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大学生における状態アレキシサイミアに関する予備的検討

筑波大学大学院人間総合科学研究科‥心理学系 樫村 正美

On statealexithyrnia within college students：A pilot study
MasamiKashimura（hwtitute d勒cholqgn GYtlduate SchoolqfCb刀ゆrehensive Lhlman Sciences，
［放ね，g作物〆乃〟虎視∂α肝お詔，舟α循）

The purpose of this studyis to examine state alexithymiain relation to emotionalneglect，
StreSS COPing，and self−reflection．A questionnaire relating to the State Alexithymia Scale UapaneSe

VerSion of the state version of the Bermond−Vbrst Alexithymia Questionnaire；BVAQJ），the
EmotionalNeglect Scale（uniquely developed），a24−item version ofthe甘i−aXialCoping Scale（TAC−
24）and a scale for self−re幻ection was administered to 247 undergraduate students．Simple

COrrelation analysisindicated that the state version of the BVAQJhad a signi丘cant positive
COrrelationwith emotionalneglect and
negative correlation with h

avoidant coping on the TACT24，and had a signi載cant I

equenCy Of self−reflectionand fhcing the negative self．Accordingly；the

results of this study suggest that state alexithymia does not cause distress，and functions in
avoidingthe problematic situationsthat evoke psychologicaldistress．
Key words：Statealexithym1a，emOtionalneglect，StreSS COPlng

問 題

Freyberger（1977）によって報告された二次性アレ

キシサイミア（secondaryalexithymia）と同義であ
アレキシサイミア（alexithymia）とは，感情1）を
認知したり表出したりする感情制御の困難を示す臨
床概念である（職yl叫Bagby＆P訂k町1997）。詳
細な定義としては，①自分の感情を認識し表現する

る。これは．遺伝・生物学的要因に規定される一次
的なものではなく，身体疾患もしくは他のストレッ
サーに起因して起こる二次的で状態的なアレキシサ

ことが困難であること，②身体的な感覚と情緒的喚

イミアのことである（R町ber即ち1977）。状態とし
てアレキシサイミアを捉える多くの研究において，

起を区別することが困難であること，（D空想力（想像

アレキシサイミアが状態的でありうることを示唆す

力）が貧困であること，そして④機械的・操作的な思

る先行研究が報告されている（e．g．Honkalampi，
Hintikka，Saarinen，Lehtonen ＆ Viinamaki，2000，
Honkalampi，Koivumaa−Honkanen，′mnskanen，Hin−
tikka，Lehtonen＆Viinamaki，2001）。
Fteyberger（1977）の報告によれば，深刻な身体
疾患あるいは極度にストレスフルな状況に陥った患

考スタイル．といった4つの側面から構成される
（e．g．Lesseち1985；S血eos，1973；Thylon1984a）。こ
の概念は特性と状態としてのそれぞれの見方があり，
議論が分かれている（Akens＆De触er；1986）。
状態アレキシサイミア（statealexithymia）とは，
1）本研究では，過去の文献の中で情動と感情の間に一貫
Lた区別がない（今軋1999）ことや，1993年に発足
した日本感情心理学会において，感情＝emOtionを学
術用語として対応させたことから（松山1993），概
念の混乱を避けるために情動という語と感情という語
を同じ意味を持つ言葉として用いる。

者の中に感情表現や言語イヒ 空想活動が欠如される
といったアレキシサイミア棟の特徴を示す者がいる
ことが観察されている。例えば，腎臓移植や血液透
析を受ける患者に関する最近の研究では，こうした
ストレス過程に対する反応としてアレキシサイミア

の特徴が生じる場合が珍しくないことが確かめられ
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ている（Thyloretal．，1997）。この二次性アレキシ
サイミアの発生機序を考えれば，心身の重篤な疾
病・障害を有する患者が過酷な外的ストレッサーに
対しての反応を抑え，エネルギー消費を抑制するこ
とで生存をはかるという意味で，力動的観点からは
アレキシサイミアを一種の生体の防衛機能の発現で
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アほその性質から自身の感情を無視し，回避的な
コービンダスタイルと関連を示し，内省せずに自身
の否定性を直視することを回避すると考えられる。
よって本研究では．これらの仮説を検証することも
目的とする。

