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高齢者にお8着る記憶の鴎藍効力感
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The p11rpOSe Of this study was to examine the relation between memory self－efficacy，the

frequency of memory failures，and cognition for memory changes with aging．To this end，a

memory selトe打icacyscale wasconstructed，andits validityand reliability were testedin apilot

Studyin w】1ich145undergraduate studentscompleted thescaletogetherwith aself－eSteem SCale

and ashortinventoryofminorlapses．Based onthe resultsofthisstudy，amemOry Self－efficacy

SCale fol－01der adults was created．In the mairlStudy，these three scales were given to17101der

adults．Th（さ 王一eSultindicated that there was a strong negative correlation between memory

Sel‘f－efficac）rand the frequency of memory failures，and a strong negative correlation between

memory selトefficacy and cognition for memory changes．

鼠ey words‥memOry Selトefficacy，打equency of memory failures，COgnition for memory change

問 題

人ほある事態に対処する際に，一定の結果に導く

行動を自らがどの程度うまく行えるか，という自己

評価を行うことができる．このような，特定の事態

に対して「このくらいはできる」と知覚された，可

能性の認知のことを自己効力感（selトe純cacy）とい

う（Bandura，1977）．坂野・東條（1986）は，個人が

どの程度，この自己効力感を有するかで個人の行動

変容を予測し，不適応な情動反応や行動を変化させ

ることができると指摘している．

これまで自己効力感は，数多くの臨床的治療ヤプ

ログラムに応斤量されてきた．例えば，へび恐怖症

（Bandura，AdamlS＆Beyer，1977），視線恐怖症（前

田・坂野・東條，1987）などであり，自己効力感の

上昇に伴い，へび（あるいは視線）に接近するという

遂行レベルも上昇することが例証されている．ま

た，恐怖症の治療以外の領域においては，Di

Clemente（1981）が禁煙行動における自己効力感を検
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討し，喫煙の誘惑に対する自己効力感が高い人ほ

ど，禁煙を維持できることを明らかにしている．さ

らに，Manning＆Wl・ight（1983）は，妊婦の出産の

痛みコントロールについて検討し，痛みのコント

ロールに対する自己効力感が，その後の実際の行動

を的確に予測することを実証している．

このように，さまざまな特定領域における自己効

力感が検討さ頚lているが，その領域が記憶であった

場合には，記憶の自己効力感を測定することとな

る．記憶の自己効力感のような自己の記憶能力の認

知は，メタ記憶（Flavell，1971）を構成する概念の一

部とされ，検討が行われてきた．メタ記憶とは，自

己の記憶についての評価と知識，および記憶方略や

記憶状況のモニタリング，記憶遂行のコントロール

を包括した概念である．

従来のメタ記憶研究では，主に記憶の発達を明ら

かにする，または学校での成績と自己の記憶の認知

との関係を検討することが研究目的であった．その

ため調査対象者は，幼児や小学生から大学生までの
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比較的低・若年層であり，そのような対象者のメタ

