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空間認知，記憶，加齢，発達，デグー 

 

目 的 

ヒトの空間認知能力は発達に伴って向上し (Ribordy et al., 
2013)，加齢に伴う神経変性によって低下する (de Toledo-
Morrell et al., 2000)。加齢が空間認知に与える影響については，
主にラットやマウスを対象に行われてきた。それらの研究で

は，被験体に薬理学的処置を加えて，アルツハイマー型認知

症モデルなどの神経疾患モデル動物を作製し，統制個体との

空間記憶成績の差異を検討するという手法が主に用いられ

てきた (e.g., Stazi & Wirths, 2021)。しかしデグー (Octodon 
degus) は齧歯類の中でも比較的寿命が長く，遺伝子操作や薬
理学的処置を行わなくても，加齢による神経変性すなわちア

ルツハイマー型認知症様病理が見られることが報告されて

いる (Hurley et al., 2018)。そのため，薬理学的処置なしに，
幼齢期から老齢期にかけての空間認知の発達過程を検証す

ることが可能である。 
しかしながら，デグーを対象に空間認知の発達過程を検証

した研究は数少なく，特定の年齢群を対象に横断的研究のみ

が実施されているのが現状である (Popović et al., 2009)。そこ
で本研究では，幼齢期から老齢期までの幅広い年齢のデグー

を対象に，空間認知の発達過程を検討することを目的として

2つの実験を実施した。実験 1では幼齢期から若齢期までの
過程について縦断的に検討し，実験 2では若齢期から老齢期
までの個体を対象に横断的に検討した。 

 
方 法 

デグーを 27匹用いた。実験 1では 27匹中 9匹を対象に，
生後 0日目から行動観察を開始し，3週齢と 1歳 0週齢の時
点で後述の空間認知課題を実施した。また，実験 2では，15.30
カ月齢から 82.23カ月齢 (SD = 22.58) の 27匹の被験体を対
象に実験 1と類似した課題を実施した。 

 実験 1・2では，オープンフィールド (OF) 内での物体探索
課題を各時期に 1個体あたり 1日間，実施した。まず，被験
体を OF 内に入れ，自由に探索させた。その後，2 つの異な
る新奇物体（物体 1・2）を OF内に設置し，自由に探索させ
た。空間認識テスト 1では，物体 2の位置を変え，探索させ
た。物体認識テストでは，物体 2 を新奇物体 3 に置き換え，
探索させた。最後の空間認識テスト 2では，物体 3の位置を
変化させた。なお，空間認識テスト 2は実験 2でのみ実施し
た。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結 果 

 実験 1・2 に共通して，空間認識テストと物体認識テスト
の 1試行目を対象とし，馴染みのある物体よりも，新奇な位
置に移動した物体や，新奇な物体を長く探索したか否かを検

証することで，各物体の空間的位置や物体そのものに関する

記憶を検討した。記憶成績の指標として，各試行の移動物体

（物体 1または 2），あるいは新奇物体（物体 3）の探索時間
を，2つの物体の合計探索時間で割ることで，RI (recognition 
index) 値を算出した。RI値が 0.5よりも大きい場合は，馴染
物体よりも，移動物体または新奇物体を多く探索したことを

意味し，0.5 よりも小さい場合は移動または新奇物体よりも
馴染物体を多く探索したことを意味する。 
 実験 1の空間認識テスト 1において，3週齢と 1歳 0週齢
の両週齢で，1標本の t検定の結果，平均 RI値は 0.5との有
意な差はなかった。一方，物体認識テストでは，両週齢の平

均 RI値は 0.5よりも大きかった（3週齢：t (8) = 2.57, p < .05; 
1歳：t (7) = 3.91, p < .01）。 
実験 2では，被験体の平均月齢値から標準偏差を引いた値
と足した値を基準として，若い被験体から順に若齢群・高齢

群・老齢群の 3つの月齢群に分けて分析した。各テストにお
いて，月齢群を被験体間要因とする 1要因の分散分析を行っ
た結果，物体認識テストにおいてのみ月齢群の主効果が見ら

れた (F (2, 23) = 5.20, p < .05)。多重比較の結果，老齢群の RI
値は若齢群と高齢群の RI値よりも有意に低かった (p < .05)。
また，若齢群では物体認識テストのみで RI値が 0.5を上回っ
た (t (8) = 6.43, p < .001)。高齢群では物体認識テストと空間
認識テスト 2において，RI値が 0.5を上回った（物体：t (13) 
= 9.29, p < .001; 空間 2：t (13) = 3.65, p < .01）。老齢期におい
ては，いずれのテストでも RI値と 0.5との有意な差はなかっ
た。 
 

考 察 

 本研究から，デグーにおいて，物体自体に関する記憶は生

後数週間後には獲得されており，物体の位置に関する記憶は

発達後期にかけて発達し，加齢とともに減衰していくという

可能性が示された。 

 

引用文献 

Hurley et al. (2018). Pharmacology & Therapeutics, 188, 36–44. 
Popović et al. (2009). Behavioural Brain Research, 200, 117–121. 
Ribordy et al. (2013). Cognitive Psychology, 66, 1–29. 
Stazi, M., & Wirths, O. (2021). Molecular Neurobiology, 58, 199–

213. 
de Toledo-Morrell et al. (2000). Hippocampus, 10, 136–142. 
 

（ながの あかね，べつやく とおる，うえきた ともこ， 
くろしま ひか） 

物体探索課題における探索物体の配置 
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マウスの社会的記憶における前頭前皮質の役割 
 

○八島成維・坂本敏郎 

（京都橘大学大学院健康科学研究科） 

 

社会的記憶 前部帯状皮質 内側前頭前皮質 マウス 

 

目 的 

マウスの前頭前皮質は社会的記憶に関わると考えられて

いるが，その役割の詳細は不明である。本研究では，マウス

の短期および長期の社会的記憶に前頭前皮質の一部である

前部帯状皮質（anterior cingulate cortex: ACC）と内側前頭前皮

質（medial prefrontal cortex: mPFC）の役割を検討することを

目的とした。加えて，これら両部位の不安関連行動に果たす

役割についても検討した。 

方 法 

動物：6 週齢の系統 C57BL/6J 雄マウスを 64 匹用いた。実験

対象となるテストマウスが 40 匹，刺激として用いる刺激マ

ウスが 24 匹であった。テストマウスは，ACC もしくは mPFC

に，Muscimol（GABAA受容体作動薬）を投与する実験群と，

人工脳脊髄液（aCSF）を投与する統制群の，計 4 群に 10 匹

ずつ分けた。 

手術：7 週齢にてテストマウスの両側の ACC ないし mPFC に

カニューレを装着する手術を行った。 

装置：社会的記憶テストでは，白色プラスティックの箱内（30

×35 cm，高さ 17 cm）に飼育時の床敷きを敷いたものを用い

た。刺激マウスの呈示に透明なアクリル筒（直径 7 cm，高さ

16 cm）を用いた。筒の側面下部には，マウスがにおいを嗅ぐ

ための穴が多数あった。情動テストでは，オープンフィール

ド，明暗往来箱を用いた。 

手続き：8~9 週齢にて社会的記憶獲得テストと社会的記憶想

起テスト行った。これらのテストでは装置の中央に刺激マウ

スを入れた筒を呈示し，テストマウスに装置内を自由に探索

させる試行を，1 日目に 5 試行，翌日に 2 試行を実施した。

試行内でテストマウスが筒に鼻先を近づけた社会的探索時

間を測定した。1 日目の初めの 4 試行では刺激マウス A を，

最後の 1 試行では新奇な刺激マウス B を呈示し，短期の社会

的記憶を測定した。2 日目では初めの 1 試行目に刺激マウス

A，2 試行目に刺激マウス B を呈示し，長期の社会的記憶を

測定した。記憶獲得テストでは第 1 試行の前に薬物

（Muscimol:10 mM, 片側 0.3~0.5 µL）を両側に投与した。記

憶想起テストでは 2日目の最初の試行の前に獲得テストと同

様に薬物を投与した。10 週齢にてオープンフィールドテスト

（OFT）と明暗箱往来テスト（LDT）を実施した。OFT と LDT

では装置内を 10 分間探索させた。OFT では移動距離と中央

エリア滞在時間を測定し，LDT では明箱滞在時間を測定した。 

結 果 

記憶獲得テスト：図 1 に 4 群の社会的探索時間の推移を示し

た。脳領域ごとに薬物と試行の2要因分散分析を行った。ACC

では，1 日目の 1から 5 試行目について交互作用が有意な傾

向にあった。試行ごとに薬物の単純主効果を検討したところ

3 試行目では Muscimol 群は有意に探索時間が長かった。

mPFC では 1 日目の 1から 5 試行目について試行の主効果が

有意であった。 

記憶想起テスト：図 2 に 4 群の社会的探索時間の推移を示し

た。脳領域ごとに薬物と試行の 2 要因分散分析を行った。1

日目と 2 日目の初めの試行では，ACC では試行の主効果が有

意であった。一方，mPFC では薬物の主効果が有意であった。 

OFT・LDT：OFT では，総移動距離，中央エリア滞在時間を

分析した結果，いずれの脳領域でも薬物投与の効果は見られ

なかった。LDT では，いずれの脳領域でも，Muscimol 投与群

の明箱滞在時間が統制群よりも短かった。 

考 察 

ACC へ Muscimol を投与することで短期の社会的記憶の過

程に変化が見られた。mPFCへの投与では短期の社会的記憶

に影響は見られなかった。ACCへの Muscimol 投与は長期の

社会的記憶の想起に影響はなかった。mPFC へ Muscimol を

投与することで社会的探索時間が長くなる傾向があり，

Muscimol 投与で社会的動機づけが高まった。したがって，

ACC は短期の社会的記憶に関与し，mPFC は社会的動機づけ

に関与する可能性が示唆された。また，LDTの結果からACC・

mPFC ともに不安関連行動を抑制する機能を持つ可能性が示

唆された。 

（やしま じょうい，さかもと としろう） 
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図1 記憶獲得テストにおける社会的探索時間の推移 
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図2 記憶想起テストにおける社会的探索時間の推移 
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平原ハタネズミにおける情動伝染の測定 
 

○北野孝太・佐藤暢哉 

（関西学院大学文学研究科） 

 
キーワード：共感・ホルマリンテスト・足舐め行動・社会的緩衝 

 

目 的  

 共感の一形態である情動伝染 (emotional contagion) は、
ある個体の情動状態の一部分を観察することで、観察個体

にある個体と同様の情動的・生理的反応を引き起こす、単

純で自動的なプロセスだと考えられている  (Hoffman, 
2000)。高い社会性を持ち合わせている平原ハタネズミ 
(Microtus ochrogaster) は共感を通して他個体を援助する可
能性が示唆されているが (Kitano et al., 2020)、情動伝染に
ついては検討されていない。本研究では、ホルマリンテス

トを用いて平原ハタネズミにおける負の情動伝染を測定す

ることを目的とした。 
 

方 法  

被験体：関西学院大学動物心理学研究施設で飼育・繁殖を

おこなっている平原ハタネズミのオスを 24個体用いた。実
験開始時点で平原ハタネズミは 17.50±2.51 週齢、体重は
35.50±0.70 gであった。 
実験装置：縦 15.5 cm × 横 26 cm × 高さ 17.5 cmの透明
なプラスチック製の箱を用いた。実験箱は中央で透明な仕

切りによって 2つに区切られていた。仕切りには長さ 6 cm
のスリットが 14本設けられていた。また、実験箱の底より
19 cm の高さに超音波発声を記録するためのマイク 
(Pettersson製 M500-384) を設置した。実験箱の下部と側部
にカメラ (Buffalo製 BSW200MBK) を設置し、実験中の様
子を記録した。 
手続き：実験箱に 15分、平原ハタネズミ 2個体を入れ装置
馴致をおこなった。次に、平原ハタネズミの右後肢底にホ

ルマリン溶液 20 μLを皮下注射して、実験箱に戻した。そ
の後、テストとして平原ハタネズミの行動を 30分観察した。
本実験では 2 個体に投与するホルマリンの濃度に応じて
1%-1% (Same; n = 6)、1%-5% (Different; n = 12)、5%-5% 
(Same; n = 6)の 3群を設定した。 
分析：テストでの各平原ハタネズミの足舐め行動を 3分ご
とに集計した。加えてストレス指標として、テスト後に実

験箱に残留していた糞の数を測定した。 
 

結 果  

 1%ホルマリンを投与した平原ハタネズミの足舐め行動
について分散分析を実施したところ、ペア個体に投与され

た異なるホルマリン濃度 (1%と 5%) による主効果は見ら
れなかった (Fig. 1; F(1, 10) = 2.51, p = .144)。一方で、5%ホ
ルマリンを投与した平原ハタネズミの足舐め行動では、ホ

ルマリン濃度と経過時間の間に交互作用が見られた (Fig. 
2; F(9, 90) = 2.30, p = .022)。単純主効果検定をおこなったと
ころ、0-3分でペア個体が 5%ホルマリンを投与された群の、
15-18分でペア個体が 1%ホルマリンを投与された群の足舐
め行動の時間が有意に長かった (ps < .05)。 
 糞の数を比較した結果、1%ホルマリンを投与した平原ハ
タネズミでは、ペア個体に投与されたホルマリン濃度の違

いによって有意な差が見られた (Fig. 3; t(8.9) = 2.55, p 

= .031)。5%ホルマリンを投与した平原ハタネズミでは糞の
数に有意な差は見られなかった (t(9.5) = 1.32, p = .219)。 
 

考 察  

 5%ホルマリンを投与した平原ハタネズミでは、ペア個体
が 1%ホルマリン濃度を投与されていたとき、投与直後の
足舐め行動の時間が減少した。このような疼痛反応の抑制

が見られたことから、他個体の存在による社会的緩衝 
(social buffering) が生じた可能性がある。本研究は平原ハタ
ネズミにおける負の情動伝染の存在を部分的に支持してい

るが、今後も個体数を増やし検討する必要がある。 

 

引用文献 

Hoffman, M. L. (2001). Empathy and moral development: 
Implications for caring and justice. Cambridge 
University Press. 

Kitano, K., Yamagishi, A., Horie, K., Nishimori, K., & 
Sato, N. (2020). Helping behavior in prairie voles: a 
model of empathy and the importance of 
oxytocin. bioRxiv. 