ある可能性が示唆されている（Fukunishi，Numata

方 法

＆Hattori，1994；Fhkunishi，Saito ＆Ozaki，1992，

小牧・久保，1997）。
つまり，個人の身に何らかのストレスイベントが
生じた際に何も感じまいと防衛として一時的にアレ
キシサイミア状態に陥るのだと考えられる。このこ
とは，感情に対して「感じないように，考えないよ

調査参加者

うに」無視すること（以下，感情無視emotional
neglect）で自分自身を保護し，生命維持を図ると

名，平均年齢20．35歳，ぷ）＝2．42）を分析対象とし

いった適応2）的な横能を備えていると解釈し直すこ
とが可能である。加えて上記のことから，状態アレ
キシサイミアとは自身の内省傾向を弱め．必要以上
に自分自身あるいは外界の否定的な側面に対して直
視しないようにするための一方略であると考えられ
る。以上のことから，状態アレキシサイミアと感情

関東圏内の大学生274名（男性153名，女性121名）
が調査に参加した。平均年齢は20．35歳（￡∂＝2．40）
であった。なお，データに不備のあった6名を分析

の対象から取り除き，268名（男性145名，女性123
た。

手続きおよび倫理的配慮
講義時間中に質問紙を配布して記入を依頼し，回
答終了後その場で回収した。なお，調査の趣旨を説
明し，調査への参加は自由意志であること，無記名

無視．および内省傾向や否定的側面への直視などの
諸変数は密接な関連性を持つと考えられる。
また，アレキシサイミアを防衛機制として捉える先

回答により個人の匿名性は保護されること．得られ
た回答は厳重に保護されることを紙面および口頭で
説明した。また，調査同意を得るため，紙面に調査
に協力する場合には丸印を記入する欄を設け，調査

行研究からは力動的な理論的解釈（Knapp，1981；

参加者の同意を得るようにした。

職yl叫1984b）からの示唆に加え，実証的検討におい
てもアレキシサイミアが非適応的あるいは未熟な防衛
との正の相関，適応的あるいは成熟した防衛との負の

質問紙の構成

相関を示すことが報告されている（Thylor etal．，

感情無視に関する1項目 不快で嫌な気持ちや感
情を抱いたとき，そうした気持ち・その出来事自体

1997；Wise，Mann＆Epstein，1991）。一方，意識的

を 何も感じないように，考えないように

なストレス対処としてのコービングとの関連を見た
検討は未だ少ない（後藤，2007）。加えて，状態と
してのアレキシサイミアとコービングとの関連を検
討された研究はまだない。

どうかを尋ねるため，独自に質問項目を作成した。
回答は6件法（ 全くあてはまらない（1点） から
非常にあてはまる（6点） ）で求められた。得点
が高いほど感情無視得点が高いことを示す。

したがって，本研究では状態アレキシサイミアを
検討するために状態版アレキシサイミア尺度を作成
すること，そして状態アレキシサイミアと関連を持

感情無視尺度 自分が抱いた感情を 感じないよ
うに，考えないように 日常的に無視する傾向を測

つと予想される感情無視に関する尺度を作成し，そ
の信頼性および安当性を検討することを目的とす
る。また，状態アレキシサイミアと感情無視，スト
レスコービングとの関連，および内省や否定的側面
への直視との関連を検討する。状態アレキシサイミ

定する尺度を独自に作成した。尺度項目の作成にあ
たり，本研究では項目を独自に作成することに加
え．アレキシサイミアが否認の防衛機制と密な関連

を持つという先行研究の指摘を受けてDefense
Style Questionnaire（中西，2002）の否認に該当す
る項目を参考にして作成した。日常生活における感