記憶を測定するための質問紙が作成され，研究が行

われてきた．豊田（1993）は小学生において，子供の

記憶活動における発達的変化を検討した．その結

果，5年生では記憶に対する自信と単語自由再生と

の成績，6年生では記憶に対する自信と順唱との成

績に関連があり，記憶に対して自信がある者ほど，

記憶成績もよいことが報告された．また，楠見

（1983）は大学生を対象にメタ記憶と記憶成績との関

係を検討したが，両者間に明確を対応関係は見いだ

せなかった．

一方，これまでのところ，成人，とりわけ高齢者

の記憶の自己効力感を検討している研究はほとんど

見られない．近年，社会の高齢化に伴い，生涯学習

が叫ばれて久しい．高齢者の記憶のメカニズムや学

習を考えていく上で，高齢者がどのような記憶の自

己効力感を保持し，それが他の要因とどのように関

係しているのかを明らかにすることは重要であると

考える．

そこで，本研究では，成人や高齢者に使用可能で

ある，記憶の自己効力感尺度を作成することを予備

調査1，2で試みる．その後，本調査において，高

齢者を対象として，それら予備調査に基づき作成し

た記憶の自己効力感尺度と，記憶の自己効力感と関

係すると考えられる要因との検討を行う．なお本論

文では，関連要因として，記憶の失敗経験と記憶変

化の認知を取りあげ，両者が記憶の自己効力感とど

のような関係にあるのかを明らかにする．

予備調査1

目 的

前述したように，従来のメタ記憶研究は，主に

低・若年層の記憶の発達や学習の観点から行われて

いた．そのため，楠見（1983）やDixon，Hultsch＆

Hertzog（1988）によって作成されたメタ記憶質問紙

のうち，記憶の自己効力感と関係すると考えられる

ものは「先週の授業がどこまで進んだかを覚えてい

る」「公式や英語の文法をいつまでも覚えていられ

る」のような，授業場面を想定した項目やテストに

関する項目などである．しかしながら，授業やテス

トなどとほとんど関係しない高齢者に対して，その

ような質問項目を用いて記憶の自己効力感を測定す

ることは不適切であると考える．また，「家に帰っ

てからその日の出来事を思い出せる」のように，日

常生活場面が想定されている質問項目もいくつか存

在しているが，その数は少をい．

そこで，予備調査1では授業やテスト場面以外に

おいて，記憶の自己効力感を測定できる質問項目を

収集・案出し，成人や高齢者を対象とした記憶の自

己効力感質問紙を作成することを目的とする．

ところで，一般的な考え方からほ，記憶の自己効

力感が高いほど，記憶テストにおける成績はよいと

いう結果が得られると推測するであろう．これは，

小学生における豊田（1993）の結果や大学生における

河野（1999）の結果と一致する概念である．しかしな

がら，高齢者では，記憶テスト前という状況におい

て，自己の記憶に自信があると評価した者ほど，記

憶成績が低いという結果が明らかにされている（河

野，1999）．また，学歴の高い高齢者ほど，もの忘

れを顕著に感じているという結果も見受けられる

（河野，1997）．これらのことをふまえると，高齢者

を対象として，記憶の自己効力感を調査した場合

に，尺度の妥当性が通常の推測とは異なる可能性が

考えられる．そのため，予備調査1では大学生を対

象として調査を行う．なぜなら，大学生では一般理

念で考えられている関係が予測されるからである．

しかしながら，本調査の目的は高齢者における記憶

の自己効力感を検討することである．よって，質問

項目の選択では，高齢者にも使用できる項目という

ことを最も重視し，記憶の自己効力感尺度を作成す

ることを試みる．

方 法

1調査対象者

国立丁大学の大学生145名（男性61名，女性84

名）．平均年齢は20．2歳であった．

2 実施時期

1999年1月下旬から2月上旬．

3 質問紙

質問紙は，年齢，性別などを尋ねるフェースシー

トと次の3つの尺度から構成した．

1）記憶の自己効力感尺度

授業やテスト場面以外において，記憶の自己効力感

を測定していると考えられる項目を，Dixon，Hultsch

＆Hertzog（1988）によるthe Metamemoryin Adulト

hood Questionnaire，楠見（1983）による日常生活に

おける自己の記憶能力に関する質問紙から収集し

た．また，それだけでは項目数が非常に少なかった

ため，Herrmann＆Neisser（1988）によるShortIn－

ventory of Memory Experiencesなどを参考に，質

問項目を独自に作成し，計25項目から尺度を構成し

た．項目を選出する際，高齢者にも項目が理解，回

答可能となることを考慮した．この尺度の得点が高

いほど，記憶の自己効力感が高いことを意味する．

回答は「かなりそう思う，かなりある」から「そう
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思わない，ない」までの5件法で測定された．

