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不安汐抑う詔撃窓を汐馨蒸す感情語の構造
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Inthisstudy，thestructureofa托ectadjectivesexpressinganxiety，depressionandan酢汀WaS

investigatedin various situations．Japanese studerltS Ⅵrere aSked toimagin seve王1emOtional

situations．Each situationinduces the followingemotions：（a）anxiety，（b）depression，（c）anger，
（d）anxietyand depression，（e）anxietyand anger，（わdepl・eSSionand anger，and（g）anxiety，
depression and angel∴In each situation，Students were asked to complete a checklist that

COnSisted of affect adjectives expressing anxiety，depression，and anger．These adjectives
were

analysedbyaclusteranalysis foreachsituationseparately．Inthesituationelicitiilgboth anxiety

and depression，depression adjectives expressing mood disturbance were closely related
to

anxiety adjectives．In the situation eliciting both depl－eSSion and anger，depression adjectives
were closely related to anger adjectives．However，anXiety adjectives and anger adjectives

were

not found to bein a close relationin any situation．These findingsimply that“anxiety and

depression”and“depression and anger”are mol・e Closely related to“anxiety and anger”are・

鑑eywo㌻ds‥anXiety，depression，anger，a胎ctadjectives，StruCture Ofa胎cts・

問題と目的

本研究では，不安，抑うつ，怒りといったネガ

ティブな感情語の構造について検討を行った．不

安，抑うつ，怒りはネガティブな感情の代表的なも

のであり，臨床心理学領域の感情研究では欠かせな

い感情である．Zuckerman＆Lubin（1965）は，臨床

的に重要な不安，抑うつ，敵意の3つの下位尺度を

持つ Multiple Affect Adjective Check List

（MAACL）を作成している．しかし，これらの3つ

の下位尺度の相互相関が非常に高いこと（Gotlib＆

Meyer，1986）や3つの感情のうちのある特定の1つ

を誘発する実験操作を行ってもそれ以外の感情を測

定する尺度の得点も高くなってしまう（Polivy，

1981）などの問題がこれまでに指摘されている．こ

れらの問題から上記の3感情を分離して測定するこ

との困難性についての議論がなされている．

これまでにMAACLをはじめとするいくつかの感

情測定尺度が開発されてきたが，これはある特定の

感情語とある特定の感情カテゴリーとの関係を固定

的に捉えることによって成り立っている．つまり，

例を挙げて言うならば，不安尺度に含まれる感情語

は，いついかなる状況でも不安を表しているという

前提があることになる．しかし，Russell（1980）

は，感情語そのものの境界が曖昧であり，1つの感

情語がいくつかの感情と関連しているのではないか

という指摘をしている．そしてある感情語がどのよ

うな感情と関わっているのかを検討することによっ

て，感情間の関係の強さについて研究することがで

きる，としている．この立場に立てば，もともと1

つの感情語が特定の1つの感情を表すのではなく，

さまざまな感情を表すのに用いられると考えること

ができる．実際に，我々の日常では，文脈によって

その言葉の表す意味が異なってくることは誰もが体

験していることであろう．例えば，以下に紹介する

鈴木（1998）の研究でも「だるい」などの倦怠感を表

す感情語は，抑うつを表す感情語としても考えられ

るが，怒りとも近い関係にある．日常でも「だる
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い」という言葉が間接的に怒りを表現するのにも用