 

 

 
（きたの こうた，さとう のぶや）
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批判的思考態度が心理的リアクタンスの生起に及ぼす影響 
 

○小北純次・楠見 孝 

（京都大学教育学部・京都大学教育学研究科） 

 

キーワード：心理的リアクタンス・批判的思考態度・二重プロセスモデル 
 

人は自由の制限を感じると、これに反発し、心理的リア

クタンスと呼ばれる動機づけ状態を経験する。Sittenthaler，
Traut-Mattausch，& Jonas(2015)では、参加者自身の自由が
制限されていると想像した場合だけでなく、参加者の同級

生の自由が制限されていると想像した場合でもリアクタン

スが生起されること、および参加者自身の自由が制限され

ていると想像した場合には「感情的なプロセス」、参加者

の同級生の自由が制限されていると想像した場合には「認

知的なプロセス」によってリアクタンスが生起されること

（二重プロセスモデル）が明らかになった。しかし、リア

クタンスの生起プロセスにパーソナリティや特性がどのよ

うに関わっているのか、についての研究は未だ少ない。特

に、批判的思考とは合理的な思考を行うために自身の考え

を内省する過程で行われる思考であり、「感情的なプロセ

ス」及び「認知的なプロセス」のいずれのリアクタンスの

生起プロセスにも密接に関係しているように思われるため、

批判的思考態度はリアクタンスの生起に大きく関わってい

るのではないだろうか。そこで、批判的思考態度は「感情

的なプロセス」を抑制し、「認知的なプロセス」を促進す

る、という予測に基づいた仮説モデルを立て、検討を行っ

た。 

方 法 

参加者 大学生 102（男性 56，女性 46）名 

手続き 実験は、Googleフォームを通じて行われた。 

材料 ①刺激文（自由の制限の対象：自己条件 vs 他者条
件）（Sittenthaler，et al．2012）を参加者に呈示し、考えた
内容について自由記述による回答を求めた。なお、２つの

条件は参加者間で実施した。 

②事後測定尺度 刺激文によって、生起されたリアクタン

スの大きさを測定するために新たに作成した（24項目）。 
③批判的思考態度尺度改訂版（22項目：楠見，2018）④心
理的リアクタンス特性尺度（23 項目：高本・吉見・深田，
2005）⑤Big Five尺度短縮版（10項目：小塩・阿部・カト
ローニ, 2012）もすべて 5件法により測定した。 

  結果と考察 

心理的リアクタンスと諸特性との関連 分析の結果，条件

1（自己の自由が制限された場合）と条件 2（他者の自由が
制限された場合）の両方で開放性と心理的リアクタンス特

性因子Ⅱ（意思決定の自由）との間には中程度の正相関が

見られた(条件 1：r=.48，条件 2：r=.34)。また、両条件で
批判的思考態度と事後測定因子Ⅰ（自由の制限への知覚）

との間にやや弱い正相関が見られた(条件 1：r=.28，条件 2：
r=.26)。  
生起したリアクタンス 事後測定尺度の平均評定値につい

て、条件間の差について検討するために、対応のない 2標

本 t検定を行った。その結果、事後測定因子Ⅰ(自由制限知

覚)の平均評定値は条件１が条件２よりも有意に低かった

(t (99) =－2.00, p < .05, d = .39)。また、事後測定因子Ⅲ(感

情的反発)の平均評定値は条件１が条件２よりも有意に高

かった(t (99) = 4.53, p < .01, d = .83)。加えて、事後測定因 

  表１ 重回帰分析の結果（標準化偏回帰係数）

 

 

子Ⅳ(状況認識)の平均評定値は、条件 1は条件 2よりも有

意ではないが高く、中程度の効果量があった(d=.39)。 
リアクタンス生起プロセス リアクタンスの生起プロセス

を明らかにするため、事後測定因子を目的変数として、階

層的重回帰分析を実施した結果、条件差に関わらず、事後

測定因子Ⅰ(自由の制限への知覚)の説明変数として、批判
的思考態度の説明力が大きかった(表 1)。批判的思考態度の
事後測定因子Ⅰに対するの説明力は条件 2よりも条件１の
方が大きかった(表 1)。また、条件 1では、批判的思考態度
は認知的プロセス(事後測定Ⅱ)を促進し、感情的なプロセ
ス(事後測定Ⅲ)を抑制した。以上の結果は仮説を支持した。 
               

（こぎた じゅんじ・くすみ たかし） 

 

条件１

(n=50)

Step1 性別（女性） .01 .00 -.03 .01 -.00 -.03 -.03 -.06 .01 -.16 -.16 -.17 .01

Step2 開放性 .07 -.07 -.17 -.09 .07 -.04 .01 .10 .07 -.16

Step3 批判的思考態度 .32 .26 .31 .25 .18 .06 -.16

Step4 .09 .18 -.22 -.12
.27 -.03 -.16 .64 **

-.05 -.15 .35 .09
.03 .07 -.04 -.07

Step5 事後測定Ⅱ .15
事後測定Ⅲ .51 **

R .01 .07 .29 .39 .58 .03 .07 .23 .38 .16 .18 .19 .56
R ² .00 .00 .08 .15 .34 .00 .01 .05 .14 .02 .03 .04 .32
⊿R² .00 .08 .07 .19 .01 .04 .09 .01 .01 .28

adjusted R² -.02 -.04 .03 .01 .19 -.02 -.04 -.01 .00 .00 -.01 -.03 .21

条件2

(n=51)

Step1 性別（女性） .16 .17 .13 .19 .05 -.14 -.14 -.15 -.19 .15 .18 .16 .21

Step2 開放性 -.16 -.18 -.18 -.00 -.08 -.08 -.18 -.28 -.29 -.34

Step3 批判的思考態度 .24 .17 .18 .08 .04 .12 -.02

Step4 -.12 -.05 .06 -.09
.15 .02 .15 .27
.19 .03 -.13 .23
.09 .05 .19 .12

Step5 事後測定Ⅱ -.12
事後測定Ⅲ .58 **

R .16 .22 .33 .43 .65 .14 .17 .18 .29 .15 .32 .34 .51
R ² .03 .05 .11 .18 .42 .02 .03 .03 .09 .02 .10 .11 .27
⊿R² .02 .06 .07 .24 .01 .01 .06 .08 .01 .15

adjusted R² .01 .01 .05 .05 .29 .00 -.01 -.03 -.07 .00 .06 .06 .15

Step４

Step3 Step4

Step3 Step4 Step１ Step２ Step３Step3 Step4 Step5 Step1 Step2

**p<.01     *p<.05

事後測定Ⅰ(自由の制限への知覚） 事後測定Ⅱ(認知的なプロセス） 事後測定Ⅲ(感情的なプロセス)

事後測定Ⅰ(自由の制限への知覚） 事後測定Ⅱ（認知的なプロセス） 事後測定Ⅲ（感情的なプロセス）

Step1 Step2 Step3 Step4 Step5 Step４

Step1 Step2

Step1 Step2 Step１ Step２ Step３

PR特性Ⅱ(意思決定)

PR特性Ⅲ(感情的反発)

PR特性Ⅳ(脅威の感受性)

PR特性Ⅰ(自由回復行使)

PR特性Ⅱ(意思決定)

PR特性Ⅲ(感情的反発)

PR特性Ⅳ(脅威の感受性)

PR特性Ⅰ(自由回復行使)
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複数テキストの統合的理解における既有感情と読解方略の影響 
 

○向野下紋香１ 

（１奈良女子大学大学院人間文化総合科学研究科） 

 

キーワード：複数テキスト，統合的理解，関心・態度，読解方略，プロトコル分析 
 

目 的 

 情報通信技術の発達により容易く多くの情報にアクセス

できるようになった現代，複数のテキスト（テキストとは，

文字で記述された１つのまとまりを指す）から得られる情

報を統合的に理解するスキルの必要性が高まっている。 
複数テキストの読解時に形成される心的表象には，間テ

キストモデル（テキストのソースの情報やテキスト間の関

係性の表象）とメンタルモデル（テキストに書かれた内容

そのものについての表象）があり，これらの両方が統合的

理解の達成に必要であるとされる（Britt et al., 1999）。 
また，統合的理解に関与する個人差要因として，トピッ

クに対する関心・態度などの感情的側面がある。しかし，

読み手がトピックに対する自身の既有感情を自覚している

ことが，統合に与える影響は明らかになっていない。 
そこで本研究では，トピックに対する読み手の関心と態

度，情報ソースの評価スキル，および心的表象の形成に関

わる読解中の方略が，対立的な主張を呈する複数テキスト

の統合的理解にどのような影響を及ぼすかについて，プロ

トコル分析により検討を行った。 
方 法 

 実験参加者 女子大学生・大学院生 12名（平均 22.75歳，
SD=0.75）が個別に実験に参加した。 
 材料 「日光紫外線への暴露と健康」というトピックに

ついて，異なる視点から書かれた 3つのテキストを作成し，
材料として用いた。いずれのテキストも横書きで上から順

に，タイトル，本文，書誌情報（著者とその所属など）を

記載した。各テキストがとる観点は以下の通りである。 
①紫外線についてニュートラルに説明する観点 
②健康維持における日光浴の重要性を強調する観点 
③紫外線の有害性を強調し予防を勧める観点 
 課題 「紫外線」トピックに対する既有知識・関心・態

度・ソース評価スキルの測定，文の再認課題，複数テキス

トの要約課題を実施した。 
1) 既有知識 多項選択式の 12の設問で測定した。 
2) 関心・態度 紫外線と健康についての関心（9項目）・
態度（6項目）を，それぞれ 10件法で測定した。 
3) ソース評価スキル google を模した架空の検索結果ペ
ージを 2種類呈示した。参加者は，各 5つのウェブサイト
のソース情報を読み，サイトの信用度について順位付けを

行った。順位付けの妥当性からスキルを測定した。 
4) 文の再認課題 テキスト読解後に 24 文を呈示し，参加
者は各文の内容がテキストの内容と一致するかを判断した。

これにより，個別のテキストに対する理解度を測定した。 
5) 要約課題 参加者は，「紫外線と健康の関係」というテ 
 

ーマの下，テキストの要約を行った。これにより，複数テ

キストの統合的理解の質を測定した。 
 手続き 最初に，既有知識・関心・態度・ソース評価ス

キルの測定をこの順で行った。続けて発話の練習の後，3
つのテキストの読解を行った。参加者には，読解中に考え

たことを逐次発話するよう求めた。読解終了後，再認課題・

要約課題をこの順で実施した。 
結 果 

要約の分析 各参加者の要約の内容を，テキスト間の対

立に触れているか，結論が一方の観点に偏っていないか，

というポイントに従って採点した。この得点に基づいて，

参加者を高得点群（5名）と低得点群（7名）に分類した。 
発話のコーディング まず参加者の発話を，一貫した内

容について述べたまとまりごとに，ユニットとして細分化

した。これらのユニットを，単独テキスト内の情報のみに

言及する発話（単独テキスト内ユニット）と，テキスト中

の情報を他のテキストや既有知識と関連づける発話（間テ

キスト的ユニット）とに区別した。このうち間テキスト的

ユニットを，「重要情報の同定と学習」「評価」「モニタ

リング」の 3つの方略カテゴリに分類した。 
各得点群の特徴 既有知識・関心・態度・ソース評価ス

キルの各指標，再認課題の d’，発話の総ユニット数，総発
話時間，単独テキスト内・間テキスト的ユニットの数と割

合，各方略カテゴリの割合のそれぞれについて，高得点群

と低得点群とを比較するMann-WhitneyのU検定を行った。
その結果，関心・態度について，高得点群は低得点群より

有意に得点が高かった（関心 p<.01, 態度 p<.05）。発話カ
テゴリの比較において有意差は見られなかったが，高得点

群で「評価」「モニタリング」各カテゴリの割合が同程度

であったのに対し，低得点群では「評価」カテゴリの発話

が多く，カテゴリ間で発話量に偏りが見られた。 
既有感情の自覚 参加者の発話した全てのユニットに対

し，自らの既有感情に言及したユニットを特定した。該当

ユニット数の平均は 0.83（SD=1.03）であり，全体として
非常に少なかった。また，統計的に有意ではなかったもの

の，低得点群よりも高得点群で発話ユニット数が多かった。 
考 察 

 以上から，テキストのトピックに対する関心や態度が強

く，そうした既有感情がテキスト読解中に自覚されており，

「モニタリング」「評価」方略がバランスよく行われる場

合に，質の高い統合が達成されると考えられる。 
引用文献 

Britt et al. (1999). In Narrative comprehension, causality, and 
coherence: Essays in honor of Tom Trabasso, 209-233.  

                （むかいのげ あやか） 

既有知識
（正答率）

関心の強さ 態度の強さ ソース評価
スキル

⽂の再認
d'

総数 総発話時間 単独テキスト
（数）

単独テキスト
（割合）

間テキスト
（数）

間テキスト
（割合）

既有感情の
自覚（数）

重要情報の
同定と学習

モニタリング 評価

高得点群 0.483 28.60 20.40 6.60 0.900 28.20 20'36 14.00 0.511 14.20 0.489 1.20 0.691 0.159 0.150
（N=5） (0.181) (2.67) (3.21) (3.13) (0.109) (8.67) (4'15) (3.16) (0.092) (6.30) (0.092) (1.30) (0.298) (0.130) (0.173)
低得点群 0.548 21.57 13.86 7.57 0.857 42.00 25'14 26.00 0.632 16.00 0.368 0.57 0.702 0.093 0.205
（N=7） (0.173) (4.24) (4.30) (1.40) (0.079) (8.83) (5.49) (6.30) (0.181) (2.48) (0.181) (0.79) (0.192) (0.093) (0.153)

⽅略カテゴリの割合プロトコル分析のユニット

Table 1 高得点群・低得点群における各指標の数値（SD） 
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520 ms  600㸫799 ms P3bࠋࡓࡋ༊㛫ᖹᆒ㟁ࡢ ࡢࡑࡣ

άື᭱ࡀ࡞ Pz ࡣຠᯝࡢ௳᮲࡞᭷ព㸪ᖜ࡚࠸࠾

ぢ୍ࠋࡓࡗ࡞᪉㸪PSW ᖜࡣ㸪Cz࣭Pz ࡚࠸࠾

ࠋ㸦ps < .01, dzs > 0.6㸧ࡓࡗ࡞௳ᅇ㑊᮲௳㸺ㄗ㆙ሗᅇ㑊᮲ࢫ

㸪P3aࡓ ᖜ㸦380㸫420 ms㸧ࡣ Fz ࢫࡀᖜ࡚࠸࠾

ᅇ㑊᮲௳㸼ㄗ㆙ሗᅇ㑊᮲௳ࡓࡗ࡞㸦p = .03, dz = 0.4㸧ࠋ 

 

4 ȝ9 800 ms-200 ms
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Figure 1. 㢌⓶ୖṇ୰⥺ 3 㒊࡛ࡢ ERP ⤖ᯝྑࠋ ୗࡢ⅊Ⰽᖏ

