悩んだり困ったりした原因となった相手」につい  

て，Tible2に示す9選択肢から単一回答形式によ  

り回答を求めた。   

3．対人ストレッサー もっとも印象に残るでき  

ごとの具体的な内容について，自由記述回答を求め  

た。次に，高比良（1998）の対人領域ネガティブイ  

ベント尺度，橋本（1997）の対人ストレスイベント  

尺度，橋本（2005）の対人ストレッサー尺度を参考  

に作成した10項目（′払ble3）を捷示し，そのでき  

ごとに当てはまるものすべてを回答する多重回答を  

求めた。   

4．否定的感情 もっとも印象に残るできごとに  

遭遇したときの気持ちについて，できるだけ具体的  

に自由記述回答を求めた。次に，寺崎・岸本・古賀  

（1992）の多面的感情状態尺凰 佐藤・安田（2001）  

の日本語版mNAS，佐藤・安田・児玉（2001）の  

多次元抑うつ不安症状尺度などを参考に作成した24  

項目（Tもble4）を提示し，そのときの気持ちに当  

てはまるものすべてを回答する多重回答を求めた。   

5．対処行動 もっとも印象に残るできごとへに  

遭遇したときの対応について，自由記述回答を求め  

た。次に，神村・海老原・佐藤・戸ケ崎・坂野  

（1995）のmC－24や加藤（2000）の対人ストレス  

コービング尺度，岡安（1992）などを参考に作成し  

Table2 対人ストレスの相手  

項目内容  肯定率  

小中高時代の友人  

大学の友人  

恋人  

親  

バイト先の人  

その他  

知り合いの人  

兄弟姉妹  

見知らぬ人   
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2次元上にカテゴリースコアを布置した（Rg．1）。   

