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A study of the relationship between
regulation of emotionalexpression（REE），interpersonal

Orientation，and shyness

Kyounghee Choiand Kunijiro Arai（力甘5g血£β〆乃プCんogo孤∽す盲γe和音砂〆乃伽お伽れT5従お彷ぬ

3彷－β5花ノ砂α了す）

The purpose of this study ⅥraS k）eXamまne the effect ofinterpersonaiorientatio王1and

shyness
on

perceived regulation ofemotionalexpression（REE）．scales
for REE，interpersonal

orientation，and shyness were administered to229high schooIstudents．The results were as

fo110WS：（a）highsocialcomparison scores on theinterpersonalorientation scale was related to

low REE，（b）0Ve壬一all，highscores on the shyness scale were related
to high REE，（c）after

defining4types ofinterpersonalorientation and shyness respectively（i．e．，HH，HL，LH，an
d LL），highREE scores were found to be more related to the L王i（interpersonalorientation：

Low，Shyhess：High）typethantheHLtype．

鼠ey words‥high schooIstudents，regulation ofemotional，eXpreSSion†interpersonalol－ientation，

問 題

感情表出の制御とは「社会的場面において経験し

た感情をそのまま表さず，強めたり，弱めたり，他

の感情に置き換えたりして，本来とは異なる形にし

て表すこと」である．人間ほ，日常，数多い対人関

係の中で，様々な社会的動機（理由）で自分の感情を

制御して，相手に受け入れられると思われる形で表

す，「感情表出の制御」を多く行う．

特に日本の社会的場においては，個人よりもその

場全体の在り方や一体感が優先される傾向が指摘さ

れており，自我の確立が課題となる青年にとって

は，社会と面したとき，個を生かしながら，いかに

その場面で調和していけるかが重要な課題となる．

このような社会的スキルが要求されてはいるもの

の，青年期は「自分が感じる自分の姿よりは，他人

の眼に映った自分の姿」に対し心を奪われる状態が

生起しやすい時期で，自分と他者（集団）との間のバ

ランスを保つことば容易なことではない．自分が他

者にどう思われるかが気になる青年は自分を他者に

受け入れてもらいやすい形で表わすことが多いであ

ろう．特に近年，青少年の対人関係の変貌を指摘す

る声が高く，傷つくのを恐れるがゆえに人間関係に

深く関与することを避ける現代青少年像が措かれて

いる．

このように青少年期は他人を意識しすぎて，自分

の本当の感情を表現しをい感情表出の制御を行いや

すい時期であるが，感情表出の制御を多く行うこと

は，友人関係の満足感と精神的健康において望まし

くないことが示唆されている（攫・新井，1998）．自

分を偽って表すことへの精神的苦痛と友人関係にお

ける満たされない受容感，充実感が存在することが

考えられる．

では，感情表出の制御はなぜ行われるのであろう

か．その理由の一つとして人間関係は欠かせない理

由であろう．ある個人にとって，感情表出の制御が

意図的に行われるのか（するかしないか），またはそ

のパターンの感情表出しかできないのか（できるか

できないか）に関わらず，その内面には人間関係が

深く関わっていると思われる．例えば，この場面で

は人間関係の悪化を防ぐために自分の怒りを抑制し

たほうがいいと思い，本当の感情を表すこともでき
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るが制御して表す人もいれば，対人場面において他

