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A Study ofthe New REE Scale払r Adolescence

ThepurposeofthispaperwastocontructanewREE（RegulationofEmotionalExpression）
SCaleねr secondary and high schooIstudents，and toinvestigate differences between these two

groupsin
terms

of REE．In the firststudy，the REE scale were administered to537secondary

schoo1415high schooIstudents．Aねctor analysis of the REE scores
yielded

five factors．In

the second study，high schooIstudents answered the new REE scales，SOCまalanxiousness scale

（132students），mentalhealthscale（190students）andselトconsciousnessscale（111students）
was obtainedin order to test validity

for REE scale．REE score was positively correlated with

socialanxiousness score，and negatively correlated with mentalhealth
score．

汲eywords：REE（regulation of emotionalexpression），SOCialanxiousness，mentalhealth，
secondary schooIstudents，high schooIstudents

ばじめに

感情表出の制御（regulation of emotionalexpres－

sion）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表すこと」で

ある．常に他者との関わりの中で生活し，成長して

いく社会的存在である人間にとって，自分の感情を

制御して表すことは，重要な社会的コンピテンスで

あり，このスキルが不足した場合，社会での不適応

と対人関係の失敗をもたらす（Goleman，1995）こと

も事実であろうが，襟・新井（1998）は自分の感情を

制御しすぎることは精神的健康および友人関係の満

足感にマイナスに働くと考え，この様相を実証すべ

く感情表出の制御の測定のための質問紙を開発し

た．この質問紙は大学生を対象としており，これま

でのGnepp＆Hess（1986）の感情表出の制御の場面

よりも多様な動機と場面が存在するという予測のも

89

とに検討を行った結果，5つの因子が得られた．具

体的には「物理的被害場面での向社会的動機」，「言

語的被害場面での向社会的動機」，「友人の不幸経験

場面での向社会的動機」，「友人の幸福・満足と関わ

る場面での向社会的動機」，「体面の気になる場面で

の自己保護的動機」の5つである．また，平林・相

木（1993）は，感情表出の制御を行う場面が多様であ

り，分類する必要があると指摘しながら，小学生と

中学生を対象にした調査でポジティブ感情とネガ

ティブ感情において動機を中心にそれぞれ4つの因

子を抽出し，仲間からの評価と感情表出の制御との

関連を調べている．感情表出の制御の測定に使われ

た場面はポジティブな場合，「相手への配慮」，「自

分が得をするため」，「照れ隠し，ネガティブな結果

を避けるため」，「社会的・道徳的規範の維持」の4

パターン，ネガティブな場合は，「周囲への配慮」，

「自尊心の維持」，「社会的・道徳的規範の維持」，

「相手の意図への配慮」の4パタ｝ンに分類してい
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る．

これらの研究で用いられているような場面想定式

質問紙は，被調査者が場面を具体的に想像しやすい

というメリットがあるが，各因子において1つの場

面が使用されており，個々の場面が具体性をもって

いるので，感情表出の制御を全体的にとらえる際に

場面の影響が大きいことが問題になりうる．たとえ

ば，平林・相木（1992）のネガティブ感情表出の制御

の中で「自尊心の維持」のための感情表出の制御の

場面をみてみると，「学校で，難しい算数の宿題が

出て，ミホちゃんはやっと3時間もかけてそれを終

わらせたのに，友人のカズミちゃんに『昨日の宿題