ྛࡣ ERP㸦P3a࣭P3b࣭PSW㸧ศᯒ༊㛫ࠋࡍ♧ 

 

⪃ ᐹ 

 ⾜ືᡂ⦼ࡢ⤖ᯝࡣ㸪ᛂࡢࢫࣂ᧯సᡂຌࡇࡓࡋ

 ࠋ࠸࡚ࡋ♧

 ᶆⓗ่⃭ ERP 㸪P3bࡣ࡛ 㸪PSWࡃ࡞ࡀ᮲௳ᕪ ᅇࢫࡣ

㑊᮲௳㸺ㄗ㆙ሗᅇ㑊᮲௳ࡣࡇࠋࡓࡗ࡞ᛂࡀࢫࣂ

ᶆⓗ᳨ฟฎ⌮ࡢ㐜࠸㐣⛬࡛ᙳ㡪ࠋࡍ♧ࡇࡓࡋPSW

ᖜࡣᶆⓗࡢ▱ぬ᳨ฟࡀᅔ㞴࡞㝿ቑࡓࡍ㸦Ruchkin 

& Sutton, 1983㸧㸪ᶆⓗࡢྰ㆑ูࡀㄗ㆙ሗᅇ㑊᮲௳࡛

ㄗ㆙ሗᅇࡀᛂ㛫ࠋ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡓ࠸࡚⾜ៅ㔜

㑊᮲௳࡛ᘏࡓࡧ⤖ᯝྍࡢࡇࡣ⬟ᛶᨭᣢࠋࡍ 

 㐓⬺่⃭ P3a ࡗ࡞௳ᅇ㑊᮲௳㸼ㄗ㆙ሗᅇ㑊᮲ࢫ㸪ࡣ

ὀពࡃᅇ㑊᮲௳࡛ᙉࢫࡀ่⃭⬺㸪㐓ᯝ⤖ࡢࡇࠋࡓ

ᤕᤊྍࡓࡋ⬟ᛶ㸦Sawaki & Katayama 2008㸧㸪ࡣࡃࡋㄗ

㆙ሗᅇ㑊᮲௳࡛ࡢࡑὀពᤕᤊࡀᢚไྍࡓࡉ⬟ᛶ࠼⪄ࡀ

 ࠋ

 

ᘬ⏝ᩥ⊩ 

Ruchkin & Sutton (1983). Advances in Psychology, 10,  

233-250. 

Sawaki & Katayama (2008). Clinical Neurophysiology, 119. 

1300-1309. 

㸦ࡁ ࡔ࡞ࡉ㸪ࡕ࠸ࡌ ࡓ㸧
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 協同学習における動機づけ調整方略と状況的動機づけの変動 

 
◯ 稲垣勉 1・梅本貴豊 1（非会員） 
（1京都外国語大学外国語学部） 

 
キーワード：協同学習，動機づけ調整方略，状況的動機づけの変動 

 

目 的 
協同学習とは，学習者間の相互作用により学習者一人一人

の学力と学習意欲の向上を図ろうとする取り組みであり（飛

田, 2017），知識・理解の定着とともに協働性や社会性を育

む教育方法として現場に根付いている（関田, 2017）。 
 協同学習は数名のグループで行うことになるが，グループ

のメンバーの動機づけのあり方は多様である。たとえば，一

貫して熱心に取り組む者や，途中でやる気を失ってしまう者

など，様々なタイプが想定される。協同学習を成功裏に終え

るためには，途中でグループのメンバーのやる気が下がった

としても，それを持ち直すことが必要になる。 
 これに関連する概念に動機づけ調整（motivation regulation）
がある。動機づけ調整とは，特定の活動や目標を達成すると

いう意志を始発，維持，補充するために行う行為であり（赤

間, 2015; Wolters, 2003），具体的な動機づけ調整の方法とし

て動機づけ調整方略がある（梅本他, 2018a）。梅本・田中

（2012）は，大学生における動機づけ調整方略尺度を作成し

た。この研究では，学習への興味を高めたり周囲の環境を調

整したりして動機づけを調整する「自律的調整方略」は学習

の持続性を促進すること，成績を意識して動機づけを調整す

る「成績重視方略」と，友人との協同によって動機づけを調

整する「協同方略」は学習の持続性を抑制することが示され

た。さらに梅本他（2018b）は，協同学習における動機づけ

調整方略尺度を作成した。ここでは，他者と積極的に関わる

ことで動機づけを調整する「積極的交流方略」，義務感を高

めることで動機づけを調整する「義務感高揚方略」など，5
つの動機づけ調整方略が示された。 
 梅本・稲垣（2019）は，協同学習場面における動機づけの

変動に着目し，大学生28名を対象に検討した。その結果，協

同学習場面における動機づけ調整傾向が高い者ほど，協同学

習場面の後半においても動機づけの変動が小さかった。ただ

しサンプルサイズが小さく，複数の下位尺度をもつ動機づけ

調整傾向尺度をまとめて一つの得点を求めているため，下位

尺度ごとの検討も重要と思われる。そこで本研究では，一定

のサンプルサイズを確保した上で，協同学習場面における動

機づけ調整方略と，動機づけの変動の関連を検討する。 
方 法 

調査対象者 高等学校の専門課程生 64 名（男性 12 名，女

性 52 名。平均年齢 18.33歳，SD = 0.48歳）に調査を行った。

12 グループは 5 名で，1 グループは 4 名で構成した。回答に

正解・不正解はなく，答えたくない質問は回答不要であるこ

と，個人を特定する形式で結果を公表しないことをフェイス

シートの記載したほか，口頭でも説明した。 
 材料および手続き  (1)プレ調査  先行研究を参考に，

統制変数として自己効力感,  内発的価値（各 6項目），協

同学習の好み, 親密度，疲労度（各 1 項目）を測定した。

(2)協同学習における課題 合意形成課題である NASA 課
題（津村・星野，1996）を，40分間の時間をとって実施し

た。(3)ポスト調査  協同学習中の動機づけ調整方略につい

て，梅本他（2018a）の尺度で測定した（38項目）。また，

協同学習中の状況的動機づけについて，開始から終了まで

5分ごとに 9時点の評定を求めた（9件法）。加えて，協同

学習における行動的・感情的エンゲージメントについて，

梅本他（2018a）の尺度で測定した（各 5項目）。状況的動

機づけ以外の項目はいずれも 5件法であった。 
 

結 果 および 考 察 
 各尺度の得点化 複数の項目から成る尺度は合算平均値

を求めた。動機づけ調整方略尺度は課題特有の方略の使用

が想定されたため，因子分析（最尤法・Promax回転）を行

い，最終的に 3因子を抽出した。それぞれ「積極的交流方

略」「自己報酬・学習活動構造化方略」「義務感高揚方略」

と命名し各下位尺度を構成した。また，9 時点の状況的動

機づけの平均値を動機づけレベル，個人内標準偏差を動機

づけの変動とした。さらに，9時点中の 1~4時点を「前半」，

6~9時点目以降を「後半」として，それぞれ変数化した。 
 動機づけ調整方略と状況的動機づけの変動の関連 本抄

録では紙幅の関係から，3 つの動機づけ調整方略と状況的

動機づけのレベルおよび変動の関連に絞って結果を報告す

る。積極的交流方略は前半，後半のいずれにおいても動機

づけのレベルと正の偏相関（prs＞.48）を示したことから，

この方略は協同学習における状況的動機づけを高い水準で

維持するために重要であることがわかる。一方，義務感高

揚方略は後半における動機づけレベルと負の偏相関

（pr=-.35）を示したことから，義務感高揚方略は特に後半

において動機づけレベルの低下と関連することが示された。 
 また，積極的交流方略，義務感高揚方略は，後半におけ

る状況的動機づけの変動と正の偏相関があった（prs=.24）。
いずれの方略も，後半において状況的動機づけの揺れと結

びついているといえるが，その方向性は異なることが考え

られる。すなわち，積極的交流方略は上方向に揺れる変化

を，義務感高揚方略は下方向に揺れる変化と関連している

可能性がある。今後は，この点も含めて精緻な検討が必要

である。  （いながき つとむ，うめもと たかとよ） 

全体 前半 後半 全体 前半 後半

積極的交流方略 .60 ** .48 ** .50 ** .29 * .08 .24 † .92 4.00 0.65
自己報酬・学習活動構造化方略 .12 .10 .00 -.14 .08 .00 .91 2.76 0.78
義務感高揚方略 -.16 .11 -.35 ** .03 -.09 .24 † .86 3.23 0.73

M 6.05 5.85 6.04 1.28 0.85 0.79
SD 1.88 2.20 2.15 0.78 0.81 0.75

**p<.01, *p<.05, †p<.10.　注）動機づけレベルでは自己効力感,  内発的価値,  協同学習の好み,  親密度,  疲労
度を統制し，動機づけの変動性では上記に加えて動機づけレベルを統制した。

Table1  偏相関分析の結果
動機づけレベル 動機づけの変動

ω M SD

ｍｊｈｇｆｒ５６７０−＠＾
口頭発表　Ｂ－２

ｍｊｈｇｆｒ５６７０−＠＾
関西心理学会第132回大会



学校教員におけるコミュニケーションの得手不得手意識が

Sense of Coherenceを媒介してバーンアウトに及ぼす影響 
― 学校組織風土認知を調整要因として― 

○磯和壮太朗１・今井田貴裕２ 

（１名古屋芸術大学・２甲南大学） 

 

   バーンアウト，Sense of Coherence，コミュニケーションの得手不得手意識，学校組織風土認知，学校教員 
 

目 的 

学校教員（以下，教員とする）のバーンアウト（Burnout：
BO）対策は，本邦の喫緊の課題であると考えられる。磯和・
今井田（2021）では，コミュニケーションの得手不得手意識
（ Self-awareness of Communication Strengths and 
Weaknesses：SCSW）と Sense of Coherence（SOC）を取り上
げたうえで，教員の専門性向上意識との関係について仮説モ

デルを構築し，検討している。その結果，SCSWが SOCに
動員されることで教員の専門性向上に寄与すること，このモ

デルは学校組織風土認知（School Organizational Climate 
Perceptions：SOCP）によって調整されることが，調整媒介
分析によって確認されている。このモデルは専門性向上意識

だけでなく，BOにおいても有効であると期待されるが，そ
こにも SOCPによる調整効果が存在する可能性がある。 
 そこで本研究では，上記の点を媒介分析と調整媒介分析を

用いて検討し，BOに対するモデルの抑制効果を検討する。 
方 法 

 調査時期 2020年 3月末～4月初頭であった。 
分析対象者 Web 調査サービスの登録者である小・中・
高・特別支援学校の教員 124名（男性 60名，女性 64名，平
均年齢 42.00歳，SD = 11.33）を分析対象とした。なお，磯和・
今井田（2021）と同一の調査のためデータは一部重複がある。 
調査内容 SCSWは，藤本・大坊（2007）の ENDCORE尺
度を使用した。SOC は，Antonovsky（1987 山崎・吉井監訳 
2001）の人生における志向性に関する尺度の日本語版を使用
した。BO は，久保（1998）の日本版 BO 尺度（情緒的消耗
感，脱人格化，個人的達成感の低下の 3因子）を学校向けに
調整して使用した。SOCP は，橋本・前田（2019）の学校組
織の風土尺度（同僚性，閉鎖性（消極的同調），閉鎖性（積

極的同調）の 3因子）を使用した。 
 倫理的配慮 回答に際して，中断や放棄の自由を明記する

などの倫理的配慮をした上で調査は実施された。 
結 果 

 SCSW を独立変数，SOC を媒介変数，BO 各因子を従属変
数とした媒介分析を行った。その結果を Figure 1に示した。 

 

 次に，SOCPの各下位尺度による Figure 1 のモデルの調整
効果を検討するため，SOCP の下位尺度ごとに調整媒介分析
を行った。その結果，個人的達成感の低下に対する SOCと同

僚性の交互作用（β = -.17，p < .01）のみが有意となり，同僚
性の調整効果が確認された。その結果を Table 1に示した。 

SCSW .52 *** .44 *** .60 *** -.11 -.15 -.08
SOC -.33 ** .00 -.65 ***

　SCSWの間接効果 -.17 * .00 -.40 *

　モデルの総合効果 -.28 ** -.14 -.48 **

*** p  < .001, ** p  < .01

M+1SD

Table 1　個人的達成感の低下に対する調整媒介分析：同僚性
SOC 個人的達成感の低下

－ － －

M+1SDM－1SDMean Mean M－1SD

 
なお，調整媒介分析の過程で各 SOCPから BO各因子に対
する主効果も確認されたが，課題ではないため検討しない。 

考 察 

 媒介分析の結果，予測した通り SCSW が SOC に動員され
ることによって，BO各因子を抑制していた。このことから，
教員の BOの予防のためには，教員の SOCを高めるような介
入が有効であると考えられる。ただし，SOCから個人的達成
感の低下への効果は同僚性によって調整されており，同僚性

が低いほど SOCからの抑制効果が弱く，平均値－1SDにおい
てはその効果が消失していた。教員同士の同僚性が低い環境

下では，個人の SOCのみで個人的達成感の低下を防ぐことは
できず，BO，特に個人的達成感の低下予防には個人的側面と
組織風土的側面の両面からのアプローチが必要と考えられる。 
また，媒介分析の結果からは，SCSWが高まると SOCも高
まる可能性が示唆されており，SOCを高める介入を考える際
に SCSWに注目することが有効である可能性が示唆された。 

引用文献 
Antonovsky, A. (1987). Unraveling the mystery of health: How 

people manage stress and stay well. Jossey-Bass Publishers, 
Sun Francisco.（アントノフスキー, A. 山崎 喜比古・吉井 
清子（監訳） （2001）. 健康の謎を解く――ストレス対
処と健康保持のメカニズム―― 有信堂） 

藤本 学・大坊 郁夫 (2007). コミュニケーション・スキルに
関する諸因子の階層構造への統合の試み パーソナリ

ティ研究, 15(3), 347-361. 
橋本 博文・前田 楓 （2019）. 学校組織の風土の可視化（１）
――社会的環境要因としての学校組織の特性の査定を

目指した尺度の作成―― 日本学校心理学会第 21回大
会プログラム・発表抄録集. 