情無視傾向に関する8項目に対して，6件法（1．
2）本研究で述べる適応とは，長谷川（2005）が指摘する
ように進化的時間軸の中で語られる生物学的適応であ
り，社会的望ましさとは関係のないものである。すな

するか

全くあてはまらない〜6．非常にあてはまる）で評
定を求めた。 不快で嫌な気持ちを感じないように

わち，ある環境でその形質や行動が生存や繁殖の成功
に貢献していれば適応的であるとする考え方に基づい

無視する ， 自分の中で起こってくる感情に目を向
けないようにしている ， 不愉快な事実を，それが

ている。

まるで存在しないかのように無視する などの項目
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で構成される。教示文として， 普段のあなたに凝

コービング傾向が商いことを示す、

もあてはまるものに○をつけてください ■ という文

自己内省に関する項目 水間ら謝泊）の作成した
自己内省に関する15項目のうち．内省確度（5項

章を尺度の上部に記載した。

状態ア レキシサイ ミ ア Bermond＿Vbrst

目jおよび否宝性直観′5項齢 を軌−た− なお，

Alexithymia Questionnaire（BVAQ；Vbrst ＆ Ber−

否定性直視は4項目が逆転項目とな′二盲てお香ノき，内容

mond，2001）の邦訳版（BⅥ1Q−了：樫柑，2007）を居

的に否定性の回避として鍵えられるため（ 一針妙の

いて作成した。40項目から構成されるこの尺度は5
つの下位因子（感情言語化因数 空想体験欠如，感
情同定困艶 感情体験欠如，内省困乾，）から成り，
さらに2つの高次周子で分類される。高次因子はそ
れぞれ， 認知的要素（感情言語化困難，感情同竃

中のいやなところについてほ絶たくない ． 藍空∃浄の

困難．内省困鞋）
と 情緒的要素ら空想体験欠如，
感情体験欠如） で構成されるが，樫村（200射 に
おいて認知的要素の内省困難が情緒的要素に寄与L
ていたため，本研究でもその結果を受けて内省困難
を情緒的要素として用いた。BⅥlQは元々特性尺度
であるため，本研究において状態版を作成するにあ
たり，以下の2点を修正して用いた。1つ目は教示
文を この1カ月の間であなたの状態についてお聞
きします。まず下の設問を読んで下さい。各々のこ
とがらについて，この1カ月の間であなたはどれく
らい体験しましたか。最もあてはまるものを0で囲
んでください とし，2つ目として全質問項目の語
尾をすべて過去形（〜した）に修正Lたものを状態
アレキシサイミア尺度（以下，状態版BⅥlQづ）と
して用いた。また，BVAQはアレキシサイミアを従
来の一次元性（e．g．取ylon Ryan，Baghy；1985）の
ものではなく，二次元からなる複合概念として捉え
るため，本研究においても認知的要素と情緒的要素
の算出を行うが，今回は参考資料として状態アレキ
シサイミアの合計得点も算出することとする。回答
は5件法（ 全くあてはまらない（1点） から 非
常にあてはまる（5点）
）で求められた。得点が高
いほど各下位尺度得点が高いことを示す。
コービング測定尺度（取i−aXialCopingScale24−
item version：TAC−24）神村・海老原・佐藤・戸ケ
崎・坂野（二1995）の作成した尺度を用いた。この尺
度は全体で24項目だが，尺度の特徴上「接近一回
避」軸，「問題集点一感情焦点」軸，「認知的一行動
的」軸の3つの軸を設定しており，①肯定的解釈．
⑨カタルシス，③回避的思考，④気晴らし，⑥計画
立案，⑥情報収集．⑦放棄・諦め，⑧賓任転嫁と
いった8つの下位尺度から構成される。本研究で
は，mC−24の下位尺度である 憾情報収集 に関
しては内容的に本研究の主旨にそぐわないと判断さ
れたために予め調査から削除した。回答は5件法
（ まったくしない（1点ラ から いつもする（5
点） ）で求められた＄得点が高いほど各ストレス