簡単だったね』と言われました．ミホちゃんは自分

のできの悪さにがっかりしました．」という場面が

使われている．すなわち，この場面は「自尊心の維

持」のために感情表出の制御を行う代表的な場面と

して用いられており，仲間からの評価と感情表出の

制御との関連を調べた結果，学年によっては，自尊

心の維持のために感情表出の制御を多く行う子ども

は仲間からの評価の低いことが明らかにされてい

る．しかし，人によっては“算数は好き嫌いがある

し，カズミちゃんよりミホちゃんの方ができる科目

もあるだろうからがっかりしたとしても大した失望

じゃない”と思う子どももいるであろう．さらに

は，ミホちゃんが自分にがっかりしていることをカ

ズミちゃんに言ったら，カズミちゃんが「昨日の宿

題簡単だったね」と言ったことに対し，すまないこ

とをしたと思うかも知れないので，言わないのかも

知れない．または，算数の宿題の場面のかわりに

「ミホちゃんは昨日弟とトランプをして負けた．学

校にいったらカズミちゃんが『昨日，妹とテレビ

ゲームをやって勝ったの』と言われ，がっかりし

た」という場面を想定してみよう．この両場面での

がっかりの程度は異をる可能性が大きい．

このように，具体的場面を用いた研究では，場面

によって同じく自尊心の維持のための感情表出の制

御を測っていても影響力の大きさに遠いがあり，他

の因子との関係においても場面の影響力の大きさの

バランスをとることは難しいので，場面の代表性や

影響力の大きさの調整が困難であるという限界があ

ると考えられる．

このような問題を最小限にするために，程・新井

（1998）は自由記述などによる多様を例を収集し，複

数の場面想定式の質問項目で1つの下位尺度を構成

するような質問紙を作成した．具体的な例を挙げる

と，第2因子の「言語的被害場面での向社会的動機

による感情表出の制御」の場合，「友人が勝手なこ

とを言って，腹が立つが，その気持ちをまったく見

せない」，「友人から意地悪をされて腹が立つ時，そ

の友人にほその気持ちを見せないでふるまう」，「み

んなと会話をしている時，急に友人から自分の欠点

を指摘され腹が立つが，その気持ちを見せないでふ

るまう」などの5つの項目で構成されている．さら

に，同じような場面での感情表出の制御であって

も，その動機は個人によって，様々であることが予

想されるため，因子の命名において一般性がもてる

ように工夫を行った．その結果，代表性の問題や各

場面の影響の大きさの問題はある程度和らげること

ができたが，これらの問題を完全に解消することほ

できず，課題が残された．この質問紙を用いた研究

の結果，ネガティブ感情表出の制御は場面および動

機によって，感情表出の制御と精神的健康および友

人関係の満足感との関連性に違いが見られるもの

の，ネガティブ感情表出の制御をたくさん行う人は

低い自尊感情，高い抑うつ傾向，低い友人関係の満

足感を持っていることが示唆された（笹・新井，

1998）．このように，場面想定式の質問紙による研

究の展開として感情表出の制御が持つ意味について

の実証的検討においても，この質問紙の有用性を示

唆するデ｝夕は得られている．

しかし，荏・新井（1998）の質問紙ほ依然として

残っている，研究に使用された場面の代表性や影響

力の大きさの問題以外にも次のような課題がある．

第1にそれは，各因子の質問文に共通した表現が見

られることである．例えば「笑顔を見せる」や「見

せないでふるまう」などで，このような同一の表現

が回答に影響した可能性があることである．第2

ほ，表出の制御を行う感情がどこで生じたものかが

考慮されていないことである．たとえば，第1因子

と第2因子はやりとりの相手である友人の言動に対

して自分の中に怒りが生起した場合であり，第3因

子ほ友人の中に生じている感情と友人の問題に対し

自分の中で生じている悲しい感情が混ざっており，

第4因子は友人に対し自分の中で生じたがっかりし

た感情や寂しくなった気持ち，第5因子もやはり友

人の問題に対し自分の中に生じた悲しさや心配など

を制御する場面というふうにである．すなわち，友

人とのやりとりにおいて，その友人に対し自分の中

に生じた感情を制御するか，または友人自身の中で

生じた感情に射し自分の感情を制御するかによっ

て，経験した感情を表出するかどうかにも大きな影

響を及ぼすであろうし，感情表出の制御と内的・社

会的適応感との関連性においても違った影響を与え

ることが予測できる．

今上述したような問題点を考慮した感情表出の制

御の測定の開発を本研究は行った．これによって，
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最近青年の人間関係の希薄化の一つの症状として指