久保 真人（1998）．ストレスとバーンアウトとの関係―バー
ンアウトはストレンか？― 産業・組織心理学研究，12
（1），5-15． 

磯和 壮太朗・今井田 貴裕 （2021）. 学校教員におけるコミ
ュニケーションの得手不得手意識が Sense of Coherence
を媒介して専門性向上意識に及ぼす影響――学校組織

風土認知を調整要因として―― くらしき作陽大学・作

陽短期大学研究紀要, 53(2), 11-22. 
（いそわ そうたろう，いまいだ たかひろ） 

ｍｊｈｇｆｒ５６７０−＠＾
口頭発表　Ｂ－３

ｍｊｈｇｆｒ５６７０−＠＾
関西心理学会第132回大会



高齢化ニホンザル集団における高齢個体の社会的孤立化の検討  
 

○石川大輝１・中道正之１（非会員）・山田一憲 1 

（１大阪大学大学院人間科学研究科）  

 

ニホンザル・高齢化集団・社会的孤立化 
 

目 的 
ニホンザル (Macaca fuscata) の成体メスは，加齢に伴い
社会交渉に費やす時間が減少したり他個体との空間的近接

頻度が低下したりする社会的孤立化を示すことが明らかと

なっている (Nakamichi, 1984; Kato, 1999)。しかし先行研究
において，高齢と定義される 20歳以上の個体は非常に珍し
く，高齢個体の集団を占める割合も低かった。Nakamichi 
& Yamada (2007) によると，成体メス間の社会関係では，
年齢の近い個体同士は毛づくろいをもとにした親和的な関

係を 10年以上に渡って維持することが示されている。そこ
で本研究では，集団のおよそ 4割が 20歳以上の個体であり
特異的に高齢化している嵐山ニホンザル集団を対象とし，

高齢化ニホンザル集団における高齢個体の社会的孤立化の

検討を行った。 
方 法  

研究対象 嵐山モンキーパークいわたやま (京都市) 周
辺に生息している野生餌付けニホンザル集団 (108頭，2018
年 2 月時点) を対象として行動観察を行った。集団のすべ
ての個体は，筆頭著者によって個体識別がなされていた。 
観察方法と観察期間 あらかじめ選定したルートでフィ

ールド内を周回し，スキャンサンプリング  (Martin & 
Bateson, 1986) を用いて観察を行った。発見した個体が社
会行動 (毛づくろい，接触，2m以内の近接) を行っている
かを，その行動の相手個体とともに記録した。2018年 2月
から 9月までに，327セッションの観察を行った。 
分析方法 5歳以上の成体メス 73個体を対象として分析
を行った。各社会行動の生起頻度を応答変数，各個体の年

齢段階，血縁個体数，3 歳以内の同年代個体数を説明変数
として GLM を行った。年齢段階はニホンザルの出産率を
もとに，3つ (成体期: 5-19歳齢，高齢期: 20-25歳齢，不妊
高齢期: 26歳齢以上) に分けた。 

結 果  
毛づくろいを行う頻度は加齢とともに減少した。Tukey
の多重比較の結果，成体期，高齢期，不妊高齢期のすべて

の間で有意な差が確認された (図 1)。また，血縁個体の多
い個体ほど，他個体に対して多くの毛づくろいを行った 
(p<.01)。 

一方，毛づくろいを受ける頻度においては，加齢の影響

が確認されなかった (図 2)。3 歳以内の同年代の個体数の
影響のみが有意で (p<.01)，同年代の個体が多いほど，多く
毛づくろいを受ける傾向にあった。 

他個体との近接率においては，年齢を重ねるとともに近

接率が低下した (p<.01)。Tukeyの加重比較の結果，すべて
の年齢段階間で有意な差が確認された 。また，血縁個体数，
同年代の個体数の多くいる個体ほど，他個体との近接率が

高いことがわかった（ともに p<.01）。 
考 察  

 20 歳以上の高齢個体の多く生存する嵐山集団において
も，毛づくろいを行う頻度や近接率といった指標では，高

齢個体の孤立化が生じることがわかった。しかし，20歳以
上の高齢個体と，26歳以上の不妊高齢個体の間にも差があ
り，出産できなくなるいうライフイベントが高齢個体の社

会的孤立を促進する可能性がある。また，毛づくろいを受

ける頻度は加齢とともに減少せず，指標によって異なる結

果となることがわかった。 
近接率において，血縁個体や同年代の個体の多い個体ほ

ど，より他個体と近接しているいう結果が明らかとなった。

高齢個体が多く生存している嵐山集団では，高齢個体にと

っての交渉相手が生存していることで，高齢個体の孤立化

が生じにくい可能性が示唆された。 
引用文献  

Kato, E. (1999). Effects of age, dominance, and seasonal 
changes on proximity relationships in female Japanese 
Macaques (Macaca fuscata) in a free-ranging group at 
Katsuyama. Primates, 40, 291-300. 

Martin, P. & Bateson, P (1986). Measuring behaviour: An 
introductory guide. Cambridge University Press. 

Nakamichi, M. (1984). Behavioral characteristics of old female 
Japanese monkeys in a free-ranging group. Primates, 25, 
192-203.  

Nakamichi, M. & Yamada, K. (2007). Long-term grooming 
partnerships between unrelated adult females in a 
free-ranging group of Japanese monkeys (Macaca fuscata). 
American Journal of Primatology, 69, 652-663. 

（いしかわひろき，なかみちまさゆき，やまだかずのり） 
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感覚処理感受性と色彩弁別能力の関連性についての検討  
 

髙村朋加１・西川雅章 2・本道沙季（＊）3・佐藤豪 4  

（１同志社大学大学院心理学研究科・2NPO 法人ヴィダ・リブレ・34同志社大学心理学部） （＊）データ収集時の所属である。 

 
感覚処理感受性，Sensory-Processing Sensitivity，Highly Sensitive Person，色彩，100 hue test    

 

目 的  

感覚処理感受性（Sensory-Processing Sensitivity:以下，

SPS）は，Aron＆Aron（1997）が提唱した概念で，脳における

感覚情報処理に関する敏感さの程度のことを指す。SPSの高い

人は刺激に敏感であることから一般的な人々と比較して些細

なことがストレッサーとなる可能性がある。 

そのため，本研究では色彩弁別能力を測定する検査を用い

て SPSに基づく色彩弁別能力の差異について検討することを

目的とした。仮説としてはSPS高群の方が色の微妙な違いに敏

感で，色彩に対する感受性が高いと考えられるため，検査の

正答率は高いと考えられる。また，課題終了までの反応時間

はJagiellowicz et al.（2010）の実験結果と同様にSPS高群

の方が長くなると考えられる。  

 

方 法  

参加者 

調査参加者は大学生325名で，回答に不備のあった4名を除

いた321名（男性104名，女性215名，その他1名，記入無し1

名，平均年齢19.39±1.15歳）を対象に分析を実施した。分析

結果をもとに実験参加者として，SPS高群26名（男性7名，女

性19名），低群27名（男性9名，女性18名）を抽出した。 

材料・装置 

 Highly Sensitive Person Scale 日本版（以下，HSPS-J19），

日本色研 100色相配列検査器(以下，100 hue test)，スコア

シート，ストップウォッチ，卓上型電気スタンドを用いた。 

HSPS-J19は髙橋(2016)によって開発された質問紙で，低感

覚閾，易興奮性，美的感受性の 3因子構造で構成される。 

100 hue test は色の明度，彩度をそろえた異なる色相の色

コマを順に並べることで，色彩弁別能力を調べる検査であり，

スコアが低いほど色彩弁別能力が高いことを示す。また，色

コマは赤，黄，緑，紫の 4色相系に分けられている。 

手続き 

講義内でHSPS-J19を配布し，回収後に分析を行った。分析

結果をもとにSPS高群・SPS低群を抽出し，実験室で100 hue 

testを実施した。実験室での流れは次の通りである。  

実験参加者に対し，左右両端に固定された色コマを参考に

ランダムに配置された25個の色コマを色相の変化が均一にな

るように並び替え，完了したら実験者を呼ぶよう教示を行っ

た。実験参加者の作業中，実験者は衝立の裏で並び替えを終

えるまでの時間を計測した。残りの色相系も同様の操作を行

うよう教示を行った。終了後，各色相から8つおきに色コマを

抽出して並べ，どれが最も好みかを実験参加者に尋ねた。  

 

結 果  

 スコアと反応時間については性別と SPSの高低を独立変数

として対応のない 2要因の分散分析を実施した。また，反応

時間については対数変換を行ったうえで分析を実施した。色

コマごとの正解率と好みの色の選択率については Fisher の

正確確率検定を実施した。 

その結果,スコアについては紫色相系で SPS の高低の交互

作用のみが有意であった（F（1,49）=4.19, p<.05）。単純主

効果の検定の結果，SPS 高群における性別の単純主効果が有

意であり（F（1,49）＝5.43, p<.05）， SPS高群では女性が

男性よりもスコアが低かった。 

 反応時間については,赤色相系で SPS の高低の主効果が有

意（F（1,49）=4.11, p<.05）で，低群が高群より長かった。

また赤，黄，緑，紫すべての色相系で性別と SPSの高低の交

互作用が有意であった（順に F（1,49）=14.40, p<.001；F（1,49）

=.43, p<.01；F（1,49）=.04, p<.01；F（1,49）=.43, p<.01）。

単純主効果の検定の結果，赤色相系は高群，低群における性

別の単純主効果が有意であり（順に F（1,49）=5.68, p<.05；

F（1,49）=9.08, p<.01），高群では女性が長く，低群では男

性が長かった。他の色相系では低群における性別の単純主効

果が有意であり（順に F（1,49）=9.46, p<.01；F（1,49）=7.23, 

p<.05；F（1,49）=.23, p<.05）低群では男性が女性より長か

った。また，すべての色相系で男性における SPSの高低の単

純主効果も有意であり（順に F（1,49）=12.08, p <.01；F（1,49）

=.58, p<.01；F（1,49）=.04, p<.05；F（1,49）=.58, p<.01），

男性では低群が高群より長かった。 

色コマの正答率は，31番，47番，81 番，87番の色コマで

SPS 高群の方が高く（p<.01，p<.01，p<.05，p<.01），色の

好みは赤色相系で有意差が認められた（p<.01）。 

 

考 察  
仮説は支持されなかったが，男性の反応時間，色コマの正

答率，色の好みは SPSの高低によって差が生じることが明ら

かになった。本研究の限界としては，男女比を統制するにあ

たりSPS高群男性の抽出基準を引き下げた点が挙げられる。

今後SPSの高さと色彩弁別能力のより深い関連を調べるため

には，質問紙の配布数を増やし，SPSの高い男性を十分に抽

出できるよう工夫する必要があると考えられる。 
また，今後は SPSが高いことの短所だけでなく長所にも着

目することで SPSに対する知見を深め，高い SPSを持つ人々

が能力を最大限発揮できるような環境作りに活かしていくこ

とが課題である。 

 

引用文献  
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（たかむら ともか，にしかわ まさあき，ほんどう さき，
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性格特性および自己効力感と不登校傾向の関連 
―大学生サンプルを対象として― 

○福良傑１・中地展生２ 

(１帝塚山大学大学院心理科学研究科・２帝塚山大学心理学部) 
  

キーワード：大学生 不登校傾向 ビッグ・ファイブ理論 一般性自己効力感 
 

目 的 
 大学生の不登校率は, 2.68%であり, 当時の学生数では7万
人を超えているのではないかと推定している(井出・水田・谷
口，2010)。文部科学省(2019)によると大学進学率は年々増加
している。このことから, 不登校人数が増えている可能性が
あり, 大学生における不登校も対策が必要と考えられる。 
 不登校との関連が予測されるものとして性格特性があげ

られる。大学生の不登校の定義として堀井(2013)の大学生の
不登校傾向を参考にする。堀井(2015)でも大学生の不登校傾
向とビッグ・ファイブ理論をもとにしている各因子との関連

を調査している。大学生の不登校には自己効力感の高さも関

係しているのではないかと推測する。自己効力感に関して大

学生活はアルバイトや旅行といった自由な側面を持ち合わ

せていると判断できるため, 一般性自己効力感に焦点を当て
て調査を行った。 
 本研究では自己効力感という変容させることができる要

因を用いて, 性格特性という変わりにくいものを補うことで
大学生の不登校傾向の減少を目指すこととする。本研究の目

的として, 大学生の不登校傾向を性格特性と一般性自己効力
感の関連性を調査することとする。 

 
方 法 

調査対象者 A大学の大学生145名(男性57名, 女性84名, 回
答しない4名, 平均年齢20.82歳, SD=1.43)を対象とした。 
調査時期 2020年10月-11月であった。 
手続き Webアンケート調査を行った。Webアンケート調査
はGoogleフォームで作成し, QRコード化したものをA大学の
特定の授業のWeb上または授業の開始5分を用いて配布を行
った。 
質問紙の構成 1. フェイスシート：属性として, 学年・年齢
・性別について尋ねた。2. 大学生の不登校傾向を測る項目：
堀井(2013)の大学生不登校傾向尺度を使用した。2下位因子, 
全12項目の7件法から構成されている。なお，調査実施時に
項目に不備があり「登校回避行動」の1項目を使用できてい
ない。3. 性格特性を測る項目：小塩・阿部・カトローニ(201
2)の日本語版Ten Item Personality Inventory(TIPI-J)を使用し
た。5下位因子, 全10項目の7件法から構成されている。4. 自
己効力感を測る尺度：坂野・東條(1986)の一般性自己効力感
尺度を使用した(以後、GSEと表記)。3下位因子, 全16項目の2
件法で構成されている。 

 
結 果 

 性格特性と一般性自己効力感から大学生の不登校傾向と

の関連性を調べるために, 大学生不登校傾向尺度の下位尺度
を目的変数, Step1にはTIPI-Jの下位尺度, GSE, Step2にはTIP
I-Jの下位尺度とGSEおよびそれぞれの交互作用を説明変数
とした強制投入法による階層的重回帰分析を行った(Table1)
。その結果, 「登校回避行動」において交互作用モデルが採
択され，「開放性×GSE」(β=-.26, p<.05)が有意であった。ま
た交互作用モデルが採択されたため単純傾斜分析を行った

結果, 「GSE」が低い場合「開放性」が高くなることで「登
校回避行動」が高まり(β=.39, p<.05), 「開放性」が低い場合
「GSE」が高くなることで「登校回避行動」が高まる(β=.39, 
p<.05)ことが示された。「登校回避感情」において主効果モ
デルが採択され, 「GSE」(β=-.26, p<.05)が有意であった。

 

 
 

考 察 
 本研究では, 大学生の不登校傾向を性格特性と自己効力
感との関連性を調査することを目的とした。「登校回避感

情」においては, 一般性自己効力感が低いことと関連して
いる可能性が示唆された。一般性自己効力感を上昇させる

ことが「登校回避行動」に対しても有効ではなく, 一部の
性格では一般性自己効力感が低くなることで登校回避行動

を減らすことができる可能性があるという結果が示唆され

た。「開放性」が低く一般性自己効力感が高いと思われる

学生は不登校傾向になりやすい可能性があるので注意が必

要である。 
 

引用文献 
堀井 俊章(2013). 大学生の不登校傾向尺度の開発 学生相

談研究, 33, 246-258. 
堀井 俊章(2015). 大学生の不登校傾向尺度の開発(続報) 
横浜国立大学教育人間科学紀要 I(教育科学 ), 17, 
115-130. 