中にあるいやな部分は本当の自浄ではないと暦∴■

などj．本研究ではこれを否定性回避とLて捉え，
使屈することとするし回答は5件法√ 金ゼミあては

まらないf′1点）付から 非常にあてはまる15
点）

）で求められた。得点が轟いほど内省磯獲，否

定性回避傾向が高いことを示す

結 果
尺度に関する検討
1．感情無視尺度の因子構造および信頼性の検討
感情無視尺寝の全8項削二ついて梅子分析を行っ
た結果（ hblel），スタリープロ、ノトの推移をもと
に単因子構造と判断された【。主成分分析を賓施」た

ところ．項目8の負荷畳で．40を下回る結審が得ら
れたため．再度主成分分析を実施し，教終的に箪1

主成分に7項目が抽出きれた。さらに Cmmbach
のα係数を算出したところ．朗と十分な内約整禽・性
が確認された。なお，感情無税尺度に性養は見られ
なかった（￡＝1．19，札ざ．）。

2．状腰アレキシサイミア尺度の検討
即仏Qlの因子構造は樫村∈筑碍7き においてすで
に確認されているため，卒研究では状暦数飢挽Qづ
の各下位尺度の内的一貫性について検討を行った蔦
逆転項目を処理した後に各下位民度に対して主成分
分析を行ったところ（℃ぬIe2き． 感情密語化囲鞄
と 山空想体験欠如 で各々2項臥 感情体験匁如

では4項臥 そLて
内省困乾 では3項目と紆鼠1
項目が十分な負荷畳を満たきなかった。そこでこれ
らの項目を除外して再度分析を行ったところ，確り
すべての項目が十分な負荷畳を示した。放えて信頼
性係数を算出した繚嵐 感情音譜化因鞋 ．−■空想
体験欠如 ，そして 内省困隆

において十曾なα

値が得られた。−感情同定観艶 の1項削こついて．

主成分分析時にほ十分な負荷塵を示していたもの
の，α係数で低い健を示Lたために削除L，再夜分
析したところ十分な債が得られた。また， 感情体
験欠如 の4項目でα係数を求めたところ．也L＝＝

07と非常に低い結果が得られた。このため，項目を
削除した時のα係数を参考に状態販BⅥlQづの項目
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mlel感情無視尺度の主成分分析
平均 （5か） 負荷量

質問項目

（4）精神的に辛いとき，そのことについて考えないようにする。
（6）不愉快な事実を，それがまるで存在しないかのように無視する。
（7）不安なとき，「自分は不安なんかではない」と自分に言い聞かせる。
（5）怒っているとき，「自分は怒ってなんかいない」と自分に言い聞かせる。
（3）自分の中で起こってくる感情に目を向けないようにしている。
（2）落ち込んでいるとき，「自分は落ち込んでなんかいない」と自分に言い聞かせる。
（1）不快で味な気持ちを感じないように無視する。

．76
．76
．74
．73
．70
．70

2．78 1．34
2．54 1．33
2．69 1．37
2．63 1．36
2．59 1．21
2．71 1．36

2・92 1・30 璽
3．60
51．39
．84

固有億
寄与率（％）
α係数

（8）しばしば．自分の感情を見せないと人から言われる。

3．36

1．57

固有値＊

寄与率（％）＊

注）上記の＊のついた固有億および寄与率は項目削除する前の億を示す

34と項目39の2項目を削除したところα＝．46（γ
＝．30，少＜．01）に上昇したため．低いα億では
あったがこの2項目を 感情体験欠如 とした。最

後に，状態版BⅥ1Qづの二次因子分析を行った
（nble3）。各下位因子の合計点を算出したものを
分析に用いた結果， 内省困難 は 情緒的要素
に寄与しており，先行研究と同様の結果が得られた
（樫村，2004）。以上の結果から，計26項目を状態版
BⅥ1Q」の暫定的な最終項目とした。なお， 空想
体験欠如 および 感情体験欠如 を除くすべてに
有意な性差が見られた ぐmble4）。