摘されている「感情表出の制御」の傾向や他の問題

行動との関連性などを敏感にとらえることが期待さ

れる．まとめると，本研究では，1）具体的な場面

を提示しないで，各自の自由な想定ができ，2）感

情がどこに起因しているのかを意識した「感情表出

の制御」尺度を新たに作成し，その信頼性および妥

当性を検討することを目的とする．

調 査1

日 的

中学生・高校生の感情表出の制御を測定する項目

を作成し，その尺度の信頼性を検討する．あわせ

て，中学生と高校生の感情表出の制御の態様を明ら

かにすることを目的とする．

方 法

破調蜜者 首都圏の公立中学校537名（男子437名，

女子100名），首都圏の公立高等学校415名（男子216

名，女子199名）．なお，高校は学力的に「中の上」

のレベルと考えられる．

質問紙の構成

感情表出の制御尺度：感情表出の制御尺度の項目

は，1）感情の種類および2）感情表出の制御の方略

の2つの次元の組み合わせによって作成された．こ

のような2つの次元を設けた理由としてまず，感情

ほ大きくポジティブ感情やネガティブ感情に区分す

ることができ，同じポジティブ又はネガティブ感情

のなかであっても，その種類によって表出の制御を

行う程度や制御後の適応感（内的・社会的）との関連

性に違いが現れることが予想されるからである．

Shaver，Schwa‡へtz，Kirson＆0，connol一（1987）は，多

様な感情語を収集し，それを感情の評価（ポジティ

ブかネガティブか），強度（強いか弱いか）のカテゴ

リを設け，分類を試みた．ポジティブ感情は好感，

喜び，驚きで，ネガティブ感情は恐怖（不安），悲し

さ，怒りの全6つでカテゴリー化された．この中で

驚き（su‡・prise）は，日本では欧米文化とは異なり，

中立的感情として扱われることが多く，またShaver

らが意図した驚きの表出を制御する場面が実際に少

ないことから，驚き（surprise）を除き，その代わり

に表出の制御をたくさん行うと思われる嫌悪を追加

することにした．これほ心理学の教官1人と大学院

生1人の話し合いによって決定された．

次に，感情表出の制御の方略を大別して考える

と，実際に生起している感情を隠し，その感情を表

さない抑制と実際に生起していない感情や弱い感情

を強めて表す強調の2つに分類できる．

以上，6つの感情の種類それぞれに対し，2つの

方略を用いる感情表出の制御を組み合わせて，12項

目が作成された．さらに本研究では，日常生活の中

で制御を行う感情の生起が誰のものかについて，や

りとりの相手である友人に射し自分の中に生起した

感情を制御する場合とやりとりの相手の感情に対し

て自分の感情を制御する場合の両方が重要であると

判断し，制御する感情がどこで生じているかという

観点を取り入れた．結局感情表出の制御を測定する

ための質問項目は，感情の種類（6）×方略（2）×感情

の起因場所（2）で，計24項目が作成された．

調査時期1998年6月．

実施方法 24項目から構成された「感情表出の制

御」尺度を5件法（あてはまる～あてはまらない）で

評定した．各学級でHRの時間または授業時間に一

斎に行われたが，一部の学校に対しては，授業時間

などの都合で，自宅に持ち帰って次の日に回収する

という形で行った．

結果と考察

1）感情表出の制御の因子分析

まず，中学生と高校生を合わせて感情表出の制御

の24項目に対し因子分析を行った．主成分法により

因子を抽出したところ，固有億が1以上の因子とし

て5因子が得られた．これらの因子に対しバリマッ

クス回転を実施し，2つ以上の因子に高い負荷量を

有している項目を3項目除いた21項目に射し，再度

因子分析を行った結果をTablelに示している．そ

れぞれの因子の解釈と命名は以下の通りである．

・第1因子－）：やりとりの相手の友人に合わせて喜
びや好感，悲しさなどの比較的に弱いポジティブ

およびネガティブ感情を強調して表わす内容と，

やりとりの相手の友人の言動に対し，友人が喜ぶ

ような形で自分がそれほど感じていないポジティ

プ感情を比較的弱いネガティブ感情を強く表す内

容の感情表出の制御である．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

内容の制御であると考えられるため，「八方美人

的感情表出の制御」と命名する．

・第2因子1）：やりとりの相手の友人に射し自分が
もつネガティプ感情を実際感じている感情より強

く表す内容と，相手の友人に対し自分の中で生じ

ているポジティブ感情を表さない内容から構成さ
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Tablel感情表出の制御に関する質問項目と因子分析結果

全体 中学生 高校生
項 目

FI F2 F3 F4 F5 11

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