者からの評価に直面したり，その場面を想像すると

不安になって，硬直し，とにかく相手に合わせてし

まう人もいるであろう．

感情表出の制御を多く行う人のタイプとして考え

られるのは，まず第1に，自分一入でも退屈せず，

楽しく生きていける人で，対人関係は煩わしいと思

い，できるだけ対人関係を避けようとする人であ

る．このタイプの人は，真剣に人と付き合うとか，

お互いを理解しあいたいという願望より，人との関

係において必要最小限に摩擦をおさえたいという願

望が強いため，その場しのぎで相手に会わせたり，

適当に付き合ったりするであろう．すなわち，対人

志向性や親和欲求が低い人である．

第2に考えられるのは，対人場面での不安が高い

入で，他人と同席する場面で，他者から軽蔑される

のでほいか，嫌がられるのではないかという懸念が

強く，不当に強い不安と精神的緊張が生じ，どう相

手と関わっていいかわからなくなる．ありのままの

自分の感情を表すことが，相手との関わりにおい

て，少しでも対立や葛藤が生じそうな場合は，相手

に合わせたり，相手の気分を損なわないように，自

分の感情を多く制御して表出するタイプである．い

わゆる対人不安やシャイネスの高い人である，

第3は，親和欲求が高いが対人場面における不安

も高い人で，人と一緒にいたいという欲求が強い

が，対人場面での自分に対する評価や自分の振舞い

についての不安や緊張も強くて，自分の感情の表出

を多く制御するタイプである．

以上の考えに基づくと，感情表出の制御の背景を

探る際に，親和欲求とシャイネスは重要な示唆を与

えてくれると思われる．

本研究では，まず，1）対人志向の理由の4つの

側面に焦点を合わせた親和動機が感情表出の制御に

及ぼす影響について検討し，2）対人関係における

不安であるシャイネスが感情表出の制御に及ぼす影

響について検討し，3）親和欲求とシャイネスによ

る対人態度タイプと感情表出の制御との関係につい

ての検討を行うことを目的とする．

方 法

被調査者 東京都公立高校 計229名（男子93名，女

子136名）．学力レベルは中の上．

調査時期1998年7月中旬．

質問紙構成

（a）新版感情表出の制御尺度：雀・新井（1999）が作

成した21項目を使用した（資料1参照）．5件法（当

てはまるル当てほまらない）で評定しており，得点

が高いほど感情表出の制御を多く行うことを示す．

全5つの下位尺度で構成されており，その内容は次

のようである．

・第1因子：積極的に相手にポジティブな印象を
持っていることをアピールして，友人と仰の良い

楽しいお付き合いをしようとする内容の制御の

「八方美人的制御」である．

・第2因子：常に相手の友人に対してネガティブ感
情ばかりを表現することになり，親密な人間関係

になりにくい感情表出の制御であると考えられる

「非仲間志向的な制御」である，

・第3因子：友人に対し怒りや嫌悪の感情が表出さ

れないように抑圧する感情表出の制御である「自

己抑圧的な制御」である．

・第4因子：相手の友人に対する感情そのものでは
ないが，相手の友人に同調するために自分の感情

表出を制御する「同調のための抑制的制御」であ

る．

・第5医卜子：友人がある対象に対し強いネガティプ

な感情を表出することに同調するために自分の感

情を大げさに強調して表す「同調のための強調的

制御」である．

（b）親和動機尺度：Hi11（1987）が作成した対人志向

尺度を岡島（1988）が日本語版に翻訳した26項目を使

用した．5件法（非常に当てほまる～全く当てはま

らない）で評定しており，得点が高いほど親和動機

が高いことを示す．

（c）シャイネス尺度：鈴木・山口・根建（1988）が日

本語版に翻訳した26項目を使用した．5件法（非常

に当てはまるT全く当てほまらない）で評定してお

り，第1因子「行動（積極性）」と簸2因子「感情
（リラックス）」においては得点が高いほどシャイネ

スが低く，第3因子「感情（過敏性）」，第4因子

「認知（自信のなさ）」および第5因子「認知（不合

理な思考）」においてほ得点が高いほどシャイネス

が高いことを示す．

結果と考察

1u 親和動機が感情表出の制御に及ぼす影響

親和動機が感情表出の制御にどのように影響する

かを調べるため，親和動機の4つの下位尺度を説明

変数，感情表出の制御の5側面を目的変数とする重

剛帝分析を行った（Tablel）．まず，親和動機の4

つの〉F位尺度をみると，「情緒的支持」ほ精神的に

辛いときに誰かがそばにいてほしいという内容であ

り，「ポジティブな刺激」は人と接触することによ
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八方美人的制御 非仲間志向的制御 自己抑圧的制御