状態アレキシサイミアと感情無視，内省傾向，
およびコービングとの単相関分析
感情無視，状態アレキシサイミア，内省傾向およ
びコービングの関連性を検討するため，単相関分析

続いて，状態版BⅥ互Qづの各下位尺度間の関連に

ついては特性版BⅥ1Q」（樫村，2007）と同様の結
果を示した。状態版BVAQ一寸の各下位尺度と他の変
数間においては，感情無視（7項目）とは 感情言
語化困難 と 感情体厳欠貯 を除くすべての状態
アレキシサイミア下位尺度間で有意な正の相関が示
された。コービングとの間では， 肯定的解釈 ，
計画立案 ， 気晴らし そして カタルシス と
の間で大まかに負の相関が示された。一方， 放
棄・諦め や 回避的思考 とは一部だが正の相関
を示し． 責任転嫁 とはほとんど相関が示されな
かった。また，内省に関する尺度間では 内省頻
度 とはおおよそ負の相関， 否定性回避 とは正
の相関が示された。

考

察

を行った（ 指ble5）。まず，本研究において新たに

作成された7項目からなる感情無視尺度は1項目で
尋ねた感情無視に関する項目3）と正の相関を示した。
コービング間では 放棄・諦め ， 回避的思考 ，

肯定的解釈 ， 責任転嫁 ， 気晴らし で正の相
とは負の相関を示したが， カタル
シス
とは有意な相関を示さなかった。また，内省

本研究の目的は，状態アレキシサイミアと感情無
視，コービングおよび内省傾向との関連を検討する
ことで状態アレキシサイミアに関する知見を得るこ
とであった。

関， 計画立案

まず，本研究において新たに作成された感情無視
尺度は1因子構造であることが確認された。削除さ

に関する尺度間では 内省頻度 と負の相関， 否
定性回避 とは正の相関を示した。

れた1項目に関しては他の項目が自身で感情無視す
る傾向を捉えているのに比べ， 人から言われる
といった周囲からの評価を捉えるものであり，この

3）感情無視に関する1項目の記述統計は，平均値が3．49

（5か＝1．26），中央値が4．00，そして最頻値は4で
あった。なお，性差に有意差はなかった（f＝1．39，
札5．）。

項目だけ異質であると考えられることから削除され
たことは妥当な結果だといえる。この7項目による
感情無視尺度は1項目で尋ねた感情無視の項目とも
有意な正の相関を示し，内容的にも妥当であるとい

．30
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二hble2 状態アレキシサイミア尺度（状態版BⅥ鳩一）の主成分分析および倍額性係数
主成分
負荷畳

固有値 寄与率

α

11自分の気持ちについて話をするのは．友人にでさえ難しかった0
26 何かにいらだっているとき．自分の気持ちを他の人に話した（R）。
感情言語化困難

6 自分の感じている気持ちを他の人に好んで話した（RJo
2．27

31宮薬で自分の気持ちを表現することができた（R）。

37．85

．66

1自分の気持ちを言葉で表現することは難しかった￠
16 自分がどんなに気分が悪いかを表現したいとき．適切な言葉を見つけるのは簡単だった（R）。
21自分の気持ちについてもっと話すようにと人から買われた。
36 人と話をするとき．自分の気持ちに関するよりもむしろ，日常的な出来事に関する話を好んで
話した。
8
7
6