2）自尊感情尺度

心理学において，自尊感情ほ「自分が価値のあ

る，優れた人間であるという感情」としてとらえら

れており，様々な自信の集合体と言えるものであ

る．成田・下仲・中里・河合・佐藤・長田（1995）の

研究では，特性的自己効力感尺度と自尊感情尺度の

関係が検討され，大学生においては両者間に．54の

有意な相関が見られている．彼らの使用した自己効

力感の尺度は特定の課題や状況ではなく，一般的な

自己効力感を測定する尺度であった．坂野・東條

（1986）によれば，特定の課題における自己効力感と

一般的自己効力感には関係性が認められるとされ

る．そこで，本調査においても自尊感情と記憶の自

己効力感との関係を検討した場合に，両者間には正

の相関が見られると予測される．本研究における自

尊感情尺度には遠藤・安藤・冷川・井上（1974）に

よって作成されたSe汁esteem測定尺度25項目を使

用した．この尺度の得点が高いほど，自尊感情が高

いことを意味する．回答は「かなりそう思う，かな

りある」から「そう思わない，ない」までの5件法

で測定された．

3）記憶の失敗経験尺度

Reason（1993）によって作成されたShortInven－

tory of Minor Lapses14項目を，母国語が英語で

ある者とともに日本語に訳したものを使用した．こ

の尺度の得点が高いほど，記憶における失敗経験が

多いことを意味する．一般的に，記憶の失敗経験が

多いほど，記憶の自己効力感は低くなることが予測

できる．すなわち，記憶の自己効力感尺度と記憶の

失敗経験尺度間には負の相関が見られるであろう．

回答は「かなりある」から「ない」までの5件法で

測定された．

4 手続き

質問紙は心理学の授業中における一斉調査と，個

別配布という二通りの形式で実施された．

結果と考察

各回答は，記憶の自己効力感尺度においては，

「かなりそう思う，かなりある」を5点，「そう思

わない，ない」を1点，自尊感情尺度においては，

「かなりそう思う，かなりある」を5点，「そう思

わない，ない」を1点，記憶の失敗経験尺度におい

ては，「かなりある」を5点，「をい」を1点として

得点化した．

1信頼性の検討

1）記憶の自己効力感尺度

記憶の自己効力感尺度は，独自に作成した尺度で

あるため，主成分分析によって一次元性の確認を

行った．その結果，第1主成分（寄与率26．5％）に負

荷量の絶対値が高い（．40以上）項目は18項目であっ

た．そこで，これら負荷量の高い18項目のみを用い

て，再び主成分分析を行ったところ，寄与率は36．2％

に上昇し，第1主成分に対する15項目の負荷量の絶

対値が．40以上となった．そのため，15項目をこの

尺度の項目として使用することとした．また，信頼

性を検討するためにα係数を算出したところαニ

．89であった．このことから，十分な信頼性があっ
たと判断し，15項目を単純合計して合成得点を算出

し，この尺度の得点とした．

2）自尊感情尺度，および記憶の失敗経験尺度

自尊感情尺度，および記憶の失敗経験尺度は既存

尺度であったが，確認のために記憶の自己効力感尺

度と同様の分析を行った．その結果，自尊感情尺度

では25項目中20項目，記憶の失敗尺度では14項目中

12項目を本予備調査における各尺度項巨＝こ使用し，

尺度得点を算出した．また，各尺度においてα係数

を算出したところ，自尊感情尺度α＝．85，記憶の

失敗経験尺度αニ．86であった．

2 妥当性の検討

記憶の自己効力感尺度の安当性を検討するため

に，他の2尺度との相関係数を算出した．結果を

Tablelに示す．

1）記憶の自己効力感尺度と自尊感情尺度との関係

記憶の自己効力感尺度と自尊感情尺度との相関係

数を算出したところ，両者間に．36（pく01）の正の

相関が見られた．この結果は，成田他（1995）の結果

と一致しており，予測通りであった．このことは，自

分に自信がある者は，記憶という特定領域においても

高い自己効力感を示すということを示唆している．

2）記憶の自己効力感尺度と記憶の失敗経験との関

係

記憶の自己効力感尺度と記憶の失敗経験尺度との

相関係数を算出したところ，両者間に－．45（pく01）

の負の相関が見られた．この結果は，記憶の自己効

Tablel大学生における記憶の自己効力感尺度と

関連尺度との相関係数

記憶の

自己効力感
記憶の失敗経験

記憶の失敗経験 －．45＊＊

自尊感情
．36＊＊

－．31紳

＊＊p＜．01
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力感が高いほど，自己の記憶において失敗経験が少