（Fl） （F2） （F3）

同調のための抑制的制御同調のための強調的制御

（F4） （F5）
情緒的支持 －．048

ポジティブな刺激 …．066

社会的比較 仙．291軸

注目
．021

説明率（R2）
．1ユ2軸

．099 ¶．045

．034 …．113

－．098 w．149＊

．040 ．097

．053 ．041

．004 ．025

一．151一手一 －．174＊

－，088
．062

刀16
，068＊＊ ，022 ．035

注）・i－pく10，＊pく05，柵p＜・01，＊＊辛pく001

り満足や活気，楽しさが得られるという内容であ

り，「社会的比較」は自己評価や状況の把握のため

に他者を比較対象とするという内容であり，「注

目」は共感してくれたり，存在価値を認めてくれた

りといった，自分に対して肯定的な人と叫緒にいた

いという内容である．

重回帰分析の結果を概観すると，「社会的比較」

と「八方美人的制御」との間に－，219（pく001），

「社会的比較」と「自己抑圧的制御」との間に－

．149（pく05），「社会的比較」と「同調のための抑制
的制御」との間に－．151（pく10），「社会的比較」と

「同調のための強調的制御」との間に…．174（p

く．05）の標準偏回帰係数が得られた．

「社会的比較」の理由で他者とm一緒にいたいと

思っている人ほ「八方美人的制御」，「自己抑圧的制

御」，「同調のための強調的制御」に有意な負の影響

を及ぼし，「同調のための抑制的制御」に負の影響

を及ぼす傾向が見られた．

中村（1990）によると，「社会的比較」ほ少なくと

も2つの理由から他者との関係に密接に関わってお

り，まず，第1に，自己に関する評価的認知は他者

からの評価によって大きく影響されるからである．

自分がいくら有能だと思っていても，自分の仕事に

対する否定的評価を同僚から与えられながらも，そ

の仕事に自信を持ちつづけることは難しいであろ

う．第2に，自分自身に関する評価的認知は他者に

関する情報によって大きく影響されるからである．

自分がどんなに美しいと思っていても，美人コンテ

ストで世界中の美人に囲まれてしまえば，そうでな

いときよりも，自分が美人であるという認知を持ち

続けるのは難しくなるであろう．

このように「社会的比較」のために，人と接した

いという人は，他者の存在によって自分自身に対す

る評価や価値観や行動が影響されていることを認め

ており，こういうことによって，より的確に自分を

評価したり，未知のところに関する情報を得たりし

たいという人である．自己を正確にとらえるために

他者と一緒にいたいと思うため，自分を偽って感情

表出の制御を行う必要がない．すなわち，「社会的

比較」のために人と一緒にいようとする傾向が強い

ほど，感情表出の制御を少なく行うことが明らかに

なった．

それに比べ，「ポジティブな刺激」は人と接触す

ることで楽しさをもとめる性格であるため，自分な

りに定着された対人スキルも身についており，感情

表出の制御においてもその場に応じた多様な対処を

行うことと思われる．そこで，感情表出の制御に一

定の影響力を持たないことと思われる．

2。シャイネスが感情表出の制御に及ぼす影響

シャイネスが感情表出の制御にどのように影響す

るかを調べるため，シャイネスの5つの下位尺度を

説明変数，感情表出の制御の5側面を目的変数とす

る重回帰分析を行った（Table2）．

まず，本研究でのシャイネスとは継続的に自分と

相手とのコミュニケーションをモニターしなければ

ならず，相手の反応によって随時自分の反応も変化

させていくことが求めら頚tるという髄伴性の高い場

面に生じる対人不安であり，5つの下位尺度は行動

面，感情面，認知面の3側面からなっている．

5つの下位尺度とは，まず，「行動（積極性）」は

対人関係に積極的であるかについての項目からなっ

ている．「感情（リラックス）」は「赤面」「手足のふ

るえ」「緊張して心臓がドキドキする」など直接的

具体的な身体反応を問う項目と，「冷静かどうか」

「落ち着いてくつろいでいられる」など全体的な身

体的リラックス，または情動を問う項目が含まれて

いる．「感情（過敏性）」は，「会話で神経過敏にな

る」や「人と話していると気が散って考えがまとま

らをい」など，人といることにナーバスであること

を表している．「認知（自信のなさ）」は，「私は好か

れるような魅力がほとんどない」，「私と一緒にいて

は不愉快にちがいない」，「会話などで話題がとぎれ

てしまうのは，いつも自分の方に責任がある」など

である．これらの項目に共通するものは，自己に関

する概して抽象的な，あまり根拠のない自信のなさ
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Table2 シャイネスが表情表出の制御に及ぼす影響の童回帰分析