22 空想にふけることはほとんどなかった。

7
7

17 空想や非現実的な話にはあまり興味を持たなかった。

6

6

3

2．

32 いろいろなことを空想することは時間の無駄だと思った。

3 ウJ

6
5

27 一風変わった空想話を好んで考え出Lた（R）。

2 7
4

2

QU
5

空想体験欠如

7 ぼんやりしたり空想にふけったりすることはあまりなかった。
12 いろいろなことに想像力を働かせた（R）。

2 眠りにつく前に．私はさまざまな出来事を想像した（R）。
37 他にすることがないとき．ほんやりしていた（R）。
0
7
2

23 自分が何を感じているのか．わからなかった。

6
6

8 気が立っているとき．そのとき自分にどんな気持ちが生じているのかがはっきりしなかった。

5
4
5

月

3
∩ム

7
4
4

9

3

13 どうしたらいいかわからないと感じるとき，何故そう感じているのかがたいていわかった（R）。

3

9

2

5

28 気分が悪いとき．そのとき自分が心配なのか．落ち込んでいるのか．悲しいのかがわかった 伐）。

92

なかった。

0

感情同定困杜

33 何かに悩んでいるとき．そのとき自分が悲しいのか．心配なのか．みじめなのかがはっきりし

3 気分が悪いとき．そのとき自分が心配なのか．悲しいのか．怒っているのかがわかった（R）。
18 気分が良いとき．そのとき自分が愉快なのか，意気揚々としているのか，幸せなのかがはっき
りしなかった。
38 機嫌が良いとき．そのとき自分が興督しているのか．愉快なのか．意気揚々とLているのかが
わかった（R）。

8
5

誰かがこらえきれずに泣いているのを見たとしても．私は動じることはなかった。

9

如 14 自分の周りにいる友達とひどい言い争いになると．感情的になった（R）。

6
5

4 なにか思わぬ出来事が起こっても．私は冷静で．動じなかった。
＋

5

24 他の人たちが何かに激しく熱中しているときでさえ．私は動じることはなかった。

3
3

豊 20

人は．自分の気持ちを理解するよう努めるべきだと慮った（R）。
なにか気がかりなとき，どうして自分がそう感じるのか．その理由を見つけようとした（R）。
35 他の人たちがしばしば．自分の気持ちについて深く考えていることに対して．不思誅に思った0
15 気が気でないとき，その理由をあまり考え込まないことで，それ以上悩まないようにした。
25 感情に関することになると．よくわからないことがあった。

注1）Rは逆転項目．また固有億，寄与率およびαは項月削除後に算出したもの

1

5 自分の気持ちについて，深く考えることはなかった。

窒10

2

30 人は，自分の気持ちに目を向けるべきだと思った（R）。
40 気が立っているとき．そのときの自分の気持ちが何によるものなのか正確に知りたいと思った（R）。

4⁚

3

私は．辛いことを受け入れるために自分の気持ちを無視した。

6

0

仁U

誰かがひどく泣いているのを見ると，悲しいという気持ちが心の底から込み上げてきた（R）。

髪 9

6

19 不意に感情が心の底から込み上げてくることがあった（R）。

感 39 琵 34

3

〇
3
1

29 思わぬ出来事によって，自分の気持ちに打ちのめされた（R）。
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う結果が得られた。また，感情無視はコービングに

度で削除された項目は特性版BVAQJ（樫札

おける 放棄・諦め ， 回避的思考 ， 責任転嫁

2004）においても負荷量の低さから削除された項目

や 気晴らし など回避的コービングと正の相関を

とほぼ重複していた。これに加えて，状態版

示し，問題に対して回避あるいは無視して距離を置
こうとする態度と関連していた。このことは，感情
無視が自身の感情に対して 感じないように，考え

BVAQ」の下位尺度間相関では特性版BVAQ−i（樫
村，200生 2007）とほぼ同様の結果が得られてお
り，特性と状態で異なるものの両者は同じアレキシ
サイミアの様相を反映していると考えられる。 感

ないように と無視する自己保護的な対処方略であ
ることを考慮すれば，安当な結果であると考えられ
。感

る。これは内省に関しても同様のことがいえる

情無視を行う者が自分に向き合い，深く考えること
は少なく，また自身の否定性を直視せずに回避する
と予測されるが，そのことは本研究で見られた感情
無視と内省頻度，および否定性回避との関連で示さ

情体験欠如 に関しては特性版BⅥ互Q」■（樫村，
2004）でも項目のほとんどが削除された下位尺度で
ある。項目内容から検討してみると， 気持ちが心
の底から込み上げてくる や 感情的になる ， 動
じない など主に個人の感情体験を尋ねるものだ