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）
に射し，自分はそれほど悲しいと思わ 53 00 10．06．13 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，il．41

時，私もかなり好きなように表す．

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 52．21．15．08．14 38

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

持っているように表すことが多い．

15．友人の親切な行劫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

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 18．76
－．06

06 07．64

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 －．05．04．11
61

表すことが多い．

19．友人の言動が本当ほそれほど嫌いでな

いのに，とても嫌っているように表す．21．55 02 07．12 38

ことが多い．

2乙 友人のやさしい言辛が本当は嬉しいの

に，自分の嬉しい気持ちを表さないニ ー．06．5110
15 04．31

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 …．04．36．16．22．08．23

ことが多い．

20．プライドを傷つける友人の言葉に本当

は脱が立つのに，怒りの感情を表さな
．1i．03．66．tj ．04、47

いことが多い．

2ユ．友人の誠意のない言動に本当は悲しい

のに，悲しみを表さないことが多い．

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い．

11．09 58
．16 ．04 ．40

15
∴04

．55 ．j9 ，08 ．37

16．迷惑をかける友人を本当は嫌だと思っ

ているのに，嫌な気持ちを表さないこ．26．02．54．05．00．37

とが多い．

7．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と 23．04．15．54 12．39

き，私は嬉しい気持ちを表さない．

4．友人が嫌いだと言うこと（もの）に射
し，自分はけっこう好きなとき，私は 19．15．12 48．18 35

自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）に射し，自分は悲しいと思っている 10．18 17 48 06 31

とき，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，自分は嫌いなとき，私は嫌いな気，29．ユ3．15．44．02．33

持ちを表さない．

10．友人がとても怒っていること（もの）に
対し，自分はそれほど怒りを感じてい

ないとき，私もかなり怒っているよう

に表す．

9．友人がとてもイライラしていること（も

の）に射し，自分はそれほどでもないと
き，私もかなりイライラしているよう

に表す．

．28 ，19
12 20

，68 ．65

．27
28

．06 ．19 ．68
66

FI F2 F3 F4 F5 h▼ FI F2 F3 F4 F5 h

55
．08

16 16 jl．39
一．08

．5l．02 ．33 ．04
39

55
，03 ．15 ．ユ3 ．i3

37

．50 ．10 ．08
29

．16 ．39

．52 ．21．16
】O 13 38

．46 ．16 ．33 ．12
13

．39

．40 ．00 ▲30 ．11．04 ．27

，18 ．76
－．05

．05
05 63

．13
75

－03
07 10 61

23
．53 ．04 ．05

09
．35

－05
49

．10 ，16 ．08 ．30

∴04
．34 ．16 ．27 ．10 ．23

13
．05 ．63 ．08 ，05 ▲43

13
．08 ．57 ．17 ．04 ．39

．00 ．46
－01．32

．18 ．35

．08
54

．04
42

．00
49

，19 ．55 ．14
06

．11
39

．09 ，60
31 02 17

．51

．04 ．50 ．13
∴O1

10 29

．78 ，19
－．08

．05 ．15
70

．72 ．11－．10
－▲0】

16 58
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28

．21．04 ．j8 ．76 ．75
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れている．ここでの感情表出の制御は常に相手の