八方美人的制御 非仲間志向的制御 自己抑圧的制御 同調のための抑制的制御同調のための強調的制御

（Fl） （F2） （F3） （F4） （F5）

行動（積極性）
．039

感情（リラックス）
，022

感情（過敏性） ．153

認知（自信のなさ）
．013

認知（不合理な思考） ．122

ー．141† ．022 ．121 ・072

．133
－．099 ．136

－・054

．116 ．043 ．216＊ ・041

．ozo ．019 ．077
一・035

187＊
．162・「 ．088 ．226＊＊

説明率（R2） ．055＊ ．088＊＊ 、058＊
103紳

．065＊

注）・事・p＜．10，＊p＜．略＊p＜伽，榊pく001

を表している．「認知（不合理な思考）」は，「私は会

う人すべてから好かれ，受け入れられなければなら

ない」，「私は他の人と同じようにたくさん話すこと

ができなければならない」などのように「すべし」

「ねばならない」という考えが強い．また，「自分

の欠点を見つけられるのは恐ろしいことだ」といっ

たように，自分自身をとりつくろうことに強迫的に

なっていることを表している（鈴木・山口・根健，

1997）．

重回帰分析の結果を概観すると，「行動（積極性）」

と「非仲間志向的制御」との間に¶．141（pく10），

「感情（過敏性）」と「同調のための抑制的制御」との間

に．216（pく05），「認知（不合理な思考）」と「非仲

間志向的制御」との間に．187（pく05）「認知（不合

理な思考）」と「自己抑圧的制御」との間に．162

（p＜．10），「認知（不合理な思考）」と「同調のため

の強調的制御」との間に．226（pく01）の標準偏回帰

係数が認められた．

すなわち，「行動（積極性）」が「非仲間志向的制

御」に負の影響を及ぼす傾向があり，「認知（不合理

な思考）」が「非仲間志向的制御」に有意な正の影

響を及ぼした．また，「認知（不合理を思考）」が

「同調のための強調的制御」に正の影響を及ぼし，

そして「自己抑圧的制御」に正の影響を及ぼす傾向

があった．さらに「感情（過敏性）」は「同調のため

の抑制的制御」に有意な正の影響を及ぼした．

本調査の結果から考えると，「非仲間志向的制御」

は人とのつきあいにおいて積極性に欠け，また「人

に好かれなければいけない」とか「自分の欠点を人

に見つけられるのは恐ろしいことだ」などの不合理

な認知から起因することであると思われる．また，

対人関係に関する不合理な思考は自己の感情を抑え

る「自己抑圧的制御」と相手に合わせるために感じ

ていない怒りなどのネガティブな感情を強く表す

「同調のための強調的制御」を多く行うことが明ら

かにされた。「同調のための抑制的制御」は，対人

関係に対する神経過敏的傾向が影響を及ぼすと考え

られる．

シャイネスの中でも対人関係に対しての「不合理

な思考」と「神経過敏」は，「非仲間志向的制御」

や「同調のための強調的制御」，「自己抑制的制御」

に影響を及ぼすことが明らかにされた．

3？親和欲求とシャイネスによる対人態度タイ

プが感情表出の制御に及ぼす影響

親和動横とシャイネスは，それぞれの全体的な傾

向をとらえるため，下位概念による分類を行わずに

全項目の合計得点を使用することとする．すなわ

ち，親和動機の場合はどういう理由で人と一緒にい

たいのかより，どういう理由であれどれぐらい入と

一緒にいたいのかについて検討するため，親和欲求
という用語を使用することとする．シャイネスほ行

動，感情，認知のどの側面かより，どれぐらい社会

場面に不安を持っているのかについて取り上げる．

なお，シャイネスの「行動（積極性）」と「感情

（リラックス）」は点数を反転させて，得点が高いほ

どシャイネスが高いように得点の調整を行った．

まず，親和動機とシャイネスはいずれもがほぼ正

規分布と見なされたため，平均値をもとに低群（L群）

と高評（H群）に分類し，その組み合わせによって4

つのタイプを抽出した．親和動機（M＝72．24（6，59））

では，72．24以下をL群，72．25以上をH群，シャイ

ネス（M＝71．93（1乙61））でほ，71．93以下をL群，

71．94以上をH群とし，4対人態度タイプと感情表

出の制御との関係を検討するため，1要因分散分析

（ONEWAY）を行った．なお，本研究の多重比較に

は，すべてLSD法が用いられた．

その結果がTable3に示されている．まず，「八

方美人的制御」，「非仲間志向的制御」，「同調のため

の抑制的制御」，「同調のための強調的制御」におい

ては，有意な群の効果が認められ，「自己抑圧的制

御」においては有意傾向が見られた（「八方美人的制

御」：（F（3，194）ニ4．90，pく01），「非仲間志向的制

御」：（F（3，196）＝2．92，pく05），「自己抑圧的制御」：
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八方美人的 非仲間志向的 自己抑圧的 同調のための抑制的 同調のための強調的