井出 草平・水田 一郎・谷口 由利子(2010). 大学生の不登
校者数の推定と実態把握 日本教育社会学会大会発表

要旨集録, 62, 76-77. 
文部科学省(2019). 令和元年度学校基準調査(速報値)の公
表について 

小塩 真司・阿部 晋吾・カトローニ ピノ(2012). 日本語版
Ten Item Personality Inventory(TIPI-J)作成の試み パー

ソナリティ研究, 21, 40-52. 
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自傷行為に関する質問紙の項目構成の再検討 
―内容的妥当性の検討― 

○今井田貴裕１・福井義一１  

（１甲南大学）  

 
キーワード：自傷質問紙，自傷行為，信頼性，内容的妥当性 

目 的 
自傷行為とは，身体表層への直接的損傷行為（松本, 2019）
である。青年期における自傷行為者は多く（松本, 2012），
適切な心理支援のためには自傷行為に至るメカニズムの実

証研究が必要である。自傷行為の頻度を直接的に測定する

尺度に自傷質問紙（岡田, 2002）があるが，使用に際しては，
いくつかの重大な問題があると思われる。第一に，下位概

念の内的整合性が低い（αs ＝.57～.73）ため，測定の信頼
性が低いという問題がある。第二に，行為ではなく態度を

問う項目や，質問の意図が不明確な項目，嗜好や美容ため

の行動と判別しがたい項目，身体集中反復行動症や皮膚む

しり症，アトピー性皮膚炎，摂食障害のような何らかの心

身の疾患に付随する行動を示す項目，選択肢と整合性がな

い項目が散見されるなど，内容的妥当性が不十分な項目が

認められる。そこで本研究では，自傷質問紙（岡田, 2002）
の項目の内容的妥当性を検討して項目を絞った上で，項目

分析や因子分析を行い，項目構成を再検討した。 
方 法 

調査協力者：平均年齢 20.31歳（SD = 1.37）の大学生 251
名（男子 83名，女子 168名）の協力を得た。本データは，
今井田・福井（2013, 2019a, b）と一部重複がある。 
手続き：心理学系の講義において，調査協力の任意性とデ

ータの使用目的，中止の自由，コースクレジットなどにつ

いて説明し，同意が得られた者を対象に，無記名の質問票

調査を行った。実施の際，気分が悪くなった際の回答の中

止や参加の拒否が可能であることを明確にするなど，倫理

面と安全面に十分に配慮した説明を第一著者が行ったが，

実際に拒否・中止した者はいなかった。 
尺度構成：自傷行為を自傷行為に関する質問紙（岡田, 2002）
で測定した。本尺度は，29項目 8件法（「1. したことが 1
度もない」～「8. 1日に何度もする」）で構成されている。 

結 果 
 まず，各項目について内容的妥当性の検討を行った。そ

の結果，「25. 血を見るのが好き」は，行為ではなく態度
であることから，「23. 電車のホームや高いところへ行く
と吸いこまれそうになる」も行為ではなく状態像であるこ

とから，「28. 嫌われてしまうのにしてしまう」は，そも
そも目的語が存在せず，質問の意図が不明瞭であることか

ら，「17. ピアスをあける」は，一日に何度も行うことが
難しく，選択肢との整合性がないことから，それぞれ削除

した。 
次に，項目分析を行った結果，ほとんどの項目に床効果

が生じていたが，本研究の対象が自傷行為の経験頻度が低

い健常な一般大学生であることに鑑みて，削除しなかった。

I-T相関の結果，尺度全体との相関が.30以下の項目である
「7. 煙草を吸う（r = .17）」と「27. 酒を飲む（r = .18）」
を削除した。 
残った 23項目を対象に 1因子解で固定して，共通性が.30
以下の項目を除外しながら，因子分析を繰り返した。その

結果，「1. 爪を噛む」，「4. わざと怖い番組を見る」，「5. 
指をしゃぶる」，「6. 体毛を抜く」，「9. 声がかれるほど

歌ったり叫んだりする」，「11. 目をこする」，「12. 骨を
鳴らす」，「16. まばたきをたくさんする」，「18. 髪の毛
を掻きむしる」，「20. 無理やり食べる」，「21. 無理やり
吐く」，「22. 物を食べない」，「24. 意味もなく歩き回る」，
「29. かさぶたやささくれをとる」が削除された。なお，
「19. 刃物で体を傷つける」の共通性もやや低かったが，
内容的に自傷行為の中核的な概念と一致すると思われたた

め，削除しなかった。最終的に残った 9項目に対する因子
分析の結果を Table 1 に示した。カイザー・ガットマン基
準により 1因子解を採用した。因子寄与率（44.21%）はや
や不十分な値であったが，I-T相関（r =.56～80）と内的整
合性（α =.83）は十分な値を示した。 

考 察 

 本研究から，自傷質問紙（岡田, 2002）の 29 項目中 20
項目が，内容的妥当性の検討と項目分析，因子分析の過程

で除外され，1 因子 9 項目での使用が適切である可能性が
示唆された。これほど多くの項目が削除されたのは，同尺

度には本質的な意味で自傷行為に相当しない項目が多く含

まれていたからであると思われる。例えば，「4. わざと怖
い番組を見る」，「7. 煙草を吸う」，「9. 声がかれるほど
歌ったり叫んだりする」，「27. 酒を飲む」は趣味や嗜好
としての行動を，「6. 体毛を抜く」は，美容としての行動
とも解釈される可能性がある。また，「1. 爪を噛む」，「5. 
指をしゃぶる」，「12. 骨を鳴らす」「16. まばたきをたく
さんする」，「24. 意味もなく歩き回る」は身体集中反復
行動症に，「11. 目をこする」，「18. 髪の毛を掻きむしる」，
「29. かさぶたやささくれをとる」，は皮膚むしり症やア
トピー性皮膚炎に，「20. 無理やり食べる」，「21. 無理や
り吐く」，「22. 物を食べない」は摂食障害に付随する行
動との識別が困難である。自傷行為としての頻度を把握す

るには，回答時に何らかの除外基準を設けるなど，こうし

た混同を防ぐ工夫が必要となるが，原版（岡田, 2002）では
そのような教示は見当たらなかった。 
一方，最終的な 9項目においても，なお内容的妥当性に
ついて検討が必要な項目がある。まず，「13. 物を殴った
り，蹴ったりする」は，単なる暴力行動との識別がやや困

難であり，身体表層への直接的損傷行為（松本, 2019）とい
う定義とも一致しない。また，「8. 皮膚に爪を立てたり引
っかいたりする」や「10. 体を血が出るほど掻く」も，ア
トピー性皮膚炎の症状を有する者にも体験されやすい行動

であり，痒みを抑えるための行動と識別が困難である。本

尺度を自傷行為の頻度の測定に使用するには，さらなる項

目内容の精査が必要であると思われる。 
（いまいだ たかひろ，ふくい よしかず） 

項目内容 第Ⅰ因子 h 2 M SD

8. 皮膚に爪を立てたり引っかいたりする .75 .56 2.72 2.08
14. 唇を噛む .66 .43 3.40 2.12

3. 手や足を噛む .63 .40 1.84 1.51
15. 頭を壁や柱にぶつける .61 .37 1.67 1.22

2. 手や足，顔をつねる .60 .36 2.66 1.75
13. 物を殴ったり蹴ったりする .58 .34 2.25 1.46
26. 顔や頭を殴る .58 .34 1.37 0.98
10. 体を血が出るほど掻く .55 .30 1.84 1.50
19. 刃物で体を傷つける .52 .27 1.41 1.03

Table 1 自傷行為に関する質問紙の最終的な因子分析結果
項目
番号
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大学生のメンタルヘルス不調時における 
被受容感と健康信念が被援助志向性に及ぼす影響 

―受療行動に対するバリアを媒介して― 

坂口碧１・本岡寛子２ 

（１近畿大学大学院総合文化研究科 2 近畿大学総合社会学部） 

 

メンタルヘルス，被援助志向性，受療行動に対するバリア，被受容感，健康信念 
 

目 的 

 教育現場において，メンタルヘルスに不調を感じている

にもかかわらず，メンタルヘルスケアを受けない大学生が

多く存在する。 
 適切なメンタルヘルスケアの阻害要因として，メンタル

ヘルスケアに対する否定的または偏ったイメージである

「受療行動に対するバリア」が指摘されている（平井ら，

2019）。 
 被援助志向性の促進要因として，「被受容感」と「健康

信念」がある。嶋本・廣島（2013）によると，被受容感は

セルフスティグマの軽減を介して受療行動を促すとされて

いる。 
 本研究では，被受容感と健康信念が受療行動に対するバ

リアを軽減し，被援助志向性を高めるという仮説を検証す

ることを目的とした。 
 

方 法 

対象者 大学生 119 名（男子 28 名，女子 90 名，どちらで

もない 1 名，平均年齢 20.5 歳）であった。 

調査期間 2020 年 6 月 26 日から 10 月 20 日にかけて実施

した。 
調査項目 ①フェイスシート（性別・年齢，受療経験の有

無，受療先（病院・学生相談室等）），②日本語版 GHQ-12
（中川・大坊，1985）12 項目，③被援助志向性尺度（田村・

石隈，2006）11 項目，④受療行動に対するバリア尺度（受

療行動に対するバリアのキーワードと学生相談機関イメー

ジ尺度（伊藤，2006）を元に作成）16 項目，⑤被受容感尺

度（杉山・坂本，2006）8 項目，⑥日本語版 Health Locus of 
Control 尺度（健康信念尺度）（堀毛，1991）20 項目であ

った。 
手続き Google フォームを使用し，オンラインで調査を行

った。 
 

結 果 

 受療行動に対するバリア尺度の因子分析の結果，「QOL
の低さ」「専門家に対する信頼」「恥」「世間の目」の 4
因子が抽出された。 

 被受容感と健康信念が受療行動に対するバリアに，バリ

アが被援助志向性に及ぼす影響を検討するため，重回帰分

析を行った（Figure 1）。その結果，被受容感が高く，心の

健康は家族によって支えられていると考える傾向（健康信

念の家族）が高いと，受療行動に対するバリアを低減させ，

被援助志向性が高くなることが明らかになった。また，心

の健康は自分に原因があり，心の健康は運しだいで変わる

と考える傾向（健康信念の自分自身・運命）が高いと，受

療行動に対するバリアを増加させ，被援助志向性を低減さ

せることも示された。 

 

 
Figure 1. 重回帰分析の結果パス図 

 

考 察 

 この結果から，受療行動に対するバリアを低下させ被援

助志向性を増加させるには，被受容感を高め，適切な健康

信念を形成することが重要であると考えられる。被受容感

を高めるために，身近な人や家族に対しての「自己開示ス

キル」のトレーニングや，適切な健康信念の形成には，「メ

ンタルヘルスリテラシー教育」が有効だと考えられる。ま

た，受療行動に対するバリアを軽減させる要因として，恥

感情やセルフスティグマを緩和させる「セルフ・コンパッ

ション」等も役立つ可能性があると考えられる。 
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慢性疼痛患者における情報収集モデルの構築  
 

○冨田千景１・塩﨑麻里子 2(非会員)・本岡 寛子 2 

（１近畿大学大学院総合文化研究科・2近畿大学総合社会学部） 

 

慢性疼痛 情報収集行動 CRPS  
 

目 的 

慢性疼痛とは，3 か月以上に及んで持続，再発を繰り返
す日常生活に支障をきたす痛み（Treede et al.,2019）のこと
であり，原因不明のため治療法が確立されておらず，治療

目標は ADLや QOLの向上とされる。痛みが長期化するに
伴い抑うつ傾向が深刻化したり(Park et al.,2002)，社会生活
の維持が困難になるため，早急な心理社会的支援が求めら

れている。慢性疼痛患者に共通する諸問題の要因として痛

みの破局的思考（Sullivan et al.,1995）が挙げられており反
すう，拡大視，無力感の 3つの下位概念から構成されてい

る。不安や抑うつとは独立して痛みの強度や生活障害度，

精神的苦痛に負の影響を及ぼし(Turner et al.,2002)，破局的
思考の改善に伴って疼痛が緩和されることが報告されてい

る（Burns, 2003;Spinhoven et al.,2004）。なかでも複合性局
所疼痛症候群（Complex Regional Pain Syndrome：CRPS）は
患者数も少なく患者同士の交流が困難である。痛みによる

活動低下が生じる（吉野ら，2017）患者にとって他の患者
との交流や疾患に関する情報の収集は容易でない。また，

現代では一般的に医療情報源の多くはネットが占めている

（酒井ら，2015）ことからも CRPS患者の情報収集源はネ
ットであることが予想される。しかし，情報収集行動と破

局的思考との関連について研究されていない。本研究では

CRPS 患者のネットでの情報収集において破局的思考がど
のような影響を及ぼしているかを，患者の経験に基づいて

心理的プロセスを明らかにすることとした。 

方 法  

協力者および手続き CRPS と診断を受け治療通院中の患
者 4名に質問紙調査と，sgMeeting（オンラインチャットサ
ービス）を用いたインタビューを実施した。インタビュー

データは大谷（2011）の SCATという質的分析手法を用い
て分析した。なお本研究は近畿大学総合社会学部の倫理審

査委員会の承認（番号 2-9）を受けた。 

質問紙 (1)Pain Catastrophizing Scale 日本語版（日本語版
PCS；松岡ら，2007），13項目，5件法。(2)Japanese versi
on of the Pain Self-Efficacy Questionnaire(PSEQ-J；Adachi 
et al.,2014)，10項目，7件法。(3)日本語版 The General He
alth Questionnaire 12項目（GHQ-12），4件法。  

結 果  

 協力者の属性は以下の通りであった。Numerical Rating 
Scale（NRS）にて調査時の痛みを自己評定してもらった。 

Table 1 協力者の属性 
協力者 A B C D
性別 46 39 46 29
年齢 どちらでもない 女性 女性 女性

NRS 8 1 2 8
PCS 20 12 13 20

PSEQ-J 32 51 36 42
GHQ-12 22 22 14 27
通院期間 8年2カ月 6年2カ月 14年8カ月 11年7カ月
発症時期 8年1カ月前 6年前 14年8か月前 12年1カ月前
診断時期 7年6カ月前 6年11カ月前 14年5カ月前 11年7カ月前  
情報収集時には痛みや疾患そのもの・治療可能性・予後