が，このことは日本の文化的背景と関連があると考

妥当性の一部が示されたと考えられる。

えられる。日本文化において，感情表現を抑えるこ
とに価値が置かれ， 感情的 という言葉にあまり

続いて，本研究で作成された状態版BVAQ一丁につ
いては，主成分分析および信頼性係数の結果から14
項目が削除され，計26項目の状態版BⅥ1Q」が完成
された。 感情体験欠如 を除く他の4つの下位尺

好ましくないニュアンスがある（古宮，2001）。日
本を含むアジア圏文化では，欧米文化に比べて感情
のコントロールをより一層高く評価し，感情に対す
るオープンな態度に価値を置かないのが一般的であ

れているといえる。よって感情無視尺度の信頼性と

るとさえ言われている（Kim，1995；Narikiyo＆
Kameoka，1992）。こうした感情に対する特有の態度や

nble3 状態アレキシサイミア尺度における二次

価値観は回答者の項目に対する理解を妨げる要因にも

国子分析

FI

F2

（認知的要素） （情緒的要素）
感情同定困難
感情言語化困難
4

∴15

．16
．14

内省困難

空想体験欠如

6 7
7 5 3

感情体験欠如

注）主因子法，プロマックス回転による因子分析

なりうると推察される。BVAQ（Vbrst＆Bermond，
2001）は西洋文化圏で作成された尺度であり，特に
感情体験欠如 はBVAQのみに含まれる尺度であっ
て他のアレキシサイミアを捉える尺度（e．g．後藤・
小玉・佐々木，1999：Thyloretal．，1985）にはな
い。海外のアレキシサイミア尺度を邦訳したもので
はアレキシサイミアの各側面が確認されていること
か ら（Fukunishi，Kaji，Nakagawa，Nakamura，
Kiknchi， hkubo，＆Nishimura，1996；小牧・前田・
有村・中田・篠田・緒方・志村・川村・久保，

Table4 感情無視，および状態アレキシサイミアの性差
男性（〝＝145） 女性（乃＝123）
平均（￡D）

平均（5か）

感情無視（7項目）

19．32（6．30）

18．35（7．00）

1．19

感情言語化困難

19．06（4．00）

17．29（4．52）

3．40＊＊

空想体験欠如

15．06（4．54）

感情同定困難

19．16（3．80）

感情体験欠如
内省困難

14．51（4．49）
18．00（4．25）

5．90（1．99）

5．65（2．00）

13．10（3，45）

12．02（3．11）

．99
2．77＊＊

1．01
2．67＊＊

認知的要素

38．22（6．16）

35．09（7．39）

3．78＊＊

情緒的要素

34．06（7．53）

32．18（6．76）

2．13＊

状態アレキシサイミア合計

72．28（9．65）

67．27（11．27）

3．92＝

注）＊＊：♪＜．01，＊：♪＜．05
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2003）， 感情体験欠如 に関しては日本人を対象と
したさらなる検討が求められるアレキシサイミアの

妥当な結果であるといえる。アレキシサイミアと非
適応的・未熟な防衛との正の相関が報告されている

一側面であるといえる。また，状態版BⅥなQ−Jの各

が（Thyloretal．，1997；Wise etal．，1991），ストレ

下位尺度の性差を検討した結果， 空想体験欠如
と 感情体験欠如 の2つを除くすべてにおいて男
性が女性よりも得点が有意に高いという結果が示さ
れた。アレキシサイミアを特性として報告している
先行研究からは，アレキシサイミアに性差が見られ

スなどの困難状況において感情を明確にせず未分化

ないもの（e．g．Baghy；Parker；＆Thylor；1994），また
は女性の方が高いものk．g．小牧他 2003）と一貫

しない結果が報告されている。一方，BⅥ1Q
（Vbrst＆Bermond，2001）ではアレキシサイミア
の合計得点は男性が女性よりも高値を示しており，
加えて結果は一貫せずとも，男性の方が女性よりも
アレキシサイミア得点が高いことを示す先行研究が
多い（林，2005）ことなどから，本研究で得られた
性差は妥当な結果であるといえる。