制御（Fl） 制御（Ⅰ㌻2） 制御（F3） 制御（F4） 制御（F5）
LL 16．95（5．10）

IJH 17．33（4．36）

1Ilノ 14．04（4．19）

rIIi 16．08（4．78）

8．80（3．72）

9．19（3．69）

7．61（2．74）

9．61（3．30）

11．97（4．11）

12．70（4．31）

10．63（4．40）

1乙23（3．38）

9．07（3月0）

10，39（3．29）

8．56（3．25）

9．68（3．02）

3．90（2．17）

4，46（2．12）

3．36（1β4）

4．17（1．67）

Type差4．90＊＊‡iL＜（LL・L臼・日日）2．92＊札＜（Lf卜日日）2．34†HL＜L王子 3．11＊（LL・HL）＜LH 2．90車HL＜Lf寸

注‖LLは親和欲求のⅠノ群とシャイネスのⅠノ群，LrIは親和欲求のL群とシャイネスの†＝洋，HLは親和欲求のH群とシャイネスの

L群，HHほ親和欲求のH群とシャイネスのi一Ⅰ群を指す．

2）－「pく10，＊p＜鴨＊＊pく01

（F（3，199）＝2．34，pく10），「同調のための抑制的制

御」：（F（3，196）＝3．11，pく05），「同調のための強調

的制御：（F（3，197）＝2．90，Pく05）．

多重比較の結果，感情表出の制御のすべての側面

において，LH群（親和欲求：低，シャイネス：高）

とHL群（親和欲求：高，シャイネス：低）の間に有

意な差が認められた．すなわち，LH群（親和欲求：

低，シャイネス：高）の方がHL群（親和欲求：高，

シャイネス：低）より感情表出の制御を多く行うこ

とが明らかにされた．特に，「八方美人的制御」お

よび「非仲間志向的制御」においては，HH群（親

和欲求：高，シャイネス：高）もLIi群（親和欲求：

低，シャイネス：高）と同様に，HL群（親和欲求：

高，シャイネス：低）との間に有意な差が認められ

た．HH群（親和欲求：高，シャイネス：高）の場

合，人と一緒にいたいという欲求も高いが人に好か

れかナればいけないなどの対人不安や不合理な思考

などシャイネスも高いため，どう対処していいかわ

からず，「八方美人的制御」や「非仲間志向的制

御」を多く行うと考えられる．すなわち，とにかく

人にいい顔ばかりして，相手に対するポジティブな

気持ちを強めて表わしたり，友人の感情に同調して

ポジティブな感情を強めて表すなどスマイル型の

「八方美人的制御」を多く行ったり，また，強がっ

て，相手に対するポジティブな感情を抑制し，ネガ

ティブな感情を強めるといったような「非仲間志向

的制御」を多く行ってしまうと思われる．

要 約

本研究は，感情表出の制御が行われる背景を親和

動機とシャイネスという2つの個人内特性の側面か

ら検討したものである．感情表出の制御尺度，親和

動機尺度，シャイネス尺度の3つの尺度が229名の

高校生に実施された．その結果は以下の通りである：

（1）親和動機の中で「社会的比較」のために人と一

緒にいようとする傾向が強いほど，感情表出の制御

を少なく行うことが明らかになった．（2）全体的に

シャイネスが高い人ほど感情表出の制御を多く行う

ことが明らかになった．シャイネスの中でも対人関

係に対しての「不合理な思考」と「神経過敏」の人

は「非仲間志向的制御」や「同調のための強調的制

御」，「自己抑制的制御」を多く行った．（3）親和動

機の合計得点による親和欲求およびシャイネスによ

る対人態度タイプと感情表出の制御との関連性を検