ないことを意味しており，一般概念と一致している

ものであった．大学生では，記憶の失敗経験がその

まま記憶の自己効力感へと反映されていると考えら

れる．

以上の結果から，本予備調査1で作成した記憶の

自己効力感尺度の信頼性と妥当性は，概ね認められ

たと考えられる．

予億調査2

目 的

予備調査1において，独自に作成した記憶の自己

効力感尺度の妥当性と信頼性は確認された．しかし

ながら，実際に高齢者が質問項目の理解ができ，回

答ができるのかどうかの疑問が残る．そこで，予備

調査2では，記憶の自己効力感尺度は，高齢者に理

解でき，回答可能かどうかの確認を行うことを目的

とする．

方 法

1 調査対象者

つくば市の一般家庭に在住する高齢者の女性5

名．平均年齢は69，3歳（SD＝3．1）であった．

2 実施時期

1999年3月mF旬．

3 質問紙

質問紙は，年齢，性別を記入するフェースシート

と予備調査1で作成された，記憶の自己効力感尺度

15項目から構成した．

4 手続き

調査対象者に，記憶の自己効力感尺度に含まれる

項目を一つずつ読み上げ，その項目内容が理解でき

るか，自分なら答えられるかを尋ねた．回答は口頭

で行わせ，その結果を調査者が記述した．

結果と考察

すべての調査対象者が，記憶の自己効力感尺度に

含まれる項目を理解でき，回答が可能であるとし

た．しかしながら，いくつかの項目において質問が

あった．加えて，日常生活では質問項目にあるよう

な行動はあまり行わない，などの指摘があり，該当

項目を若干修正，または削除することが必要である

と考えられた．この点を考慮すれば，この記憶の自

己効力感尺度を高齢者に適用することは可能である

と示唆された．

本調査

目 的

高齢者において，記憶の自己効力感と記憶の失敗

経験，ならびに記憶変化の認知との関係を検討する

ことを目的とする．

方 法

1 調査対象者

松I山一】i市の一般家庭に在住する65～94歳の高齢者

171名（男性101名，女性70名：平均年齢75．3歳，SD

ニ6．0）．
2 実施時期

1999年3月下旬から4月下旬．

3 質問紙

質問紙は，フェースシートと次の3つの尺度から

構成した．フェースシートでは，年齢，性別をどを

尋ねた．

1）記憶の自己効力感尺度

予備調査1で作成した記憶に対する自己効力感尺

度を使用した．しかし，予備調査2の結果に基づ

き，若干の修正，削除を行ったため，本研究では14

項目を使用した．この尺度の得点が高いほど，記憶

の自己効力感が高いことを意味する．回答は「そう

思う，かをりある」から「そう思わない，ない」ま

での4件法で測定された．

2）記憶の失敗経験尺度

予備調査1と同じくReason（1993）によって作成

されたShortInventory ofMinor Lapses14項目を母

国語が英語である者とともに日本語に訳したものを

使用した．この尺度の得点が高いほど，記憶におけ

る失敗経験が多いことを意味する．一般的には，大

学生を対象にした予備調査1の結果と同様に，記憶

の失敗経験が多いほど，記憶の自己効力感は低くな

ることが予測される．すなわち，記憶の自己効力感

尺度と記憶の失敗経験尺度には負の相関が見られる

であろう．回答は「かなりある」から「ない」まで

の4件法で測定された．

3）記憶変化の認知尺度

まず最初にDixon，Hultsch＆Hertzog（1988）に

よって作成されたtheMetamemoryin Aduithood

Questionnaireの下位尺度である，記憶の変化に関

する尺度（Change Scale）を英語が母国語である者と

ともに翻訳した．この尺度には本来18項目が含まれ

る．ここで，高齢者へ質問紙を行う際には，疲労や

注意集中の観点から，できるだけ少ない項目で，尺

度を構成することが望ましいことを考慮すると，既

存の18項目では項目数が多いと思われた．そのた
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め，本調査では，上記尺度の中で同じことを逆転項