への反すう，予後への拡大視がみられたが無力感はみられ

なかった。Table 2はインタビューで語られた内容を生起す

る状況・思考内容及び様式・それによって引き起こされる

結果の 3項に分類し整理し，多く見られたものを破局的思
考の内容別に記載したものである。 

Table 2 破局的思考の内容 

 

考 察 

 これらの結果から，CRPS 患者がウェブ上で情報収集を
行う際の破局的思考との関連について以下のような心理

的プロセスモデルが考えられた（Figure 1）。患者は CRPS
と診断を受けたり，治療法がないと告げられることで不安

に陥り情報収集を始め，様々な情報を入手する。しかし反

すうの影響を受けることでネガティブな情報に注意が焦

点的になり，拡大視の影響を受けネガティブな情報を過剰

に悲観的に捉えてしまい不安が増大する。さらに，これに

よって生じた不安の内容についても反すうしてしまうこ

とでまた情報収集する，というプロセスを繰り返してしま

う。このようにして，依存的な情報収集の悪循環が形成さ

れていると考えられた。 

 
Figure 1 情報収集の依存的悪循環モデル 
 本研究では，罹患年数も長く心理的・病態的にも比較的

安定している患者 4名を対象に行った質的研究であるため，
得られた知見を他の CRPS患者，慢性疼痛患者に適用する
ことは難しい。また，今回のインタビューでは活発に情報

収集を行っていた時の状態について尋ねており無力感に関

する話題が語られず，その期間の患者の無力感の状態につ

いて明確にすることができなかった。しかし，CRPS 患者
がネットによる影響を大きく受けており，破局的思考との

関連について検討する余地があることを示すことができた

と言えるであろう。 
 

（とみた ちかげ，しおざき まりこ，もとおか ひろこ） 
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落ち着く触覚刺激が神経発達障害児の衝動性抑制に及ぼす影響 
 

○水川夏菜子１・森田健一２(非会員) 
（１帝塚山大学大学院心理科学研究科 研究生・２帝塚山大学心理学部） 

 
キーワード：衝動性，触覚，神経発達障害 

 

目 的 
 ADHD や ASD の衝動性は，抑制が効かず，行動に及ぶ
ことから，問題行動として取り上げられやすい。近年では

衝動性に，触れる関わりといった触覚刺激の有効性が示さ

れているが（Escalona et al.，2001），多くは圧迫感が影響し
ていると考えられており，柔らかさといった触覚そのもの

に言及しているものは多くない。しかし，笹ケ瀬ら（2015）
は発達障害者の有する皮膚感覚に関する多様な困難やニー

ズを明らかにしており，快適と感じる触覚刺激から安心感

を得たり，落ち着くことができると述べている。 
以上のことから本研究では，能動的な触覚刺激が衝動性

抑制に与える影響を検討するため，動きのない落ち着ける

刺激に発達障害児自らが触れることで衝動性抑制の一助と

なるという仮説をもって研究を行い，道具を用いた簡便で

取り入れやすい支援方法の検討を目的とする。 
 

方 法 
被験者 近畿圏の私塾に通う小学生 4名（男児 4名，平均
年齢 10.00歳，SD=0.82）を定型発達群，特別支援教育の専
門機関に通う小学生 10名（男児 8名，女児 2名，平均年齢
9.10，SD＝1.10）を非定型発達群とした。  
手続き 実験は 1試行 1～7名で，各協力施設の教室で行っ
た。箱の中に入れた予備実験と同様の刺激を 30秒間箱越し
に触れた後，安原（安原ら，2003）の考案した検査専用も
ぐらーず（Continuous Performance Test：CPT）のお手つき
率で衝動性測定を行った。実験は，両群ともに 3週ずつ（ク
ッションに触る条件・ブロックに触る条件・何も触らない

統制条件）行い，刺激の印象評価を行った。また，初日の

み“落ち着く”という抽象的な語彙の理解度を確認するため
pre-testの実施と、CPTの練習（1分間）を行った。 
 

結 果 
操作チェック 刺激の印象評価が適切であるか群ごとに検

討を行った。定型発達群では，「ふかふか」に対して柔らか

いクッション（M=5.00，SD=0.00）は硬いブロック（M=1.25，
SD=0.50）よりも高く評価し，「落 
ち着く」に対しても同様にクッション（M=4.50，SD=0.58）
はブロック（M=3.75，SD=0.50）よりも高く評価した。ま
た、非定型発達群でも同様の評価であった（Table1）。 
触覚刺激が衝動性に及ぼす影響 定型発達群のお手つき率

を基準値として 1サンプルの t検定を行った結果，統制条
件のみで有意差がみられ，何も触らない統制条件の時には，

定型発達群よりも非定型発達群の方がより衝動性が高いこ

とが示された（Table2）。 
 

考 察 
落ち着きを感じる柔らかいクッションと硬いブロックに

触れた時には衝動性に差がみられないことから，触れると 
 

 
いう行為自体に衝動性抑制の効果があることが推察された。

Escalona et al. (2001) が述べているように，圧刺激という
特定の感覚だけでも落ち着きを感じ，衝動性抑制の効果が

あることが報告されていることから，本研究においても触

覚刺激という特定の感覚から落ち着きを感じることで，衝

動性抑制に効果がある可能性が示唆された。配慮の必要な

児童にとって，例えばクッションのような落ち着ける刺激

を個別に検討し，適宜用いることで，学校生活をより円滑

に過ごすことができる可能性が考えられよう。 
加えて，刺激の好意度を表す項目で有意差がなかったこ

とから，硬いブロックは柔らかいクッションよりも落ち着

きを感じないものの，快感情を抱きやすい可能性が示唆さ

れ，落ち着くだけでなく，快適に感じる刺激にも衝動性抑

制の効果があると考えられた。 
 

引用文献 
Escalona, A., Field, T., Singer-Strunck, R., Cullen, C., & 
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the behavior of children with autism following 
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developmental disorders, 31, 513-516. 

笹ケ瀬 菜生・田部 絢子・髙橋 智 (2015). 発達障害者の 
「皮膚感覚」 の困難・ニーズに関する研究 東京学芸

大学紀要総合教育科学系, 66, 73-106. 
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（みずかわ かなこ，もりた けんいち

M (SD) 平均値の差

柔らかい条件(N=8) 6.05 (2.75) 0.75 5.28 0.77 0.27

硬い条件(N=10) 8.26 (7.66) 2.56 5.68 1.06 0.33

統制条件(N=10) 12.22 (10.18) 7.72 4.50 2.40 * 0.76

注)*p<.05

ｔ値 d
お手つき率 基準値

（定型発達群）

Table2. 各条件における衝動性（基準値と非定型発達群）Table2. 各条件における衝動性（基準値と非定型発達群） 
 

Table1. 非定型発達群の各刺激に対する評価 

M (SD) M (SD)

好き 4.11 (1.76) 3.44 (1.67) 0.67 0.39

嫌い 2.33 (2.00) 2.22 (1.56) 0.10 0.06

気持ちいい 4.33 (1.41) 3.67 (1.66) 0.77 0.43

気持ち悪い 1.00 (0.00) 1.50 (1.07) -1.32 0.66

落ち着く 4.44 (1.13) 2.78 (2.11) 1.96 † 0.99

落ち着かない 1.11 (0.33) 2.78 (2.11) -2.24 † 1.10

ふかふか 5.00 (0.00) 1.89 (1.76) 5.29 ** 2.49

かちかち 2.11 (1.76) 4.11 (1.76) -1.73 1.13

注)†p<.10, **p<.01

d
柔らかいクッション 硬いブロック

ｔ値
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看護師におけるタッピングタッチのストレス緩和効果 その 3 
―首尾一貫感覚や人生満足度を指標としたパイロット・スタディ― 

○今井田真実１・今井田貴裕２・福井義一２ 

（１中京学院大学・２甲南大学） 

 

キーワード：タッピングタッチ，ストレス，首尾一貫感覚，人生満足感，看護師 
 

目 的 

看護師は業務量も多く，患者の死など業務自体の負担も

重い（例，東口他, 1998）ことから，バーンアウトのリスク
が高い対人援助職である。バーンアウトは，患者にも不利

益を生じることから，現場においては何らかのセルフケア

の導入が求められている。 
タッピングタッチ（以下TT）は，指先の腹を使って左右
交互に軽く弾ませるようにタッチすることを基本としたシ

ンプルなケアの技法であり，特別な訓練が不要で短時間で

安全に実施できること，ストレス反応の緩和や肯定的感情

の増加といった心理的効果や緊張緩和や疲労回復といった

身体的効果に加えて，他者との交流の増加などの対人関係

上の効果があること（中川, 2004）から，看護師のセルフケ
アにも適していると考えられる。実際，看護師対象のTT研
修において，「いつもとは違う時間が流れている」とか「患

者さんの気持ちをゆっくり聞いてあげたいなと思った」と

いった肯定的感想が報告されている（中川, 2004）のに加え
て，介護職員に対する有効性も確認されている（小林・志

田, 2017）。しかしながら，看護師を対象としたTTの有効性
に関する量的研究は見当たらなかったことから，筆者らは，

看護師を対象に一回限りのTTを試行し，バーンアウト症状
の緩和（今井田真実他, 2020）や適応的な他者指向的共感性
の向上（今井田真実他, 2021）を報告した。本研究では，こ
れらで未報告であった首尾一貫感覚（以下SOC）や人生満
足度に対するTTの効果について報告する。 

SOCは，ストレス対処力と目されており，ストレッサー
に対する把握・処理可能感やその対処に対する有意味感か

らなる（Antonovsky, 1987 山崎・吉井監訳, 2009）。また，
人生満足度は，人生に対する肯定的評価である（角野 , 
1995）。SOC（例，真鍋他, 2012）も人生満足度（例，Saiga 
& Yoshioka, 2021）もともに看護師のバーンアウトとも密接
に関連しており，TTによるストレス緩和効果によりストレ
ス対処力が向上することで，バーンアウトのリスクが下が

れば，人生に対して前向きな意味づけが可能になると思わ

れることから，TTを用いた介入の効果指標として検討する
意義があると思われた。 
本稿では，看護師に対する一回限りのTTによるSOCや人
生満足度の変化を試験的に検討した結果を報告する。 

方 法 
協力者：平均年齢36.17歳（SD = 13.15）の病棟看護師6名の
協力を得た。 
尺度構成： SOCを 29項目 7件法の日本版 SOC-29尺度
（Antonovsky, 1987 山崎・吉井監訳, 2009）で，人生満足度
を5項目5件法の人生に対する満足尺度（Diener et al., 1985）
の日本語版（角野, 1995）で測定し，それぞれの得点を得た。
本研究では，今井田真実他（2020, 2021）で未分析であった
尺度を使用した。 
手続き：TT 協会主催のトレーニングを受けた第一著者が，
TT 協会認定インストラクターである第三著者の指導を受
けて TTを実施し，その前後で質問票調査を実施した。  

倫理的配慮：本研究は，第一著者の前所属先の倫理委員会

の承認を得て実施された（承認番号第137号）。協力者に対
して，研究趣旨と方法，任意性，匿名性，情報の保管方法

について口頭で説明し，書面で同意を得た。 
結 果 

 まず，SOCを従属変数，測定時期を独立変数とした 1要
因分散分析を行った結果，測定時期の主効果が有意（F (1, 
5) = 15.00, p <.05, ηp2=.75）であり，TT前後で SOC得点が
有意に上昇したことが分かった。次に，人生満足度を従属

変数，測定時期を独立変数とした 1要因分散分析を行った
結果，測定時期の主効果が有意（F(1, 5) = 9.31, p <.05, ηp2=.65）
であり，TT前後で人生満足度得点が有意に上昇したことが
分かった。Figure 1に TT前後の SOC得点の変化を，Figure 
2に人生満足度得点の変化をそれぞれ図示した。 

考 察 

 本研究から，看護師を対象とした一回限りのTTにより，
SOCと人生満足度に対する改善効果が確認された。本研究
と今井田真実（2020, 2021）の一連の研究から，たった一回
の TT でも，看護師のストレスケアに有望であることが，
様々な指標により確認されたため，TTを継続的に実施する
ことで，こうした効果を増進，定着できる可能性が高いこ

とが示唆された。しかしながら，本研究はパイロット・ス

タディであるため，サンプルサイズも小さく，統制群も設

定されていなかった。今後は，TTのストレス緩和効果やバ
ーンアウト予防効果について，より多くの看護師を対象に

厳密な RCTを実施することが必要であろう。 
 （いまいだ まみ，いまいだ たかひろ，ふくい よしかず） 
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記憶実験から見た記憶障害の実際について 

－先行研究に関する内容分析手法による結果に関する考察－ 

                     杉田 貴行（まるもとケアプランセンター ケアマネージャー） 

       キーワード：記憶障害，記憶実験，内容分析、学習 

 
目的 

心理学領域における記憶の理論的な基礎が設定されつつある

今日、記憶研究はより現実的で実践的なものへと変換しつつあ

る。つまり，学問的な寄与だけでなく，実際の日常生活に役立

つもの，あるいは社会における問題解決の手助けとなるものと

して記憶の研究は新段階に突入している。記憶の研究は、100

年以上前のエビングハウスの記憶実験が最初とされている。そ

の中で，記憶現象は実験心理学での大きな研究対象として設定

されており，多くの優れた実験観察的研究方法と理論が産出さ

れている。さらに記憶研究はまた，実験心理学の分野だけでは

なく， 医学･薬学・大脳生理学･電子工学などの隣接諸科学の各

領域でも幅広く発達する様相を呈している。 

本報告では、先行研究から記憶実験から見た記憶障害の実際

に関して、内容分析手法を用いて整理し検討した。 

 

方法 

  本報告では J-Stage の検索機能を用い「記憶障害 AND 記憶

実験」という言葉で先行研究を全文検索した。その結果26件の

論文が該当した。次に分析方法としては，Berelson や

Krippendorff の内容分析等を参考に内容分析手法にて，記憶障

害に関連する記憶実験の具体的内容を含む実践に言及した，先

行研究の記述内容について記事を単位として整理した。そして，

直接言及していない先行研究2件を除く24件の先行研究を分析

対象とした。なお分析対象の選定に当たっては，トライアンギ

ュレーションとして，居宅介護支援事業所のケアマネージャー2

名の意見も参考にした。さらに，24件の先行研究の記述内容を

文脈単位で整理した結果，記憶障害に関連する記憶実験による

それぞれの具体的内容に直接言及していると思われる記述内容

において，いくつかの実際の実験の状況や内容が顕在化したの

で，それらを整理し検討した。倫理的配慮として，公刊された

論文をデータとして引用することにより調査を実施したもので

あるが，記事に関しては日本心理臨床学会学会研究倫理指針「学

会発表」の規程を遵守した。 

 