討した結果，LH群の方がHL群より感情表出の制

御を多く行うことが明らかになった．特に「八方美

人的制御」および「非仲間志向的制御」において

は，HH群もHL群より感情表出の制御を多く行っ

た．

引用文献

雀 京姫・新井邦二郎1998 ネガティブな感情表

出の制御と友人関係の満足感および精神的健康と

の関係 教育心理学研究，46，432－441．

峯 京姫・新井邦二郎1999 新版感情表出の制御

尺度の作成 筑波大学心理学研究，2及，89－97．

Hi11，C．A．1987 Affiliation motivation：People who

need people…butin di托erentways．JournalofPer－

SOnality and SocialPsychology，52，1008－1018．

中村陽書1990 「自己過程」の社会心理学 東京

大学出版会．

岡島京子1988 親和動機測定尺度の作成 日本教

育心理学会第30回総会発表論文集，864－865．

鈴木裕子・山口 創・根建金男1997 シャイネス

尺度（WasedaShynessScale）の作成とその信頼

性・妥当性の検討 カウンセリング研究，30，

245－254．

…1999．9．30受稿－



166 筑波大学心理学研究 第22号

資料1感情表出の制御に関する質問項目と因子分析結果

項 目
全 体 ヰ】学生 高校生

FI F2 F3 F4 F5 h FI F2 F3 F4 F5 h FI F2 F3 F4 F5 h

1．友人がとても嬉しいと言うこと（もの）
に対し，自分はそれほど嬉しく思わな 57 03．11．19 07．39

．55．08．16
16．11

▲39
－．08．51．02．33

04．39

い時，私もかなり嬉しそうに表す．

6．友人がとても悲しいと言うこと（もの〉
に対し，自分はそれほど悲しいと思わ

．53．抑．10
06．13．35 55．03．15．13．13．37

．00．46－．01
32．18．35

ない時，私もかなり悲しそうに表す．

2．友人がとても好きだということ（もの）

に射し，自分はそれほど好きでない
．52．10．05．33．11．41．50．10．08．29．16．39 ．08．54．04

42．00．49

時，私もかをり好きなように衷す．

18．友人の言動に本当はそれほど悲しいと

思わないのに，とても悲しそうに表す 52．2l．】5．08．14．38
．52．21．16．10．】3．38 ．19．55．14．06．11．39

ことが多い．

17．友人の言動について本当はそれほど好

感を持っていないのに，とても好感を
，50．15．32．08．14．42 ．46．16．33

12．13．39 09 60．31．02．17．5J

持っているように表すことが多い．

i5．友人の親切な行動について本当はそれ

ほど嬉しいと思わないのに，とても嬉．43．03．24．06．07．26
，40．00．30．11．04．27 ．04，50．13一．01．柑．29

しそうに表すことが多い．

23．友人の言動について本当はそれほどイ

ライラしていないのに，とてもイライ
．】8．76…．06．06．07．64

18．76－05．05，05 63
．78．19－08

05．15 70

ラしているように表すことが多い．

24．友人の言動に本当はそれほど怒りを感

じないのに，とても怒っているように
．13．75－．05，04

jl．61 13
．75

…．03
．07 ．10 ．61 ．72 ．1l仙．10