さらに，数量化Ⅲ類で得られた「該当あり」群の  

カテゴリースコアを第3和まで用いて，W訂d法に  

よるクラスタ分析を行った。その結果，クラスタの  

解釈可能性に基づいて5クラスタが安当と判断され  

た。第1クラスタには，「悲しかった」「がっかりし  

た」「やる気をなくした」「絶望した」の4項目が含  

まれ，悲しみや無気力の気持ちを表していると解釈  
された。第2クラスタには，「不安を感じた」「心配  

した」「悩んだ」「落ち込んだ」の4項目が含まれ，  

不安や心配な気持ちを表していると解釈された。第  

3クラスタには，「あきらめた」「不快，嫌だ」の2  

1泡ble3 対人ストレス過程で生じる否定的感情  
（N＝203）  

項目が含まれ，嫌悪やあきらめの気持ちを表してい  

ると解釈された。第4クラスタには，「怒った」「な  

んでそういうことするの，なんでこんなめにあう  

の」「いらだった」の3項目が含まれ，怒りや憤怒  

の気持ちを表していると解釈された。第5クラスタ  

には，「うろたえた」「動揺した」「反省の気持ち」  

「おびえた」の4項目が含まれ．動揺や恐れの気持  

ちを表していると解釈された。   

以上，対人ストレス過程で生じる否定的感情は，  

①悲しみや無気力（以下悲しみ・無気力），②心配  

や不安（以下心配・不安），（卦嫌悪やあきらめ（嫌  

悪・あきらめ），④怒りやいらだち（以下怒り・い  

らだち），（参勤揺や恐れ（以下動揺・恐れ）の5ク  

ラスタが得られた。   

4．対人ストレツサーの分類   

対人ストレッサーの自由記述回答では，156名か  

ら延べ281件が得られた。否定的感情と同様の手続  

きで自由記述回答の内容を検討して新たに6項目を  

作成し，同項目を多重回答10項目の結果とあわせ  

て，16項目を多重回答の結果とみなして集計した  

（「払ble4）。次に，集計した16項目のうち肯定率が  

8％以上の15項目について，否定的感情と同様の手  

続きでカテゴリー化と数量化Ⅲ類による分析を行っ  

た。合計30カテゴリーを分析した結果，固有値は第  

1和が．143，第2軸が．122，第3軸が．096となっ  

た。第1軸はサイズファクタと判断されたため．第  

2軸の固有億を横軸，第3軸の固有値を縦軸とした  

2次元上にカテゴリースコアを布置した（耶g．2）。  

項目内容  肯定寧  

58％  

44％  

42％  

42％  

37％  

26％  

24％  

22％  

21％  

20％  

20％  

19％  

18％  

15％  

10％  

9％   

9％  

悩んだ  

不安を感じた  

いらだった  

落ち込んだ  

悲しかった  

やる気をなくした  

絶望した  

心配した  

怒った  

あきらめた  

がっかりした  

うろたえた  

動揺した  

不快，嫌だ任A）  

反省の気持ち（m）  

おびえた  

なんでそういうことするの  

なんでこんなめにあうの（m）  

なんでわかってくれないの（m）  

逃げ出したい気持ち（m）  

なんとかなる（m）  

やる気がでた  

強気になった  

気合いが入った  

すっきりした  

恥ずかしかった  

何も感じなかった  

わくわくした  

安心した  

心強く感じた  

嬉しかった  

％
 
％
 
％
 
％
 
％
 
％
 
％
 
％
 
％
 
％
 
％
 
％
 
％
 
 

7
 
6
 
4
 
3
 
3
 
3
 
2
 
2
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 

ng．1対人ストレス過程で生じる否定的感情の  

構造   注）FAは自由記述回答の項目を示す  
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1臨ble4 対人ストレッサーの内容（N＝203）  

項目内容  肯定寧  

相手が自分のことをどう思っているの  

か気になった  

相手とどのようにつきあえばいいのか  

分からなくなった  

孤独感を感じた（m）  

周りの人から疎外されていると感じた  

相手から一方的に責められた  

相手に誤解された  

関係づくりに苦労した（m）  

相手が無責任な行動をした  

相手に劣等感を抱いた  

けんかした  

相手に嫌な思いをさせた  

相手に無理な要求をされた  

相手に振り回されたり  

利用されている気がした（m）  

相手とあわなかった（m）  

拒否された気がした（m）  

自己嫌悪（m）  

％
 
％
 
％
 
％
 
％
 
％
 
％
 
％
 
％
 
％
 
％
 
％
 
％
 
％
 
6
 
3
 
2
 
1
 
0
 
0
 
9
 
6
 
5
 
2
 
 
1
 
 
9
 
8
 
4
 
2
 
2
 
2
 
2
 
2
 
2
 
 

1
⊥
 
l
 
l
 
l
 
l
 
 