最後に．状態アレキシサイミアと各尺度間の単相
関分析の結果であるが，状態版BⅥ互Q−寸の各下位尺
度と感情無視尺度間では 感情言語化困牡 と 感
情体験欠如 を除くすべてにおいて弱い正の相関を
示すといった仮説通りの結果が得られた。本研究の
結果から感情無視と状態アレキシサイミアとの因果
関係は論じられないものの，感情を感じないように
する傾向は状態アレキシサイミアと関連を持つこと
が明らかとなった。また，内省頻度と否定性回避に
おいても仮説がほほ支持された。自身を振り返らな
かったり自身の否定性を直視しないことは個人の
悩まなぎ に通じるものであると考えられる。例
えば，ネガティブな出来事の後に自己に注意を向け
ることで抑うつに陥るという指摘もあるように（坂
本，1997），状態アレキシサイミアであることで心
理的苦痛を受けずに済む可能性が考えられる。しか
し，自分の短所や不足について考えることは反省に
なり．そのことは人格の向上の基礎となるものであ
ることから（吉川，1960），自身を省みることは個
人の成長にとって非常に重要である。よって，この
悩まなさが続くようであれば，人格面への悪影響と
して個人に跳ね返ってくると考えられる。
そして，状態アレキシサイミアとコービングとの
関連についてもおおよそ仮説通りの結果が得られ
た。状態アレキシサイミアの諸側面はおおよそ回避

的なコービングと正の関連を示し，積極的に関与し
ようとするコービングとは負の関連を示していた。
これは状態アレキシサイミアが状況に対する自己保
護的な防衛として機能すると考えられることから，
ストレス状況に直面するような直接関与はせず，距
離を置こうとするコービングと関連を示したことは

な感情状態を保ち，内省を深めず表面的に振る舞う
ことは人が脅威から身を守る上での適応的対処とも
考えられる。しかし，先述したように状態アレキシ
サイミアの長期化は個人への悪影響につながりかね
ない。また，状態アレキシサイミアが 気晴らし
や カタルシス など感情発散型の行動に従事しな
い結果を受け，状態アレキシサイミアに陥った際に
は外の世界に開かれず，内にこもってしまう危険性
を示す結果でもあると考えられる。したがって，状
態アレキシサイミアはあくまで即時的な適応を個人
にもたらしうるものであると推察される。
以上のことから，本研究における仮説は大まかに
支持されたといえる。これまでの状態アレキシサイ
ミア研究では特性版の尺度を用いた検討がほとんど
であり，今回作成された尺度は今後の状態アレキシ
サイミア研究に使用していくことができると考えら
れる。しかし，状態であるならばその変動性を確認
する必要があるが，本研究では検討できていない。
また，本研究の結果はあくまで横断研究で得られた
ものあり，変数間の因果関係については論じきれな
い。また，感情無視傾向と状態アレキシサイミアの
各側面との関連は見られたものの，非常に弱い関連
性を示す結果にとどまっている。先述したように状
態アレキシサイミアの生起には感情無視が関連する
と考えられるが，以上の結果からはそれらの関連性
や因果関係というものを明確に断言することができ
ない。よって，今後としては縦断研究によってこの
因果関係を検討していくことに加え，予備的検討に
とどまった本研究を発展させる形として，状態アレ
キシサイミアに関するさらなる検討が必要である。
本論文では状態アレキシサイミアの適応性について
生命の維持という進化的時間軸の中で語られる生物
学的適応の視点で論じている。だが，この状態アレ
キシサイミアが個人にどのようにして心身に対する
適応をもたらしうるのかについての実証的検討を行
う必要がある。本研究において，状態アレキシサイ
ミアの即時的適応性が論じられたが，これについて
は先述したような人格面への悪影響など，適応性の
功罪がつきまとう可能性が十分にあることに注意が
必要である。
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