一．01．16
．58

表すことが多い．

19．友人の言動が本当はそれほど嫁いでな

いのに，とても嫌っているように表す
．21．55．02

07．12．38 23．53 04．05．09．35
．59．17

02．07．18 42

ことが多い．

22．友人のやさしい言紫が本当は嬉しいの

に，自分の嬉しい気持ちを表さないこ …．06 5l．10 15．04．3l－．05
▲49，10

16，08 30
．58…．06．10．07－．02．37

とが多い．

13．友人のいいところに本当は好感を持っ

ているのに，好感の気持ちを表さない一．04．36．16 22．08 23
－．04．34．16．27．10．23

．40－．05，18．09
02．21

ことが多い．
20．プライドを傷つける友人の言発に本当

は脱が立つのに，怒りの感情を表さな．11．03．66 11．04．47
．i3．05．63．08．05．43 ．01．06．72．13．04．55

いことが多い．

2l．友人の誠意のない旨劫に本当は悲しい

のに，悲しみを表さないことが多い．
1】 09

．58
16 04

．40
13

．08 ．57
】7

，04
39 12

．07 ．60 ．12 ．05 ．41

14．友人の言動にイライラしているのに，

イライラの気持ちを表さないことが多．15…．04 55．19、08 37．15－．04．5518．1】．38一．02．10．56．18．04．37

い．

16．迷惑をかける友人を本当は棟だと思っ

ているのに，嫌な気持ちを表さないこ．26．02．54．05．00．37．24．02．55．06．02 37．02．30．52．04－．04．38

とが多い．

友人が気に入らないということ（もの）

に対し，自分は嬉しく思っている時，．23．04．15 54．i2 39．27．07．17．5015．39．02 0814，58．1139
私は嬉しい気持ちを表さない．

友人が嫌いだと言うこと（もの）に対

し・自分はけっこう好きな時，私は自．19．15．12 4818．35，24．11．08 朋17．33．23．06．24．46．22，39

分の好感の気持ちを表さない．

8．友人が何とも思わないということ（も

の）に対し，自分は悲しいと思ってい・10・】8・17・48 06．3ilO．13

′17
56．06 39 25，06．20．30 05 21

る時，私は自分の悲しみを表さない．
11 友人が好きだと言うこと（もの）に対

し，自分は嫌いな時・私は嫁いな気持・29・13・15・44・02・33．29．14．16．41．00．31－39．24．18．55．08．42

ちを表さない．

10．友人がとても怒っていること（もの）に

慧よ追ア芸誓言芸芳志警三三警妄言ご・28・19・12・20・6865．27，19．15．17．7。．72．18．25．。6．21，61．52
表す．

9，友人がとてもイライラしていること

三富）簑雷去去冒亨誓言告誓言三豊冨・27・28・06・19．68．6629．26．08．18．63．6。．28．21。418．76．75

うに表す．

二 乗 和 2．19 2．171．761．41 1・14 867 2．15 2．081．811．391．18 8．612．33 2．101．861．551．25 9．09

寄与率（％） 10．431033 8．38 6．715．4341．29氾24 9．90 8．62 6，62 5．6241．0011．1010．00 8．86 7．38 5．954329