ng．2 対人ストレッサーの構造  

たできごと（以下被拒否），（む相手からの一方的な  

攻撃を受けたと感じたできごと（以下被攻撃），③  

自分あるいは相手の加害を感じたできごと（以下加  

害），④相手との関係性がわからなくなったと感じ  

たできごと（以下関係理解不能），の4クラスタが  

得られた。   

5．対人ストレスヘの対処行動の分類   

対処行動の自由記述回答では，147名から延べ167  

件が得られた。否定的感情と同様の手続きで自由記  

述回答の内容を検討して新たに2項目を作成し，同  

項目を多重回答19項目の結果とあわせて，21項目を  

多重回答の結果とみなして集計した（取ble5）。次  

に，集計した21項目のうち肯定率が8％以上の17項  

目について，否定的感情と同様の手続きでカテゴ  

リー化と数量化Ⅲ類による分析を行った。合計34カ  

テゴリーを分析した結果，固有値は第1軸が．170，  

第2軸が．109，第3軸が．079となった。第1軸はサ  

イズファクタと判断されたため，第2軸の固有倦を  

横軸，第3軸の固有億を縦軸とした2次元上にカテ  

ゴリースコアを布置した（ng．3）。   

さらに，数量化Ⅲ類で得られた「該当あり」群の  

カテゴリースコアを第3軸まで用いて，W訂d法に  

よるクラスタ分析を行った。その結果，クラスタの  

解釈可能性に基づいて4クラスタが妥当と判断され  

た。第1クラスタには，「誰かに相談にのっても  

らった」「誰かにちょっと話をきいてもらった」「誰  

かに愚痴を言った」「誰かにアドバイスを受けた」  

「誰かになぐさめてもらった」「誰かに一緒に悩んで   

注）mは自由記述回答の項目を示す   

さらに，数量化Ⅲ類で得られた「該当あり」群の  

カテゴリースコアを第3軸まで周いて，Wおd法に  

よるクラスタ分析を行った。その結果，クラスタの  

解釈可能性に基づいて4クラスタが安当と判断され  

た。第1クラスタには，「相手に劣等感を抱いた」  

「孤独感を感じた」「相手とあわなかった」「拒否さ  

れた気がした」「周りの人から疎外されていると感  

じた」の5項目が含まれ，他者から拒否をされたと  

感じる対人場面と解釈された。第2クラスタには，  

「相手に誤解された」「相手から一方的に責められ  

た」の2項目が含まれ，他者から攻撃されたと感じ  

る対人場面と解釈された。第3クラスタには，「相  

手が無責任な行動をした」「相手に無理な要求をさ  

れた」「相手に振り回されたり利用されている気が  

した」「相手に味な思いをさせた」「けんかした」の  

5項目が含まれ，自分に危害が加えられたり相手へ  

危害を加えたりしたと感じる対人場面と解釈され  

た。第4クラスタには，「相手が自分のことをどう  

思っているのか気になった」「相手とどのようにつ  

きあえばいいのか分からなくなった」「関係づくり  

に苦労した」の3項目が含まれ，相手との関係をど  

のようにしていけばよいのかわからないと感じる対  

人場面と解釈された。   

以上，対人ストレッサーは，①拒否や孤独を感じ  



高橋幸子・松井 豊：大学生の対人ストレス過程で生じる否定的感情に関する探索的検討  55  

Table5 対人ストレスへの対処行動（N＝203）  

項目内容  肯定率  

誰かにちょっと話をきいてもらった  33％  

相手と関わり合わないようにした  28％  

誰かに相談にのってもらった  25％  

誰かに愚痴を言った  23％  

そのことを気にしないようにした  18％  

相手と表面上のつきあいをするようにした 18％  

何もしなかった  16％  

何とかなると思った  14％  