いられるということは周知のことと思われる．1つ

の感情語が複数の感情カテゴリーと関わっていると

考える方が，現実に即しているのではないだろう

か．

鈴木（1998）は，感情語と感情カテゴリーの関係が

固定的ではなく，状況によって異なるのではないか

という想定の元に，感情語の研究を行っている．そ

の研究においては，主として不安を表すのに用いら

れる感情語（以下，不安語），抑うつを表すのに用い

られる感情語（以下，抑うつ語），怒りを表すのに用

いられる感情語（以下，怒り語）を用いて，不安を喚

起する場面（以下，不安場面），抑うつを喚起する場

面（以下，抑うつ場面），怒りを喚起する場面（以

下，怒り場面）の3場面でその感情語の構造につい

て，検討している．その結果として，3つの感情場

面でのデータを併せて分析した場合には，感情語は

不安語，抑うつ語，怒り語に分かれることが示され

た．また，不安場面でのデ｝夕のみを用いた場合に

は，抑うつ語は怒り語に近い関係にあるのに射し，

怒り場面では抑うつ語は不安語に近い関係にあっ

た．さらに，抑うつ場面では，抑うつ語は心理的落

ち込みを表すものと，倦怠感を表すものとに分離

し，心理的落ち込みを表す抑うつ語は不安語に近い

関係にあり，倦怠感を表す抑うつ語ほ怒り語に近い

関係にあることが示された．これらの結果から，鈴

木（1998）ほ，3つの感情語グループのまとまりは必

ずしも安定したものではをいが，ある程度のまとま

りをもっていること，そして特に抑うつ語はそのま

とまりが弱く，分離しやすく，不安語とも怒り語と

も関連が深いということを結論づけている．

本研究は鈴木（1998）の研究を土台にして，さらに

上記の3つの感情間の関係について詳細に検討す

る．まずほ，鈴木（1998）の研究結果を追試すること

を目的とする．その上で，さらに感情間の関係につ

いて検討するために，複数の感情を喚起する場面で

の感情語構造を検討する．具体的な内容としては，

不安と抑うつを喚起する場面，不安と怒りを喚起す

る場面，抑うつと怒りを喚起する場面，不安・抑う

つ・怒りの3つの感情を喚起する場面を新たに用い

る．先行研究で用いられたような特定のある感情を

喚起する場面では，その夕叫ゲットとされた感情を

主として表す感情語の得点が高くなることが予想さ

れる．しかし，複数の感情を喚起する場面であれ

ば，そこでターゲットにされた複数の感情を表す感

情語の得点が同時に高くなり，その喚起される感情

同士の関係が強い場合，喚起される感情語間の関係

が近くなることが予想される．例えば，不安と抑う

つを同時に喚起する場面であれば，不安語と抑うつ

語の関係が近くなるということである．この方法を

用いて，さらに詳細に3感情間の関係についての検

討を行う．

方 法

対象 大学生239名（男子94名，女子143，不明2

名，平均年齢19．0歳）

質問紙の構成（a）不安，（b）抑うつ，（c）怒り（d）不

安・抑うつ，（e）不安・怒り，（f）抑うつ・怒り，

（g）不安・抑うつ・怒りの各感情場面毎に1枚ずつ

質問紙が用意された．予め用意された場面に対し

て，36の感情語について「全く感じていない」から

「はっきり感じている」までの4件法で回答が求め

られた．

用いられた場面 鈴木（1997）は35名の大学生から

「不安」，「抑うつ」，「怒り」を引き起こす場面を面

接調査で収集した．そして，そこで収拾された各感

情35場面ずつ計105場面を別の38名の大学生に呈示

し，通常当事者が「不安」，「抑うつ」，「怒り」のそ

れぞれをどの程度感じるかについて，「1全く感じ

ていをい」から「5はっきり感じている」までの5

件法で評定するよう求めている．その研究結果から

（a）主として不安を喚起する不安場面，（b）主として

抑うつを喚起する抑うつ場面，（c）主として怒りを

喚起する怒り場面，（d）主として不安と抑うつを喚

起する不安・抑うつ場面，（e）主として不安と怒り

を喚起する不安・怒り場面，（f）主として抑うつと