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ため，「非仲間志向的

感情表出の制御」と命名する．

。第3因子－）：やりとりの相手の友人に対し自分の

中で強く感じている怒りやイライラなどのネガ

ティブ感情を表さないように抑制している内容か

ら構成されている．友人に対し怒りや嫌悪の感情

が生起しているのに，それを抑圧する感情表出の

制御であるため，「自己抑圧的感情表出の制御」

と命名する．

・第4医卜子i）：やりとりの友人が感じている感情と
は異なるポジティブおよびネガティブ感情をもっ

ているのに，友人に合わせるため自分の感情を表

さないように抑制する内容から構成されている．

第3因子ほやりとりの相手の友人に対する自分の

ネガティブ感情表出の抑制であるのに射し，第4

因子は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

を抑制しているため，「同調のための抑制的感情

表出の制御」と命名する．

・第5因子i）：やりとりの友人が感じている強いネ
ガティブ感情を，自分はそれほど感じていないの

に，友人に合わせるため自分も同じぐらい感じて

いるように表す内容から構成されている．友人が

ある対象に対し強いネガティブ感情を表出するこ

とに同調するために自分の感情を強調する表出を

行っているため，「同調のための強調的感情表出

の制御」と命名する．

さらに中学生と高校生に射し，感情表出の制御21

項目に射し因子分析を行った結果，全体，中学生お

よび高校生の感情表出の制御の因子構造が類似して

おり，この5因子は中学校から高校生にかけて比較

的安定しているものと考えられる．

Fig．1に示されているように，第1因子を除く他

1）これからの本研究では以下のように表記する

第1因子

第2因子

第3因子

第4区卜子

第5因子

「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」

2）各因子に高い負荷量を持つ項目を集めて計算するの

で，因子と表現することは正確ではないが，このよう

な表記は慣例的に用いられることも多く，また，「第

～因子」と記述することが，文章を簡潔にすると思わ
れるので，本研究では「第～因子」と表記することに

する．

の4つの因子は感情の起因場所に分かれているのに

対し，第1因子（八方美人的制御）は表出の制御を行

う感情が友人に対し自分の中で生じている場合と，

友人の感情に対する自分の感情の場合の両方が一緒

になって一つの因子となっている．また，第2因子

（非仲間志向的制御）の場合は，友人に対するポジ

ティブ感情は抑制し，ネガティブ感情は強調するこ

とで，感情表出の制御の方略が2つのパターンに分

かれている特異なタイプである．また，悲しさの表

出の制御は第2因子と5因子ではなく，第1因子の

喜びと好感のようなポジティブ感情の強調化を行う

「八方美人的制御」と一緒になっていることも注目

される．悲しさはネガティブ感情のなかでも比較的

弱い感情であり（SllaVel・，Schwa王・tz，Kil－SOn＆0，con－

nor，1987），日本人において悲しさの表出は，場合

によってはネガティブな働きが弱い可能性が考えら

れる．

2）下位尺度の平均（SD）と信頼性の検討

（1）中学生の結果

Table2aには中学生の下位尺度ごとの平均値，

標準偏差，下位尺度間相関，性差，α係数による信

頼性係数が示されている．感情表出の制御尺度の内