誰かにアドバイスを受けた  14％  

誰かになぐさめてもらった  14％  

相手と積極的に話をした  13％  

相手のことをよく知ろうとした  13％  

反省した  12％  

誰かに一緒に悩んでもらった  9％  

一人で考えた（m）  9％  

積極的に関わった（m）  8％  

誰かにそばにいてもらった  8％  

気晴らしをした  7％  

何かにやつあたりした  6％  

誰かにこころに響く言葉をもらった  6％  

誰かに仲裁してもらった  2％  

ng．3 対人ストレスヘの対処行動の構造  

6．対人ストレス過程で生じる否定的感情と対  

人ストレッサーや対処行動との関連   

本研究で得られた否定的感情5クラスタ，対人ス  

トレッサー4クラスタ，対処行動4クラスタに基づ  

いて回答を分類し，対人ストレス過程で生じる否定  

的感情と，対人ストレッサーや対処行動との関連を  

探索的に検討した。各要因のクラスタ内では項目数  

に偏りがみられたため，否定的感情5クラスタ，対  

人ストレッサー4クラスタ，対処行動4クラスタ，  

計13クラスタそれぞれについて，クラスタ内の項目  

が1つでも該当していれば1，全く該当していなけ  

れば0として2倍化し，変数（以下クラスタ変数）  

を作成した。次に，各クラスタ変数間の連関を¢係  

数により算出した。   

対人ストレッサーのクラスタ変数と否定的感情の  

クラスタ変数とは，nble6に示す連関が見られた。  

また，否定的感情のクラスタ変数と対処行動のクラ  

スタ変数とは∴恥ble7に示す連関が見られた。こ  

れらの結果を感情ごとに整理すると，悲しみ・無気  

力は，4対人ストレッサーすべてと関連し，第三者  

との関わり，回避，内省の3対処行動と関連した。  

心配・不安は，被拒否ストレツサー，被攻撃スト  

レッサー，関係理解不能ストレツサーの3対人スト  

レッサーと関連し，第三者との関わり，積極的行  

動，内省の3対処行動と関連した。嫌悪・あきらめ  

は，加害ストレツサー．関係理解不能ストレッサー  

の2対人ストレッサーと関連し，回避の対処行動の  

みと関連した。怒り・いらだちは，被攻撃ストレッ  

サー，加害ストレツサーの2対人ストレッサーと関   

注）mは自由記述回答の項目を示す  

もらった」「誰かにそばにいてもらった」の7項目  

が含まれ，身近な佃者との関わりで解決しようとす  

る行動と解釈された。第2クラスタには，「そのこ  

とを気にしないようにした」「相手と関わり合わな  

いようにした」「何もしなかった」「相手と表面上の  

つきあいをするようにした」の4項目が含まれ．相  

手との関係を崩壊させたり，時間が解決するのを  

待ったりする行動と解釈された。第3クラスタに  

は，「相手と積極的に話をした」「積極的に関わっ  

た」「相手のことをよく知ろうとした」「何とかなる  

と思った」の4項目が含まれ，対人ストレスを解決  

するために行う積極的な行動と解釈された。第4ク  

ラスタには，「一人で考えた」「反省した」の2項目  

が含まれ，自分の問題点を見つめなおす行動と解釈  

された。   

以上 対人ストレスに含まれる否定的感情に注目  

した場合の対処行動は，①第三者と関わりながら解  

決する行動（以下第三者との関わり），②できごと  

や相手を回避する行動（以下回避），③解決のため  

に積極的行動を起こす行動（以下積極的行動），④  

内省的な行動（以下内省），の4クラスタが得られ  

た。  
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Table6 否定的感情と対人ストレッサー（¢係数）  