怒りを喚起する抑うつ・怒り場面，（g）不安，抑う

つおよび怒りを喚起する不安・抑うつ・怒り場面と

して適当なものを選択した．選択された場面は以下

の通りである

（1）不安場面授業中，予習していなかった部分を

先生に質問された．

（2）抑うつ場面
一生懸命勉強したテストが，あま

り勉強しなかった友人よりも点が悪かった．

（3）怒り場面 隣の部屋の人が夜中友達と騒いでい

た．

（4）不安・抑うつ場面 グループ実習で，他の人よ

りも作業が遅くミスが多い．

（5）不安・怒り場面 帰宅途中，友達と歩いていた

ら，自転車に乗って後ろからやってきた酔っぱ

らいの中年男に突然腕を捕まれからまれた．

（6）抑うつ・怒り場面 大変をレポ肘トが課され

て，週末遊びに行く予定がダメになった．

（7）不安・抑うつ・怒り場面 友人と初めて行った

親睦会で，友人からも他の参加者からも無視さ
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れた．

なお，各場面についての3感情の評定平均値は，

Tablelに示した通りであった．

用いられた感情語 多面的感情状態尺度（寺崎・岸

本・古賀，1992），状態一特性不安尺度（日本版：中

里・水口，1982），ペックうつ尺度（日本版：中川・

馬場，1988），顕在性不安尺度（日本版：阿部・高

石，1968）をもとに鈴木（1998）の研究で使用され

た，主として不安を表すのに用いられる不安語，抑

うつを表すのに用いられる抑うつ語，怒りを表すの

に用いられる怒り語それぞれ12語ずつ，計36語を用

いた（Table2）．

結 果

場面による感情語構造の違いを検討するために，

相関係数に基づくクラスタ｝分析を行った．クラス

タ｝分析では，因子分析のように研究者の任意で因

子数を指定するというような手続きがないので，場

面間の比較には適していると考えられたからであ

る．7つの感情場面毎に分析を行ったが，その際，

先行研究との比較が可能となるように，先行研究と

同じウォード法を形式的に適用した．その結果は下

記の通りであった．

（1）不安場面 まず，不安語が1つのクラスターと

して分かれ，そして怒り語と抑うつ語に分かれ

た．ここでは抑うつ語は不安語よりも怒り語に

近い関係にあった．また，さらに抑うつ語は，

「くよくよした」，「ふさぎこんだ」，「沈んだ」

など心理的な落ち込みを表すものと，「だるい，

「疲れた」，「無気力な」など倦怠感を表すもの

に分かれる傾向にあった（Fig，1）．

（2）抑うつ場面 不安語がまず分かれたが，怒り語

の山部がその中に混じっていた．そして残りの

感情語は次に抑うつ語と怒り語に分かれ，さら

に抑うつ語は，心理的落ち込みを表すものと倦

Tablel f召いられた場面についての各感情の評定平均値

場 面 不 安 抑うつ 怒 り

不安場面

抑うつ場面

怒り場面

不安・抑うつ場面

不安・怒り場面

抑うつ・怒り場面

不安・抑うつ・怒り場面

4．13 乙79 2．08

乙32 3．53 2．61

1．50 2．11 3．97

3．82 3．71 1．68

4．21 1．50 4．21

2．08 3．29 3．61

3．87 3．84 3．18

Table2 用いられた感情語

不安語 抑うつ語 怒り語

緊張した

張りつめた

どきどきした

懸命な

真剣な

動揺した

あせった

びくりとした

心配な

おろおろした

不安な

落ち着かない

沈んだ

ふさぎこんだ

無気力な

くよくよした

だるい

養うつな

つまらない

物悲しい

疲れた

引け目を感じている

悲観した

ぼうぜんとした

むっとした

かっとした

おこった

不機嫌な

憎らしい

気分を害した

むしゃくしゃした

敵意のある

うらんだ

攻撃的な

イライラした

挑戟的な
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怠感を表すものに分かれる傾向にあった（Fig．