的一貫性を検討するためのクローンバックのαの値

ほ，．67～．78であり，まずまずの内的一貫性が認め

らゴtたと言えよう．下位尺度間相関を見ると，第2

因子2）と第3因子Z〉問および第3因子と第5因子間

に低い相関が示され，その他の¶YF位尺度間に中程度

の相関が見られた．「非仲間志向的制御」（第2因

子）と「自己抑圧的制御」（第3因子）ほ，互いに性

質の異なる側面を持っていると思われる．また，

「自己抑圧的制御」は経験しているネガティブ感情

を表出しないのに射し，「同調のための強調的制

御」（第5因子）は経験していない強いネガティブ感

情を表すことということで遠いが現われていると思

われる．

次に性差を調べるためにt検定を行った結果，第

1因子と第3因子は女子が男子より得点が高く，第

2因子と第4因子は男子が女子より得点が高いとい

う結果であった．すなわち，女子が男子より「八方

美人的制御」（第1因子）と「自己抑圧的制御」（第

3因子）を多く行い，男子が女子より「非仲間志向

的制御」（第2因子）と「同調のための抑制的制御」

（第4因子）を多く行うことが示唆された．女子は相

手に悪い印象を与えないように相手に対するポジ

ティブ感情ほ強く，ネガティブ感情は抑えて表すこ

とであり，八方美人的な制御と自己抑圧的な制御を

行うことによって，相手と穏やかな関係を維持しよ

うとする梯子がうかがえる．その反面，男子が女子
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友人に対する制御

F2

Fl

感

令強調

豊抑樹

F4

Fユ

友人の感情に合わせる

潮静

［蔓ヨ八方糞人的御静

［司非仲間志向的御御

［亘］自己抑圧的御膠

匝】同調のための抑制的爛御

【吏】同調のための強調的鯛御

ポジティプ感絹

Fig．1 感情表出の制御の感情の種類，方略および起因別分類

より多く行う「非仲間志向的制御」は，結局友人に

対しポジティブ感情は表さず，ネガティブ感情ばか

り表すことになる．一般的な男性の性役割意識から

考えると，男子が友人に「おまえのこういうところ

が好きだ」とか「おまえのこの言葉がうれしかっ

た」というふうに表現するのは，「男はたくましく

振る舞うべきで，重みがなければならない」という

従来の男性性のイメージに反することであり，女々

しいという考え方が背景にあるのではなかろうか．

（2）高校生の結果

Table2bには，高校生の下位尺度ごとの平均

値，標準偏差，下位尺度間相関，性差，α係数によ

る信頼性係数が示されている．まず，α係数が，

．65～，77であり，中学生と同様，まずまずの内的一
貫性が認められた．下位尺度間相関を見ると，第1

因子と第2因子間，第2因子と第3医‡子間，第2因

子と第4因子間，第3因子と第5因子間に弱い相関

が示された．その他の下位尺度間には中程度の相関

が示された．高校生の場合は第2因子の「非仲間志

向的制御」が他の因子とは異なる性質を有している

ことが考えられる．

次に性差を見てみると，第2因子と第4因子にお

いて男子が女子より得点が高く，感情表出の制御を

多く行うという結果であった．この結果ほ中学生と

同じ結果であり，中学生・高校生ともに「非仲間志

向的制御」と「同調のための抑制的制御」は男性的

な感情表出の制御であることが示された．
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Table2a中学生の感情表出制御の全体および各因子ごとのα係数，平均値（SD），因子間相関係数およ
び性差