悲しみ・無気力  心配・不安  嫌悪・あきらめ 怒り・いらだち  動揺・恐れ  

．170＊  ．163＊  

．261＊＊＊  ．169＊  

．184＊＊  ．113  

．047  ．034  ．177＊  

．133  ．201＊＊  ．173＊  

．234＊＊  ．320＊＊＊  ．101  

．166＊  －．009  ．173＊  関係理解不能  ．153＊  ．345＊＊＊  

注：＊＊♪＜．01＊♪＜．05  

Table7 否定的感情と対処行動（¢係数）  

悲しみ・無気力  心配・不安 嫌悪・あきらめ 怒り・いらだち  動揺・恐れ  

第三者との関わり   ．141＊  ．255＊＊＊  

回避  ．212＊＊  －．009  

積極的行動  ．032  ．195＊＊  

内省  ．232＊＊  ．241＊＊  

．070  ．235…  ．036  

．302＊＊＊  ．232＊＊  ．017  

－．067  一．067  ．130  

．116  ．124  ．188＊＊  

注：＊＊♪＜．01＊♪＜．05  

達し，第三者との関わり，回避の2対処行動と関連  

した。動揺・恐れは，被拒否ストレツサー，被攻撃  

ストレッサー，関係理解不能ストレッサーの3対人  

ストレツサーと関連し，内省の対処行動のみと関連  

した。  

考  察  

本研究は，対人ストレス過程で生じる否定的感情  

に注目し，否定的感情と対人ストレッサーや対処行  

動との関連を探索的に検討することを目的とした。  

以下では，クラスタ分析で明らかになった否定的感  

情，対人ストレッサー，対処行動の分類についてそ  

れぞれ考察し，最後に，対人ストレス過程で生じる  

否定的感情の違いが，対人ストレッサーや対処行動  

との関連に及ぼす影響について考察する。   

対人ストレス過程で生じる否定的感情   

対人ストレス過程で生じる否定的感情は，①悲し  

み・無気力，②心配・不安，③嫌悪・あきらめ，④  

怒り・いらだち，⑤動揺・恐れ，の5クラスタに分  

類された。   

抽出された5クラスタと，本研究で整理した11種  

類の否定的感情（nblel）とを比較すると，各ク  

ラスタ変数は8否定的感情と対応すると判断され  

る。具体的には，①悲しみ・無気力は，「悲しみ」  

「無気力」と対応し，②心配・不安は，「不安」と対  

応すると考えられる。③嫌悪・あきらめは，「嫌悪」  

と相応し，④怒り・いらだちは，「怒り」と対応す  

ると考えられる。⑤動揺・恐れは，「動揺」「恐れ」  

と対応すると考えられる。「悲しみ」と「無気力」  

が同一クラスタに含まれたのは，これらの感情が対  

人ストレッサーの相手との関係が崩壊の危機にさら  

されたことによって生じたためと推定される。また  

「動揺」と「恐れ」が同クラスタ変数に含まれたの  

は，これらの感情が対人ストレッサーに遭遇した際  

の相手の反応に対して恐れを感じたり混乱を感じた  

りしたことによって生じたためと推定される。   

一方，本研究では，罪悪感．恥を表す項目の肯定  

率が低かった。例えば，罪悪感を表すと考えられる  

「逃げだしたい気持ち」の肯定率は6％であり，恥  

を表すと考えられる「恥ずかしかった」は2％で  

あった。また，嫉妬，妬みを表すと考えられる項目  

は想起されなかった。このように，本研究で4感情  

がほとんど想起されなかったのは，対人ストレッ  

サーの相手が主に「友人」であったために4感情を  

喚起する対人ストレッサーが多く想起されなかった  

ことによると推定される。例えば，罪悪感や恥を喚  

起すると考えられる「相手に嫌な思いをさせた」の  

肯定率は15％であり，嫉妬や妬みを喚起すると考え  

られる「相手に振り回されたり利用されている気が  

した」の肯定率は8％であった。このように，本研  

究で想起の少なかった4感情を生む対人ストレッ  

サーは，自分や相手の行動に悪意を見出す必要があ  

るため，関係を維持したい友人との間では想起され  

にくかったものと考えられる。   

以上の結果から本研究は，先行研究で研究者ごと  

に想定されていた対人ストレス過程で生じる否定的  

感情を整理し，①悲しみ・無気力，②心配・不安，  

③嫌悪・あきらめ，④怒り・いらだち，⑤動揺・恐   
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対人ストレスヘの対処行動   