結果 

本報告は，すでに述べた24件の先行研究の記述内容を分析した

ものだが，ここではいくつかの具体例を紹介することとしたい。 

 例えば，吉野他(2003)は「池田ら(1995)はvcoburalyとは語彙目

録(lexicon)と意味システムからなるものとし，アルツハイマー病な

どの意味記憶障害やピック病の語義失語を理解するうえで，

vocaburaly の障害ではなく，意味システムの障害を意味記憶障害

やピック病の語義失語を理解するうえで，vocaburaly の障害では

している。この指摘に準じて，具体的概念の知識(knowledge)は言 

は語性あるいは視覚性の表象と意味システムからなるとし，意

味記憶障害とは意味システムの障害であると定義するならば，

単一意味システムが示唆された今回の検討により，意味記憶障

害には，意味記憶そのものの障害と強いアクセスの障害の 2 つ

のタイプが存在することが明らかとなった」と述べている（文

献1：p.127 文献リストは別途表示）。 

牧浦他(2001)は「本研究では,再生試行4日目および7日目の

臼歯切除群における反応潜時において，固形飼料群のそれに対

して，有意な短縮が認められた。このことから，臼歯歯冠部を

切除して咬合支持を喪失させることにより,記憶保持機能に障

害がもたらされる可能性が示唆された。なお，一般に,記憶は，

まず『エピソード記憶 』として海馬に貯蔵され，この記憶は，

次第に意味記憶』として大脳皮質に保持されると考えられてい

る18)」と説明している（文献16：p.183）。 

 

考察 

  本報告から，脳科学の進展により，脳と関係が深い記憶に

関して，多くのことが解明されたことが確認された。人間は，

遺伝子の記憶，脳の記憶，文字による記憶という記憶システ

ムを所有し，脳の記憶には頭の記憶と体の記憶があり，それ

らの記憶は入力，保持，再生を実施していることで，人間の

個性の一端を担っていることも推察された。そして，記憶は

現在，ニューロン，シナプスという部位とLTPという現象に

よって維持されていることも理解された。一方，無意識でも

身体が反応するような記憶として，運動性記憶の体の記憶が

あり，一度自転車の乗り方を覚えると生涯忘れないというよ

うな記憶などの体の記憶には小脳の作用が関わっていること

も認識できた。このように，記憶は脳と深い関係にあること

が分かる。脳とともに，記憶自体の解明にも着手されている

が，不明な点も多い。また，記憶が人間の心と，どのような

関係にあるのかはっきりしていない。ところで，ある種の薬

物を腹腔内投与し，海馬歯状回の神経細胞死を誘導して設定

した学習記憶障害実験動物では，学習記憶障害を改善させる

ことが示されている。また，ある種の薬物には海馬歯状回に

おいて神経細胞死後に起こる神経幹細胞の増殖あるいは分化

を促進することも示唆され，誘発学習記憶障害が改善された

との報告も見て取れた。これらの結果から，薬物の投与によ

る脳神経疾患の予防や神経の再生が期待されることも確認さ

れた。今後記憶障害の研究の方向性として，医学・薬学・大

脳生理学・心理学・電子工学などの立場から，そして，これ

らの分野の学際的協働による，記憶の質と量の両方からのア

プローチが非常に大切であることが，あらためて認識された。 

                    すぎた たかゆき 
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緩衝機能としての重要他者とその他の心的資源の有効性 
 

○亀井隆幸１・八木保樹２ 

（１立命館大学大学院人間科学研究科・２立命館大学） 

 

キーワード：脅威，緩衝機能，重要他者 
 

目 的 

緩衝機能（buffer）を持ち，脅威の低減に

役立つと考えられる心的資源として，様々

な変数が個々別々に提案されている。代表

的な変数は，自尊心（Solomon, Greenberg, 
Pyszczynski, 2004）であるが，他にも，重要

他者（Mikulincer & Shaver, 2007），一人で

いる能力（Winnicott, 1958），金銭（Zhou 
& Gao, 2008）などが提案されている。個々

の緩衝機能に関する知見が蓄積されるにつ

れて，重要となるのが，複数の緩衝機能の

比較，例えば，各緩衝機能の効果に類似性

や代替可能性があるかどうかである（例え

ば，Tesser, 2000）。これより，本研究の目

的は，複数の緩衝機能（重要他者，孤独，

自己肯定化，金銭）の有効性（脅威を低減

させること）にみられる類似や相違を，質

問紙調査により検討することとする。 
仮説 （a）自尊心の操作変数としての自

己肯定化（Steele & Liu, 1983）が有効な緩

衝機能を持つことは従来確認されているが，

これと同等以上の緩衝機能として比較的新しく提案されて

いるのが重要他者との関係での安全感（Mikulincer & Shaver, 
2007）である。重要他者と自己肯定化の脅威に対する有効

性は互いに遜色のない水準となろう。（b）Winnicott（1958）
によれば，孤独（solitude）の緩衝機能の根底には発達初期

からの重要他者とのつながりの感覚がある。つまり，孤独

も，心理的には重要他者の緩衝機能と必ずしも同等ではな

いかもしれないが近い有効性となろう。（c）Zhou & Gao
（2008）は，金銭が特定環境下（例，重要他者との不和）

において有効な緩衝機能を持つとしているが，他方では，

物質主義と心理的幸福とに負の関連があることが広く認め

られている（例，Burroughs & Rindfleisch, 2002）。したが

って，金銭の脅威に対する有効性は一般に低くなろう。 
方 法 

調査参加者 大学生 99 名。分析の際は，回答に不備のな

い 98 名（女性 65 名，男性 32 名，性別回答なし 1 名，平均

年齢 19.3 歳，SD = 1.1）を対象とした。 

変数 独立変数は，緩衝機能（4：重要他者，孤独，自己

肯定化，金銭），脅威の種類（5：対人関係，自己評価，学

業，健康，実存），脅威度（2：大，小），いずれも参加者

内変数であった。従属変数は，脅威に対する緩衝機能の効

果についての主観的な有効性評価であった。 

手続き 1～5 名の個別または集団形式で実施した。配布

した質問紙により以下の質問を行った：（a）重要他者，孤

独，自己肯定化，金銭のそれぞれの緩衝機能の効果を説明

する 4 個の文章（当該の緩衝機能がなぜ脅威に出会った際

の心理的安定に役立つのかを各 150～200 文字程度で記述

した）からひとつを提示した。（b）脅威の種類×脅威度に

よる 10 個の脅威事例（例，健康・脅威度大：”大きなけが

や病気で，病院に入院する”）を提示し，それぞれに対して

a で提示された緩衝機能がどの程度有効かを 7 件法で評定

してもらった（有効性評価）。以上を 1セットとして，緩

衝機能の説明文を変えながら全 4セットの質問を行った。 

結果と考察 

重要他者：1，孤独：1，自己肯定化：1，金銭：‐3 の直

交対比を用いて分析を行なった。脅威事例（脅威の種類×

脅威度）別の各緩衝機能に対する有効性評価を得点とした

対比検定の結果，自己評価および実存への小さな脅威を除

く全ての脅威事例において有意となった（Table 1）。 
Table 1 をみると，重要他者，孤独，自己肯定化の有効性

評価が同等に高く，金銭の有効性評価が低くなる対比の関

係が，例えば，対人関係，自己評価，学業への脅威におい

て特に顕著に認められるようにみえる。こうした結果が得

られた理由のひとつの解釈として，発達初期からの，感受

性の高い重要他者との相互作用を通して形成されたポジテ

ィブな自他表象（例，内的作業モデル，つながりの感覚）

が，重要他者，孤独，自己肯定化の緩衝機能の獲得に寄与

する共通の基盤になっていることが考えられる。こうした

ポジティブな表象があれば，孤独でいても内的にはひとり

ではなくなる。これにより，他者とのつながりを安心や安

堵の拠りどころとし，孤独でいることを楽しみ，自己に価

値があるという確信を持って様々な脅威に対処できると考

えられる。ただし，重要他者と自己肯定化の有効性評価は

いずれもおおむね遜色のない水準であるが，孤独の有効性

評価はこれらと比べれば低くなっているようにみえる。孤

独の緩衝機能の説明文が，重要他者とのつながりの感覚を

喚起させる刺激としては若干弱かったのかもしれない。 
（かめい たかゆき，やぎ やすき） 

重要他者 孤独 自己肯定化 金銭

4.8 3.6 4.1 2.5 8.01 ***
1.8 1.9 2.0 1.6

4.6 3.6 5.4 2.6 9.59 ***
1.7 1.8 1.4 1.9

5.0 3.9 5.6 3.5 7.07 ***
1.5 1.7 1.3 1.8

4.5 3.9 5.7 4.5 1.16 n.s.
1.7 1.9 1.4 1.9

4.5 3.4 4.0 2.3 8.36 ***
1.6 1.8 1.7 1.7

3.9 3.0 3.4 2.2 6.19 ***
1.7 1.7 1.8 1.6

6.2 2.8 3.3 5.2 -6.01 ***
1.1 1.7 1.9 1.7

5.8 2.6 2.4 3.1 2.65 **
1.5 1.6 1.5 1.7

4.6 2.8 4.8 2.9 5.82 ***
1.7 1.7 1.6 1.8

4.1 3.1 4.8 4.0 -0.03 n.s.
1.6 1.6 1.5 2.0

Table 1!脅威の種類と脅威度別の緩衝機能の有効性評価と直交対比の検定結果

注）各セルの値は上段が有効性評価の平均値（得点範囲：1-7），下段が標準偏差。対比係数は
重要他者：1，孤独：1，自己肯定化：1，金銭：-3。*** p  < .001, ** p  < .01, * p  < .05。

t  (97)

実存

大

小

学業

大

小

健康

大

小

自己評価

大

小

脅威の種類 脅威度
緩衝機能

対人関係

大

小
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主観年齢の性差、年代差と老いへの抵抗感 
 

○城 仁士 

（神戸大学名誉教授） 

 
キーワード：主観年齢、性差、年代差、老いへの抵抗感 

 

目 的 

本研究では、青年期から高齢期までの広範囲な年齢層を対

象とすることで、主観年齢の有無や実年齢との年齢差にどの

ような性差や年代差が認められるのかを検討する。 
さらに、主観年齢と対象者自身の生活意識や健康意識、老

いへの抵抗感との関係を明らかにし、各年代での生活サービ

スや健康志向の改善に資する知見を得ることを目的とする。 
方 法 

【調査対象と調査期間】 
S大学通信教育課程の面接授業を受講した社会人大学生20

歳から75歳までの男女81人（男性31名,女性50名,平均年齢39.
5歳）に集団調査を行った。調査期間は2010年8月〜10月。 
【調査項目】 
①主観年齢の有無とその理由 
②老いへの抵抗感の有無とその理由 
③生活意識や健康意識に関する質問26項目（回答は４件法） 
 これら 26項目は、質問内容によって「健康意識」(５項

目)、「柔軟性」(５項目)、「生活環境満足度」(５項目)、

「意欲」(３項目)、「世間体」(３項目)、「余裕と成熟」(５

項目)という要因に分け、主観年齢の有無との関係を分析・

検討した。 

結 果 と 考 察 

１）主観年齢の有無と実年齢との年齢差 
主観年齢の有無については、全体の73％が主観年齢は「あ

る」としており、「ない」としたのは27％であった。主観年

齢が実年齢よりも上だと答えた自己高年視は全体の15％で

あり、主観年齢は実年齢よりも下だとする自己若年視は85％
という結果になった。 

 
またこれから高齢者と呼ばれる年齢になることに対して抵

抗があるか（以下、老いへの抵抗感）という質問に、「抵抗

がある」とした人が52％、「抵抗がない」とした人が48％と

その間に有意差は認められなかった。 
２）主観年齢の性差および年代差 
男女どちらにも自己若年視傾向が見られた。実年齢と主観

年齢との差を比較すると、男性での最大差は実年齢マイナス

1～5歳が24％だったのに対し、女性はマイナス6～10歳で39
％と最も多かった。これより女性の方が自己若年視の度合い

は強いといえる。また主観年齢の有無を年代間において比較

すると、主観年齢があるとする人の割合は年代が上がってい

くにつれ増加している。同じように自己若年視の傾向も増加

していく結果となった。 
３）主観年齢の有無と生活意識 
次に、主観年齢の有無と生活意識に関する質問の総得点平

均または得点平均を分散分析により検討した。 
主観年齢の有無における「柔軟性」の総得点平均が、５％

水準で有意となり、主観年齢がある人は柔軟性が高いことが

示された［F(1,60)=4.07, p<0.05］。  
表１ 主観年齢の有無と「柔軟性」の総得点平均・標準偏差 

 
 また主観年齢の有無と「余裕と成熟」の項目25「趣味や旅

行に使う時間が増えてきた」の得点平均で、５%水準で有意

となり、主観年齢がある人の方が時間的な余裕があることが

示された［F(1,60)=6.34, p<0.05］。 
さらに主観年齢がある人の中で、特に自己若年視傾向が強

い人とそうでない人を比較すると、「世間体」の総得点平均

が５％水準で有意となり［F(1,11)=5.99, p<0.05］、自己若年

視傾向が強い人はより世間体を気にしているといえる。 
 以上の結果より、主観年齢がある人の多くが自己若年視傾

向であったことを踏まえると、自己若年視傾向の人は生活環

境や人間関係などに柔軟に対応している様子がうかがえる。

先に述べた自由に使える時間を利用して、今まで知らなかっ

た世界や生きがいを見つけ、新たな楽しみと人間関係から気

持ちにも張りがでることで自己若年視傾向をさらに強めて

いると推察できる。 
４）老いへの抵抗感の有無と健康意識 
老いへの抵抗感の有無と「健康意識」の総得点平均を分散

分析したところ、５％水準で有意となった［F(1,60)=4.53, p<
0.05］。すなわち、老いへの抵抗感がある人の方が健康意識

も高いことが示された。中でも、「健康」の項目３「今まで

に体調を大きく崩したりすることが何度かあった」は１％水

準で有意となった［F(1,60)=7.75, p<0.01］。すなわち、老い

への抵抗感がある人ほど今まで体調を大きく崩した経験が

あり、健康により敏感になっている様子がうかがえる。 
 
表２ 抵抗感の有無と「体調の崩れ」の得点平均・標準偏差 

 
従来の研究では、高齢者で疾病率が高い人は高年感も強い

（抵抗感なし）という結果であったが、本研究ではむしろ疾

病経験がある人ほど老いへの抵抗感も強いことが示された。 
これは、体調を崩す経験があった人の方が、年齢や体調に

ついて熟考する機会が多く、その際老いに対しての不安が大

きくなり抵抗感も強くなるのではないかと推察される。 
  （じょう ひとし）

図１ 主観年齢と実年齢との年齢差 

主観年齢の有無 n 総得点平均 標準偏差(SD)