目として質問している項目を削除した，10項目を用

いた．この尺度の得点が高いほど，加齢に伴い，記

憶の変化を認知していることを意味する．一般的に

は，記憶変化（記憶の衰退）を顕著に感じるほど，記

憶の自己効力感は低くなることが予測される．すな

わち，両者間には負の相関が見られるのではないだ

ろうか．回答は「そう思う」から「そう思わない」

までの4件法で測定された．

4 手続き

電話で調査内容を説明した上で，調査を行うこと

を承諾した高齢者に質問紙を郵送し，回答後に質問

糸氏を返送させた．その際，家族，老人会における友

人などにも質問紙を実施してもらえる可能性がある

者に対しては，5～40部の質問紙を同封した．

結果と考察

質問紙回収率は，81．4％であった．記憶の自己効

力感尺度，記憶変化の認知尺度においては，回答を

「そう思う，かなりある」を4点，「そう思わな

い，ない」を1点として得点化した．また，記憶の

失敗経験尺度においては，「かなりある」を4点，

「ない」を1点として得点化した．

1 信頼性の検討

1〉記憶の自己効力感尺度

記憶の自己効力感尺度に対して，主成分分析を

行った．その結果，「記憶テストを行った場合，自

分の結果を公表してもいいと思いますか」「最近，

もの忘れをするようになったと思いますか」「読み

終えた本の内容はしっかり覚えている方だと思いま

すか」の負荷量が，それぞれ，．44，－．37，．26であ

り，負荷量の絶対値が．50以下であった．また，項

目¶得点相関においても，それぞれ，r＝．37，r＝

－．32，r＝．21と中程度であった．そのため，本研究
ではこれら3項目を除いた，11項目で高齢者の記憶

の自己効力感尺度を構成することとした．尺度の信

頼性を検討するために，α係数を算出したところ，

αニ，飢であり，十分な信頼性を保つことが示され

た．Table2にこの尺度の主成分分析と項目分析の

結果を示した．

2）記憶の失敗経験尺度

記憶の失敗経験尺度に対して，主成分分析を行っ

た．その結果，すべての項目に関して，負荷量が．

50以上であったため，14項目すべてをこの尺度に含

めることにした．尺度の信頼性を検討するために，

α係数を算出したところ，αニ．92であり，十分な
信頼性を保つことが示された．

3）記憶変化の認知尺度

記憶変化の認知尺度に対して，主成分分析を行っ

た．その結果，「若い頃は，他人と比べて記憶力が

優れていたと思いますか」「若い頃は，一度覚えた

ことは，なかなか忘れなかったと思いますか」の負

荷量が，それぞゴt，，21，．26と低かった．また，項

目…得点相関においても，それぞれ，r＝，14，r＝

．18と低くなっていた．そのため，本研究ではこれ
ら2項目を除いた，6項目で記憶変化の認知尺度を

構成することとした．尺度の信頼性を検討するため

に，α係数を算出したところ，α＝．85であり，十

分な信頼性を保つことが示された．

2 記憶の自己効力感尺度と記憶の失敗経験尺度お

よび記憶変化の認知尺度との関係

記憶の自己効力感尺度と記憶の失敗経験尺度，お

Table2 記憶の自己効力感尺度の項目分析と主成分分析結果

項 目 第妄言霊分 項㌔諾点
人と比べて，物覚えはいい方だと思いますか

ものを集中して覚えることは簡単なことだと思いますか

記憶テストを行った場合，良い成績が出せると思いますか

クイズや神経衰弱は得意な方だと思いますか

他の人と比較して，自分の記憶力に自信がありますか

その気になれば，たいていのことを記憶できると思いますか

本や映画，テレビのタレントなどをすぐに覚えてしまう方だと

思いますか

人の名前を覚えることが得意であると思いますか

記憶テストを行うことに抵抗がありますか

なにかを記憶することは苦手だと思いますか

料理や木工作業などを行うときに，物事を行う順番を覚えるこ

とが得意だと思いますか

，83 ．77

．80 ．74

．78 ．72

．77 ．70

．74 ．67

．73 ，65

．71 ．63

．69 ，61

－．59 ．52

冊．59 ．49

，56 ．49
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Table3 高齢者における記憶の自己効力感尺度と

関連尺度との相関係数

記憶の

自己効力感
記憶の失敗経験

記憶の失敗経験 …．70＊＊

記憶変化の認知 －て0紳
．74納
＊＊pく01

よび記憶変化の認知尺度との関係を検討するため

に，それぞれにおいて相関係数を求めた．その結果

をTable3に示した．

記憶の自己効力感尺度と記憶の失敗経験尺度で

ほ，r＝w．70（pく01）の負の相関が見られた．これ

は，記憶における失敗経験が少ないほど，記憶の自

己効力感は高くなるということを示唆している．高

齢者においても，予備調査1での大学生と同様の結

果であった．このことから，両者間の関係は，どの

年代においても変わらないものであると考えられる．

また，記憶の自己効力感と記憶変化の認知尺度で

は，r＝－．70（pく01）の負の相関が見られた．これ

は，記憶の自己効力感が高いほど，自己の記憶の変

化をあまり認識していないということを意味し，予

測と一致した．この結果を反対の方向からみると，

自己の記憶の衰退を敏感に感じている高齢者ほど，

記憶の自己効力感が低くなっていると言うことがで

きる．加齢に伴って，自己の記憶が衰退していると

いうことを顕著に意識しすぎる高齢者は，記憶の自

己効力感を必要以上に低下させてしまう可能性があ

ると考えられた．

まとめと今後の課題

予備調査1において記憶の自己効力感尺度を作成

し，予備調査2においてその尺度を高齢者に使用で

きることを明らかにした．その後，本調査におい

て，これら予備調査1，2に基づいた記憶の自己効

力感尺度を用いて，高齢者における記憶の自己効力

感と記憶の失敗経験，および記憶変化の認知との関

係を検討した．その結果，記憶の自己効力感とその

他2尺度には高い負の相関が見られた．

今回の研究では，高齢者の記憶の自己効力感と，

それに関係する主観的評価との関係を取りあげたと

言える．今後の研究においては，高齢者の記憶の自

己効力感と実際の記憶成績がどのような関係にある

のかを検討することが課題である．
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