対人ストレスへの対処行動は，①第三者との関わ  

り，②回避，③解決のために積極的行動，④内省，  

の4クラスタに分類された。   

抽出されたクラスタに含まれていた①第三者との  

かかわりは，「身近な他者と関わる行動」と判断さ  

れる。この結果から，対人ストレスに限定した対処  

行動において「身近な他者と関わる行動」は独立し  

た対処行動と位置づけられることが確認された。ま  

た，残り3クラスタと加藤（2000，2007）の対人ス  

トレスコービング3因子とは，内容の対応が見られ  

る。具体的には，③積極的行動は「対人ストレスを  

解決するために行う積極的な行動」を表しているこ  

とから，「積極的に関係改善をはかろうと努力する」  

ポジティブ関係コービングと対応すると判断され  

る。②回避は「相手との関係を崩壊させたり，時間  

が解決するのを待ったりする行動」を表しているこ  

とから，「関係を放棄・崩壊させる」ネガティブ関  

係コービングと．「特に問題視せず時間が解決する  

のを待つ」解決先送りコービングとに対応すると判  

断される。④内省を構成する2項目のうち，「反省  

した」はポジティブ関係コービングの項目と対応す  

ると考えられ，「一人で考えた」はネガティブ関係  

コービングの項目と対応すると判断される。   

このように，加藤（2000，2007）のネガティブ関  

係コービングが本研究では2つのクラスタに分離さ  

れたのは，ネガティブ関係コービングに含まれるべ  

き項目が本研究の測定法では出現しにくかったため  

であると考えられる。例えば加藤（2000，2007）の  

ネガティブ関係コービングは，「相手を悪者にする」  

「相手の鼻を明かすようなことを考えた」などの項  

目で構成されている。このような行動は，社会的望  

ましさの点から，実際に行っていても自由記述形式  

では回答しづらいと考えられる。ネガティブ関係  

コービングを構成する内容を回答できなかった結  

果，同一クラスタにまとまらなかったものと推定さ  

れる。   

以上の結果から本研究は，「身近な他者と関わる  

行動」は対人ストレスに限定した対処行動において  

独立した行動であり，加藤（2000）の対人ストレス  

コービング3分類に新たに加えられるべき対処行動  

であることを示唆した。   

否定的感情の質的速いが対人ストレッサーや対  

処行動との関連に及ぼす影響   

否定的感情と対人ストレッサーとの関連を分析し  

たところ．悲しみ・無気力，心配・不安，動揺・恐  

れは，ほぼ全ての対人ストレッサーと連関してい   

れの5感情である可能性を示した。  

対人ストレッサー   

対人ストレッサーは，①被拒否，②被攻勢 ③加  

害，④関係理解不能の4クラスタに分類された。  

抽出された4クラスタと橋本（1997）の対人ストレ  

スイベント尺度3因子とを比較すると，本研究の②  

被攻撃は橋本（1997）の対人葛藤と相応し，④関係  

理解不能は対人磨耗と対応し，（∋被拒否は対人劣等  

と対応すると判断される。また，（参加害と相応する  

因子は橋本（1997）に見られなかった。一方，抽出  

された4クラスタ変数と橋本（2005）の対人スト  

レツサー尺度3因子とを比較すると，対人ストレス  

イベント尺度と同様に④関係理解不能は対人磨耗と  

対応し，②被攻撃は対人葛藤と対応すると判断され  

る。③加害は対人過失と部分的に対応すると判断さ  

れる。また，（》被拒否と対応する因子は，橋本  

（2005）に見られなかった。以上，本研究の4クラ  

スタ変数は，対人ストレスイベント尺度と対人スト  

レツサー尺度とで共通して摘出された2因子と，対  

人ストレスイベント尺度でのみ抽出された1因子，  

対人ストレッサー尺度でのみ抽出された1因子と対  

応していた。   

このような結果が得られたのは，本研究が対人ネ  

ガティブイベント尺度の項目表現に合わせた項目を  

作成したためと考えられる。橋本（2005）は，対人  

ストレスイベント尺度を含む既存の対人ストレッ  

サー尺度の問題点を指摘し，新たな対人ストレッ  

サー尺度を作成している。ただし，対人ストレスイ  

ベント尺度と比較すると，項目の表現方法が大きく  

異なっている。例えば，対人ストレスイベント尺度  

の項目は「知人に無理な要求をされた」のように抽  

象的に表現されているが，対人ストレツサー尺度の  

項目は「あなたの落ち度を，00にきちんと謝罪，  

フォローできなかった」のように具体的に表現され  

ている。このように橋本（2005）は，対人ストレス  

イベント尺度（橋本，1998）と項目表現の抽象度が  

大きく異なっているため，対人劣等が抽出されな  

かったと考えられる。一方，本研究は，橋本  

（2005）の指摘を考慮しつつ対人ストレスイベント  

尺度の項目表現に合わせた尺度項目の作成を行っ  

た。この結果，対人ストレスイベント尺度の対人劣  

等と対人ストレッサー尺度の対人過失を独立したク  

ラスタとして才由出したと考えられる。   

以上のことから本研究は，対人ストレッサーが①  

被拒否，②被攻撃，③加害，④関係理解不能，の4  

種類で構成される可能性を示した。  
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行動と回避行動とを促進したことは，日比野・湯川  