因子名
α係数 平均（SD） F2 F3 F4 F5

性差

男子 女子

八方美人的制御（Fl）

非仲間志向的制御（F2）

自己抑圧的制御（F3）

同調のための抑圧的制御（F4）

同調のための強調的制御（F5）

全体

5

2

1⊥

7

8

7

7

7

6

7

2．78（．84）

2．07（．81）

乙粥（1．02）

乙60（．92）

2．32（1．12）

2．56（．65）

8

0

7

0

4

4

2

4

50

肝

3
7
一

灯

1
6
一
】

3
0
…
】

】

2．73

2．15

2．81

2．69

＞

＜

＞

＜

＞

＜

＞

＞

＜

＞

2．83

1．98

3，08

2．48

2．28 2．34

2．55 2．56

注1）＞＞はt検定による有意水準（＞：pく05，＞＞＞：pく001）

2）＊書pく01

Table2b高校生の感情表出制御の全体および各因子ごとのα係数，平均値（SD），因子問相関係数およ
び性差

因子名 α係数 平均（SD） F2 F3 F4 F5
性差

男子 女子

八方美人的制御（Fl）

非仲間志向的制御（F2）

自己抑圧的制御（F3）

同調のための抑圧的制御（F4）

同調のための強調的制御（F5）

全体

5

4

3

5

7

7

7

7

6

7

2．68（．80）

1．83（．75）

2．97（1．02）

2．42（．87）

1．98（．97）

乙41（．58）

42

36

17

38

【

▲T

貯

27

3
7
一
一

・事

33

1
1
…
■

■

1
8
一
一
…

■

2．66 2．68

2．00 ＞＞＞ 1．64

2．91 3．04

乙55 ＞＞ 2．29

1．96 1．99

2．46 ＞ 2．35

注1）＞＞はt検定による有意水準（＞：pく05，＞＞：P＜＜．01，＞＞＞：pく001）

2）手強pく01，P＜．05

調 査 2

目 的

調査1で作成された感情表出の制御尺度の併存的

妥当性を検討することを目的とする．

方 法

破調査者 首都圏の2公立高等学校132名（男子65

名，女子67名）に感情表出の制御と対人不安意識尺

度が実施さゴt，別の公立高等学校190名（男子91名，

女子99名）に感情表出の制御と精神的健康尺度が実

施された．さらに，別の公立高等学校111名（男子65

名，女子46名）に感情表出の制御と自意識尺度が実

施された．これらの高校は学力的に「中の上」のレ

ベルと考えられる．

質問紙の構成

感情表出の制御尺度：調査1で得られた結果から

21項目が用いられた．

対人不安意識尺度：林・小川（1981）が作成した一

般人の対人恐怖的傾向を測定する尺度で，全66項

目，12下位尺度の中から，最も感情表出の制御との

関連性が深いと考えられる「対人関係で緊張する悩

み」と「自分や他人が気になる悩み」のそれぞれ7

項目ずつ使用した．7件法で評定しており，林・小

川より妥当性が検証されている．得点が高いほど，

対人不安意識が高いことを示す．なお，対人不安の

高い人は対人関係に自信がないため，自分をありの

まま表すことができず，感情表出の制御を多く行う

ことが予測され，正の相関が見られるであろう．

精神的健康：松原・会沢（1991）が作成した計35項

目，5下位尺度からなる精神的健康に関する質問紙

で，5件法で評定した．得点が高いほど，精神的健

康状態が良好であることを示す．なお，精神的健康

の下位尺度のなかで，自己主張や自己表現，自己受

容や自信，自己志向などと感情表出の制御との間に

負の相関が予想される．
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公的・私的自意識：管原（1984）が自分自身のどの