2）．

（3）怒り場面 まず，怒り語が1つのクラスターと

して分かれた．そして次にほぼ不安語と抑うつ

語に分かれたが，不安語の一部は抑うつ語に近

いものにをっている．全体的にここでは抑うつ

語は不安語に近い関係にあった（Fig．3）．

（4）不安・抑うつ場面 不安語を中心としたグルー

プと怒り語を中心としたグループに分かれた．

不安語を中心としたグループには心理的落ち込

みを表す抑うつ語が含まれ，怒り語を中心とし

たグループには倦怠感を表す抑うつ語が含まれ

ていた（Fig．4）．

（5）不安・怒り場面 怒り語がまず1つのクラス

ぴくりとした、動揺した、真剣な、

おろおろした、懸命な、緊張した、

不安な、どきどきした、心配な、落

ち着かない、張りつめた、あせった

挑戦的な、気分を害した、おこつ

た、むしやく しやした、攻撃的な、

うらんだ、むっとした、不機臆な、

かっとした、憎らしい、敵意のあ

る、イライラした

ぼうぜんとした、無気力な、だる

い、つまらない、疲れた

悲観した、引け目を感じている、く

よくよした、ふさぎこんだ、沈ん

だ、物悲しい、憂うつな

Fig，1 不安場面でのクラスター分析結果

挑戦的な、攻撃的な、敵意のある

真剣な、懸命な

びくりとした、動揺した、おろおろ
l

したこ緊張した、不安な、どきどき

した、心配な、落ち着かない、張り

つめた、あせった

気分を害した、おこつた、むしやく

しやした、うらんだ、むっとした、

不機嫌な、かっとした、憎らしい、

イライラした

無気力な、だるい、つまらない、疲

れた

悲観した、引け目を感じている、ぼ

うぜんとした、くよくよした、ふさ

ぎこんだ、沈んだ、物悲しい、憂う

つな

Fig・2 抑うつ場面でのクラスター分析結果
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ターとして分かれ，そして次にほぼ不安語と抑

うつ語に分かれた（Fig．5）．

（6）抑うつ・怒り場面 怒り語。抑うつ語の大部分

を含むグル｝プと不安語を中心にしたグループ

に分かれた．抑うつ語・怒り語を含むグループ

は，さらに抑うつ語と怒り語に分かれた．不安

語を中心としたグループは，不安語に加えて，

抑うつ語・怒り語の一部が混在している（Fig．6）

（7）不安・抑うつ・怒り場面 怒り語を中心とした

クラスターにまず分かれ，そして残りの感情語

は不安語を中心としたクラスターと抑うつ語を

中心としたクラスターに分かれた（Fig．7）．

悲観した、くよくよした、引け目を

感じている、ふさぎこんだ、沈ん

だ、物悲しい

びくりとした、動揺した、不安な、

心配な、あせつた

ぼうぜんとした、無気力な、だる

い、つまらない、疲れた

真剣な、おろおろした、懸命な、緊

張した、どきどきした、落ち着かな

い、張りつめた

憂うつな

挑戦的な、気分を害した、おこつ

た、むしやく．しやした、攻撃的な、

うらんだ、むっとした、不機嫌な、

かっとした、敵意のある、憎らし

い、イライラした

Fig．3 怒り場面でのクラスター分析結果

悲観した、引け目を感じている、く

よくよした、ふさぎこんだ、沈ん

だ、物悲しい、整うつな

ぴくりとした、おろおろした

動揺した、真剣な、懸命な、緊張し

た、不安な、どきどきした、心配

な、落ち着かない、張りつめた、あ

せった

ぽうぜんとした

挑戦的な、気分を害した、おこつ

た、むしやくしやした、攻撃的な、

うらんだ、むっとした、不機嫌な、

かっとした、憎らしい、敵意のあ

る、イライラした

無気力な、だるい、つまらない、疲

れた

Fig．4 不安・糾うつ場面でのクラスター分析結果
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悲観した、引け目を感じている、無

気力な、だるい、くよくよした、ふ

さぎこんだ、つまらない、疲れた、

沈んだ、物悲しい、整うつな

真剣な、懸命な

ぴくりとした、動揺した、おろおろ

した、緊弓最した、不安な、どきどき

した、心配な、落ち着かない、張り

つめた、あせつた

ぼうぜんとした

挑戦的な、気分を害した、おこつ

た、むしやくしやした、攻撃的な、

うらんだ、むっとした、不機嫌な、

かっとした、憎らしい、敵意のあ

る、イライラした

Fig．5 不安・怒り場面でのクラスター分析結果

真剣な、懸命な

引け目を感じている

おろおろした、緊張した、不安な、

どきどきした、心配な、落ち着かな

い、張りつめた、あせった

挑戦的な、攻撃的な、敵意のある

ぴくりとした、動揺した

悲観した

気分を害した、おこつた、むしやく

しやした、うらんだ、むっとした、

不機嫌な、かっとした、憎らしい、

イライラした

ぼうぜんとした、無気力な、だる

い、くよくよした、ふさぎこんだ、

つまらない、疲れた、沈んだ、物悲

しい、憂うつな

Fig．6 抑うつ・怒り場面でのクラスタ山分析結果

考 察

まず，先行研究との比較を行う．先行研究では，

不安場面，抑うつ場面，怒り場面の3つの感情場面

が用いられた．不安場面と怒り場面に関してほほぼ

同様の結果が認められた．つまり不安場面では不安

語がまず分かれ，次に抑うつ語と怒りが分かれると

いう構造にあり，怒り場面では，まず怒り語が分か

れ，次に不安語と抑うつ語が分かれるという構造で

ある．どちらの研究でも，不安場面では不安語が，

怒り場面では怒り語が，まずクラスターとして分離

するというように，その場面で中心的に喚起される

と考えられている感情語グループがまず分離してい

るのが特徴的である．中心的に喚起される感情語の
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悲観した、引け目を感じている、無