（2004）の知見と部分的に整合する。怒り経験の鎮  

静化過程を検討した日比野・湯川（2004）は，怒り  

によって3つの行動（社会的共有，攻撃行動，物へ  

の転嫁）が促進されることを明らかにしている。こ  

のうち，社会的共有は本研究において第三者との関  

わり対処行動と対応したが，攻撃行動や物への転嫁  

と対応する対処行動は本研究において見られず，回  

避行動が見られた。既述の通り調査協力者の75％が  

女性であったことから，怒りを表出する攻撃行動お  

よび物への転嫁が抑制され，回避行動を取らせたと  

考えられる。   

一方，嫌悪・あきらめは回避行動とのみ連関し，  

動揺・恐れは内省とのみ連関していた。したがっ  

て，嫌悪・あきらめと動揺・恐れは，特定の対処行  

動を促進する否定的感情であると考えられる。嫌  

悪・あきらめが回避行動のみを促進したのは，これ  

らの感情が対人ストレッサーの解決をあきらめる気  

持ちを表していたためと推定される。動揺・恐れが  

内省行動のみを促進したのは，動揺や恐れが，友人  

との関係に悪影響がもたらされるのは自分が原因か  

もしれないという内的な葛藤を表していたため内省  

を喚起しやすかったものと推定される。   

今後の課題   

今後の課題として以下の2点が挙げられる。第1  

に，本研究は対人ストレス過程で生じる否定的感情  

や対人ストレッサー，対処行動との関連についての  

探索的検討にとどまっている。このため，本研究で  

得られた結果に基づく量的調査を実施し，各要因間  

の関連をさらに検討する必要がある。特に，自由記  

述では出現しにくい項目を検討し，新たに追加して  

いく必要があると考えられる。第2に，本研究で得  

られた否定的感情，対人ストレッサー，対処行動の  

分類は．信頼性および妥当性の検討が行われていな  

い。このため，これらの分類に基づく尺度を作成  

し，既存の尺度との関連を検討する必要がある。  

引用文献  

BarneS，Ⅴ，Potter；E．H．＆ Fiedler；F：E．（1983）．  

E鮎ct ofinterpersonal stress on the predic－  

tion of academic performance．jbumalqf   

4抄Jfβd軸血）J堺随，686－697．  

CarveI；C．S．（1997）．Ybu want tO meaSure COPing  

but your protocol’s toolong：Consider the  

brief COPE．b2iemationalbumalqf Behav一  

血相J肋dわわ2β，492－100．   

た。したがってこれらの感情は，対人ストレッサー  

に対する全般的な否定的感情であると捉えられる。  

悲しみ■無気力，心配・不安，動揺・恐れが全般的  

な否定的感情として生じたのは，対人ストレツサー  

の相手との関係性が影響したためと考えられる。調  

査協力者の70％は，対人ストレッサーの相手として  

「友人」を挙げていた。調査協力者にとって友人は，  

関係を維持したい相手と考えられる。関係を維持し  

たい友人との間で対人ストレッサーが生じると，友  

人との関係に悪影響がもたらされる可能性がある。  

そのため，いずれの対人ストレツサーに対しても，  

悲しみ・無気力，心配・不安，動揺・恐れが，全般  

的な否定的感情として生じたと考えられる。   

一方，嫌悪・あきらめ，怒り・いらだちは，特定  

の対人ストレッサーと連関していた。したがってこ  

れらの感情は／対人ストレッサーに対する個別的な  

否定的感情であると捉えられる。嫌悪・あきらめ，  

怒り・いらだちが個別的な否定的感情として生じた  

のは．これらの感情を主に喚起した加害ストレッ  

サーが自分と相手のどちらが原因か判断可能な対人  

ストレツサーであったためと考えられる。例えば，  

「相手に嫌な思いをさせた」は自分が原因の対人スト  

レツサーと判断され，「相手に振りまわれている気  

がした・利用されている」は相手が原因の対人スト  

レツサーと判断される。つまり，原因の所在を判断  

し．自分が悪いときには自分に対して嫌悪・あきら  

めが，相手が悪いときには相手に対して怒り・いら  

だちが，それぞれ特定の否定的感情として生じたと  

考えられる。   

否定的感情と対処行動との関連を分析したとこ  

ろ，悲しみ・無気力は積極的行動以外のすべての対  

処行動と連関し，心配・不安は，回避行動以外のす  

べての対処行動と連関した。悲しみ・無気力が積極  

的行動と関連しなかったのは，悲しみ・無気力が対  

人ストレッサーの原因となった「友人」との関係を  

一時的に喪失し再構築の意欲が低下した気持ちを表  

していたためと推定される。喪失と意欲低下が，対  

人ストレツサーの相手と直接関わる積極的行動を抑  

制し，それ以外の対処行動を促進したと考えられ  

る。心配・不安が回避行動と関連しなかったのは，  

心配・不安が対人ストレツサーの原因となった「友  

人」との関係が維持できないかもしれない気持ちを  

表していたためと推定される。何とか関係維持に努  

めようと，第三者と関わったり，内省したり，積極  

的に行動する一方，回避的な行動は関係維持を損ね  

る可能性があるため抑制されたと考えられる。怒  

り・いらだちは第三者との関わり行動および回避行  

動と連関した。怒り・いらだちが第三者との関わり  
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