側面にどの程度注意をむけやすいかを測定するため

に作成した尺度である．公的自意識が10項目，私的

自意識が11項目から構成されており，7件法で評定

した．管原により信頼性および併存的当性が検証さ

れている．得点が高いほど，それぞれの自意識が高

いことを示す．なお，公的自意識と感情表出の制御

との間に正の相関が予想される．

調査時期1998年6月～7月．

調査方法 調査1と同様，各学級でHRの時間また

は授業時間に一斎に行われた．しかし，一部の学校

に対しては，授業時間などの都合で，自宅に持ち

帰って次の日に回収するという形で行った．

結果と考察

1）感情表出の制御の妥当性の検討

調査1で作成された感情表出の制御の併存的妥当

性を検討するために，対人不安意識，精神的健康，

自意識との相関を求めた．その結果がTable3に示

されている．まず，対人不安意識（対人関係で緊張

する悩み，自分や他人が気になる悩み）との相関係

数において，中程度の値が得られた．すなわち，感

情表出の制御を多く行うことと対人不安意識が高い

ということは相関があるという結果で，対人関係の

中で緊張してしまったり，自分のしぐさや行動また

は他人に嫌われていないのかなどを気にする人が，

自分の気持ちとは関係なく友人に合わせて自分の感

情表現を強めたり，抑制したりすることや，友人の

機嫌をとるために，友人によって生じたネガティブ

感情を抑制したり，友人に対するポジティブ感情を

強調して表すことが多いという結果であろう．

また，精神的健康との相関関係においても高くな

いが有意な値が得られた．特に下位尺度の中でも自

己主張と自己表現及び自己志向において，第3因子

と第4因子において中程度の負の相関関係があるこ

とが示された．この結果ほ，感情表出の制御の2つ

の方略である強調と抑制の中でも，抑制を多く行う

人は自己主張や自己表現が低く，自己志向が低いと

いうことを表しており，尺度の妥当性を示すひとつ

の結果であった．

最後に自意識との相関関係を求めたところ，公的

自意識や私的自意識のどれとも有意ではなかった．

場面想定式の質問紙を用いた荏（1997）の研究でも類

似な結果が見られ，感情表出の制御と公的自意識と

の間に正の相関が見られたものの．17～．20の低い相

関であった．この2つの研究結果からは感情表出の

制御と自意識とはほとんど関連性が見られないとい

うことになる．この自意識尺度は Fenigstein，

Scheier＆Buss（1975）が自意識の強さを測定するた

めに作成したものであり，その中の1つは，自分の

服装や他者に対する言動など他者から直接観察でき

る自己の側面に注意を向けやすい程度を測定する公

的自意識であり，もう1つは自分の内面や感情など

他者から直接観察されない自己の側面に注意を向け

やすい程度を測定する私的自意識である．今回の結

果からは，他者から観察できる自己の側面に注意を

向けやすい人は，他人からの評価を気にはしても，

他人に合わせて自分を表現したり，自分を押さえた

りすることは少ないことが考えられる．それと比べ

て，他人からの評価に心配と不安を持っており，ど

う行動していいかわからなくて，対人関係に緊張し

Table3 感情表出の制御と対人不安意識，精神的健廉，自意識との相関係数

FI F2 F3 F4 F5 全体

実 射入関係で緊張
・33… ・19＊ ・35＊＊＊ ・34少＊★ ・28… ・45…

蛋 白分や他人が気になる
．43＊＊＊ ．12 ．26＊＊ ．28＊斗ヰ ．34… ．45ヰ卓頼

精
神
的
健
康

過去からの解放

自己受容と自信

自己主張と自己表現

自己志向

積極的人生観

∴09 －．05 一．06 一．11
．04 ∴13

－．25♯ホー ∴18専 ∴14女

∴12 一．08 －．35榊

∴22書＊ 仙．11 －．29＊＊＊

∴23ヰ書 －．25＊さ＊ ∴08

－．14＊ －．05 …．26…

－－43＊＊＊ ．07 －．31＊＊＊

－．32… －．05 ∴32…

∴26＊＊＊ －．16ホ ∴30書＊＊

自 公的自意識
意
識 私的自意識

－．09 －．03 ∴08
．10 －．02 －．06

．10 ．03 ．04 ．07 ．01 ．10

注1）Flは「八方美人的制御」，F2は「非仲間志向的制御」，F3は「自己抑圧的制御」，F4は「同調のための
抑制的制御」，F5は「同調のための強調的制御」を指す．

2）…pく001，＊十p＜以，P＜．05
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たり硬直するような対人不安の方が，感情表出の制

御と一定の関連性を持つのである．これらの結果を

総合して考えると，今回の感情表出の制御の尺度の

併存的妥当性が検証されたと言えよう．

まとめ

本研究では，感情の種類，感情表出の制御方略，

感情がどこに起因しているのか（やりとりの相手の

友人か第3者か）の3つの次元の組み合わせによっ

て，尺度を作成した．因子分析，信頼性，妥当性の

検討による結果，中学生と高校生の青年期の生徒の

感情表出の制御を測定するのに有効であることが明

らかにされた．また，中学生と高校生の感情表出の

制御の性差についての検討も行われた．
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