気力な、だるい、くよくよした、ふ

仙さぎこんだ、つまらない、疲れた、
沈んだ、物悲しい、菱うつな

動揺した

ぴくりとした、おろおろした、緊張

した、不安な、どきどきした、心配

な、落ち着かない、張りつめた、あ

せった

ぼうぜんとした

気分を害した、おこつた、むしやく

しやした、うらんだ、むっとした、

不機嫌な、かっとした、敵意のあ

る、憎らしい、イライラした

挑戦的な、攻撃的な

真剣な、懸命な

Fig．7 不安・抑うつ・怒り場面でのクラスター分析結果

まとまりはよくなり，他の感情語との関係が薄くな

ることが窺える．その一方で抑うつ場面での結果は

先行研究と一致したものにはなっていない．先行研

究では，不安語グループと怒り語グループに分か

れ，心理的な落ち込みを表す抑うつ語は不安語に，

倦怠感を表す抑うつ語は怒り語に，それぞれ近い関

係にあった．しかし，今回の結果では，不安場面で

の結果と類似したものになっている．いずれにせ

よ，抑うつ場面で中心となる抑うつ語が最初に他の

感情語から分かれるという構造になっていないこと

から，抑うつ語は他の感情語との関係が強いため

に，最初に抑うつ語グループが枝分かれするという

構造が得られにくいことが窺えた．

次に今回の研究で新たに設定した，複数の感情を

喚起する場面での感情語構造について考察する．不

安・抑うつ場面では，抑うつ語のうち心理的落ち込

みを表すものが不安語に近い構造になっている．ま

た，抑うつ・怒り場面では怒り語と抑うつ語が近い

関係にある．このように，不安・抑うつ場面および

抑うつ・怒り場面では，中心的となるであろう複数

の感情語が近い関係になる傾向が認められる．しか

し不安・怒り場面では，不安語と怒り語とが近い関

係にあるとは言い簸い．このことは，不安と怒りと

が結びつきにくいということを表していると考えら

れる．

3つの感情語グル｝プの構造を全体的に見通す

と，ほぼ先行研究と一致したものになっている．抑

うつ語は不安語と近い関係になったり，怒り語と近

い関係になったりと，その状況によって，どちらの

感情とも近くなる傾向がある．しかし不安語と怒り

語は関係の近くなる感情語もあるものの，全体とし

て近くなることはほとんどないことが窺えた．ま

た，抑うつ語グル｝プが2つに分かれ，心理的な落

ち込みを表すものが不安語に近くなる傾向があり，

倦怠感を表すものが怒り語に近くなる傾向があると

いう結果も先行研究に山致したものである．

要 約

（a）不安のみを喚起する不安場面，（b）抑うつのみ

を喚起する抑うつ場面，（c）怒りのみを喚起する怒

り場面，（d）不安と抑うつを喚起する不安・抑うつ

場面，（e）不安と怒りを喚起する不安・怒り場面，

（f）抑うつと怒りを喚起する抑うつ・怒り場面，（g）

不安，抑うつおよび怒りを喚起する不安・抑うつ・

怒り場面の7場面で，不安語，抑うつ語，怒り語そ

れぞれ12語ずつ，計36語の感情語構造について検討

した．その結果，先行研究と同根に，抑うつ語は不

安語と近くなったり，怒り語と近くなったりと，そ

の状況により，どちらの感情語とも近くなることが

窺えた．特に，今回の研究で用意された，不安・抑

うつ場面では，不安語と心理的な落ち込みを表す抑

うつ語が近い関係にあり，また抑うつ・怒り場面で

は，抑うつ語と怒り語が近い関係にあった．一
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方，，不安・怒り場面を含めて，不安語と怒り語が

近い関係になることはほとんどなかった．これらの

ことから，「不安と抑うつ」および「抑うつと怒

り」の関係は密接なのに対して，「不安と怒り」は

遠い関係にあることが窺えた．
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