主観年齢あり 44 14.3 2.2

主観年齢なし 18 13.0 2.6

抵抗感の有無 n 得点平均 標準偏差(SD)

抵抗感あり 32 3.3 0.9

抵抗感なし 30 2.5 1.3
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 赤ちゃんの自尊感情を測る(3) 
―両親および保育者による他者評定間の一致に基づく測定の信頼性の検討― 

○箕浦 有希久１・高野 裕治２(非会員) 

（１佛教大学教育学部臨床心理学科・２人間環境大学人間環境学部心理学科） 

 

キーワード:  self-esteem,  others’ evaluation,  nursery teacher,  reliability 
 

目 的 

学童期以前の自尊感情を射程に入れた生涯発達的研究は

少ない。自尊感情は複雑で高度な心理特性であるため学童

期以前には存在しないとみなされるかもしれないが，乳幼

児気質研究や乳幼児期の社会性や認知能力を査定する発達

検査が存在するように，自尊感情の原初的な個人差も存在

すると考えられる。また，自尊感情は個人の内的な心理特

性であるため自己報告でなければ測定できないと思われる

かもしれないが，たとえば動物パーソナリティ研究ではイ

ヌをはじめとして自己報告できない多様な生物のパーソナ

リティ特性を測定可能な他者評定尺度が開発されている

（久須美・中島・成田, 2020）。 
本研究では著者らが開発した他者評定で使用可能な赤ち

ゃんの自尊感情の測定尺度を用いて，園児の子の両親およ

び主担任・副担任の保育者という異なる立場から子を観察

している評定者ペアを用いて，他者評定に基づく測定の信

頼性の検討を試みる。 

方 法 

 2018 年 11～12 月，同一市内 3 か所の保育園にて研究参
加の依頼を行い，0歳 8か月から 6歳 2か月（m =3歳 6か
月，SD =1歳 7か月）の園児 96名（うち男児 57名）の両
親および保育者 39名（うち男性 2名）から質問紙への回答
を得た。両親の有効回答は母 87名・父 79名であった。回
答者の平均年齢は母 35.42 歳(SD =4.44)，父 37.50 歳(SD 
=5.51)，保育者 44.00歳(SD =10.61)であり，保育者の勤務歴
は平均 16.21年(SD =9.42, range: 1-37)であった。 
質問紙法調査 

赤ちゃんの自尊感情の測定尺度 10項目 6件法（e.g. 〇〇
は，自分はいろいろなことができると思っているように見

える）を用いて，園児の両親には園を通じて調査票を配布

し，子について回答を求めて調査票を郵送で回収した。園

児の保育者には担任クラスの園児について回答を求めて調

査票を直接回収した。父母または担任保育者のどちらか一

方でもペアのデータが揃っている場合は分析対象とした。 
 

結 果 

子に対する他者評定尺度の内的一貫性の指標（Cronbach
のα係数とMcDonaldのω係数）と相関分析の結果を Table 
1に示した。母と父から子への他者評定の相関係数（r=.28, 
df=77, p<.05）よりも，主担任と副担任の保育者から子への
他者評定の相関係数（r=.54, df=93, p<.01）の方が統計的に
有意に大きい値であった（z=2.04, p<.05）。「子の年齢」
を制御変数とした偏相関係数を算出した場合でも結果はほ

ぼ同様であった。 
 次に，母と父のペアならびに主担任と副担任保育者のペア

で，子に対する他者評定尺度10項目の各項目素点を用いて各
ペア内での相関係数を算出した。それらの値の母相関係数の

点推定値・最小値・最大値をTable 2に示した。母と父のペア
では高い母相関係数（.50）が推定されたのに対して，主担任
と副担任保育者のペアでは無相関に近い値（.03）であった。 

赤ちゃんの自尊感情の測定 α ω

(1) 母から子への他者評定 .72 .72 .24 * .24 * .22 *

(2) 父から子への他者評定 .65 .67 .28 * .25 * .11

(3) 主担任保育者から子への他者評定 .69 .70 .22 * .23 * .54 **

(4) 副担任保育者から子への他者評定 .78 .78 .22 * .11 .54 **

Table 1
子に対する他者評定尺度の内的一貫性と相関係数

(1) (2) (3) (4)

-

-

-

-

（*p <.05, **p <.01;  相関表の左下は単相関，右上は「子の年齢」を制御変数とした偏相関）

母相関係数
の点推定値

最小値 最大値

母と父から子への他者評定 .50 -.48 .90

主担任と副担任保育者から子への他者評定 .03 -.68 .68

Table 2
子に対する他者評定尺度のペア内相関

 

 

考 察 

箕浦・高野・小西（2019）のサンプルでは「母から子へ
の他者評定」のみ内的一貫性が若干低い値（α=.521, ω
=.621）であったが，本研究では十分高い値がみられた。総
合的に本尺度は適度な内的一貫性があると考えられる。 

Table 1より，母と父から子への他者評定の相関係数より
も主担任と副担任の保育者から子への他者評定の相関係数

の方が大きい値であった。保育の専門家は大勢の多様な子

どもの観察経験を有しており，個人差を差別化して評定で

きる立場にある。つまり“個人”の査定というよりも“集

団”の査定として赤ちゃんの自尊感情の他者評定を行う場

合は，子の家族よりも保育の専門家による評定の方が信頼

性の高い測定ができる可能性が示唆された。 

 Table 1 に示した尺度合計得点の相関分析の結果とは反
対に，Table 2では母と父のペア内相関よりも主担任と副担
任保育者のペア内相関の方が小さい母相関係数の点推定値

がみられた。ペア内相関は項目素点レベルでの回答パタン

の類似を意味する。家族は保育者よりも子と長い時間を共

に生活しており，個人の詳細な特徴を評定できる立場にあ

る。したがって“集団”の査定ではなく“個人”の特徴の

記述を目的とする場合，子の家族の方が信頼性の高い測定

ができる可能性が示唆された。 
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 偶発記憶に及ぼす想起時系列の組合せ効果 
 

豊 田 弘 司 

（追手門学院大学） 

 

キーワード 時間系列，分散効果，時間的展望 
 

問題と目的 

過去事象が未来事象に比べてエピソード記憶内の情報量

は多い。Toyota (2009) は，記銘語から過去もしくは未来の
出来事を想起させ，想起した出来事に対応する記銘語の再

生率を算出した。その結果，過去事象（出来事）を想起し

た場合が，未来事象（出来事）を想起した場合よりも分散

効果の大きいことを示した。これは，過去事象が未来事象

よりもその量が多く，その量に対応して検索手がかりが多

いことによる検索容易性に起因するものと解釈された。豊

田（2019）では，過去事象と未来事象の組合せ効果を検討
し，分散提示条件では過去-未来条件が未来-過去条件より
も再生率が高くなったが，異なるリストを用いた豊田（未

発表）では過去-未来条件＜未来-過去条件という逆の結果
になった。本研究では Zoomを用いて PowerPointによるス
ライド提示実験から上記組合せの効果を検討するとともに，

未来志向性の個人差との関係も併せて検討する。 

方 法 
実験計画  2 (提示形式；集中提示，分散提示) × 2（想起
時系列の組合せ；過去-未来，未来-過去)の要因計画であり，
いずれも参加者内要因。 

参加者 国立大学の女子学生 51名が実験に参加した。 

材料 a)方向づけ課題リスト 提示される単語は，豊田
（2019）と同じく，北尾ら (1977) から選択された漢字 1
文字単語 16語。要因計画による 4つの条件に 4語ずつを割
り当てる。各字は 2回提示されるので合計 32語となり，リ
ストの最初と最後にバッファー語を 1語ずつ追加し，34語
からなるリストとなり，PowerPointのスライドとして提示

される（Figure 1）。過去事象処理に該当するスライドでは
「過去」,未来事象に該当するスライドでは「未来」の文字
が記銘語の下に示されている。過去-未来条件では第 1回目
の提示では「過去」，第 2回目の提示では「未来」，未来-

過去条件では，その逆になり，「未来」「過去」の順に提

示される。分散提示条件における第 1回目の提示と 2回目

の提示間のスライド数は，5枚とされた。c) 自由再生テス
ト 記銘語を書記再生するための用紙（参加者が用意した

任意の用紙）。d)時間的展望体験尺度（白井，1994）20項

目 5件法。実験とは別に実施。 

手続 オンライン会議システム Zoomを用いた偶発記憶

手続きによる集団実験であり，著者のオンライン授業時間

内に受講生の了解を得て実施。1）方向づけ課題 参加者は

Zoomの情報共有によって提示された PowerPointスライド

にて実験を行った。まず，練習用のスライドが提示され， 

 

  花       絵 

       過去             未来 

  

 

Figure 1 スライド例（左：過去事象 右：未来事象） 

Table 1 提示形式と時系列の組合せごとの平均再生率 

 

課題について教示が与えられた。そこでは，これから多く

のスライドが提示され，各スライドには一つ漢字が示され

ている。その漢字が示す対象に関して，漢字の下に示され

た「過去」もしくは「未来」の文字に対応して，過去もし

くは未来の出来事を想起するように指示された。また，同

じ漢字が 2回提示されるが，提示される度に想起するよう
に，そして，同じ漢字が続けて提示される場合も，間をお

いて提示される場合もあることも併せて教示された。参加

者が課題内容を理解したことを確認した後，本試行に入り，

参加者は 5秒ごとに提示されるスライドに対して上記の教
示にしたがって，過去もしくは未来の出来事を想起してい

った。2)自由再生テスト 書記自由再生 3分。3)実験の
採点と解説 参加者が採点票に基づき採点し，著者より分

散効果及び実験の意図の解説を受けた。その上で，Web上

で採点票の提供を求め，全員が提出してくれた。 

結果と考察 
 Table 1には，平均再生率及び時間的展望体験尺度を目標
指向性得点との相関（n=37）が示されている。分散分析の
結果，提示形式（p<.001）が有意で分散効果（分散提示＞
集中提示）が見いだされた。また，想起時系列の組合せの

主効果（p<.10）が有意傾向であり，未来-過去条件が過去-
未来条件よりも再生率の高いことが示された。この結果は，

豊田（2019）とは一致せず，豊田（未発表）とは一致した。
交互作用が有意でないので，第 1回目の提示における過去

事象の符号化量が未来事象のそれよりも多く，その変動性

による検索手がかりの増加によるという解釈（Toyota, 
2009）は妥当ではない。Toyota（2009）では，本研究や豊
田（2019）とは異なり，想起事象の時系列を強制していな
い。このような方法論上の違いが結果に反映されている可

能性がある。また，想起事象の社会的特性（人物の有無；

Toyota, 2012）や重要性（Toyota, 2015）を分析できれば，
上記結果の不一致の原因が明確になる。  

時間的体験による個人差との関係については，符号化が

変動しにくい集中提示条件において未来への目標指向性が

高い参加者では未来の事象を想起することによってその変

動性が高まり，再生率に貢献する可能性が示唆された。さ

らに他の個人差変数との関連が今後の検討課題である。 

引用文献 

Toyota, H. (2009). Effects of the time dimension and 
presentation on incidental memory. Perceptual and Motor 
Skills, 109, 95-104.   

     （とよた ひろし） 
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触材を両手に挟んで擦り合わせたときに生じる触覚の次元 
―ALSCAL を用いて―  

○東山篤規１・野間春生２(非会員)   

（１立命館大学総合心理学部・２立命館大学情報理工学部） 

 

キーワード：類似性，分類，触覚の次元，ALSCAL 
 

目 的 

我々がものに触れたとき，さまざまな種類の触の体験をも

つ． Katz(1925)は，受動的な純粋な触体験として「硬い/柔ら

かい」と「細かい/粗い」を挙げ，それに力覚が加わったとき

には「脆い/しなやか」が加わるとした（触の 3 次元説）． 
Hollins et al. (1993) は，多次元尺度法 ALSCAL を用いて，

Katz の三次元説を受動触のもとで検証して，「硬い/柔らか

い」と「細かい/粗い」の 2 属性を確認し，第 3 次元として粘

性が作用することを示唆した．本研究では，閉眼した実験参

加者が触材を両手に挟んで擦り合わせたときに得られる触

の類似性判断を，Hollins らが用いた方法に従って分析した． 
方 法 

観察者 22名の大学生（男11人，女11人）． 
刺激 20種類の触刺激（表1の第1列）．触材の大きさは，

最も小さいもので10×10cm（ゴム板），最も大きなもので2
1×30cm（光沢紙）だった． 
手続き 各観察者は，目隠しをしてテーブルの前に座り，

差し出された触材を両手に挟み擦り合わせた．触れることが

許された時間には制限がなかった． 
観察者は，つぎの手順に従って触刺激を分類することが求

められた．最初に提示された刺激に対して「これは A という

カテゴリーに属する」ことを伝えた．次の刺激には「これは

カテゴリーA に属しますか，もしそうならば A と答えてくだ

さい．カテゴリーA に属さないと思えば，カテゴリーB とし

てください」と伝えた．3 番目の刺激に対しては，「これは

カテゴリーA それとも B に属しますか，もしそうならば A
あるいは B と答えてください．どちらにも属さないときはカ

テゴリーC と答えてください」と伝えた．用いることができ

るカテゴリー数は 3～7 個（A～G）． 
このあと，各被験者は，目隠しをして，同じ 20 触刺激の

それぞれに再び触れ，形容詞からなる 7 属性（細かい/粗い，

柔らかい/硬い，つるつるした/ねばねば，平ら/凸凹，温かい/
冷たい，脆い/しなやか，軽い/重い）のそれぞれについて 5
点尺度で評価した． 

結 果 

 観察者のカテゴリー判断から，各対刺激が同じカテゴリー

に属すると判断した観察者の数を求め，それを頻度行列とし

た（各セル最大値 22）．頻度行列の各セルを 1－(得られた

頻度/最大可能頻度)と変換して，それを距離行列とした． 
 距離行列を多次元尺度法ALSCAL（IBM SPSS Statistics 2
5）によって分析した．有効な次元数は，ストレスと1-R²の2
指標にもとづいて3次元（Stress = 0.17, 1-R² = 0.33）が適切

と考えた． 
表1に結果を示す．各次元に与えられた刺激値より，観察

者は，5カテゴリーを用いて刺激を分類したと判断した．次

元1は「滑らかな板状のもの」‐「毛羽立つ柔らかい素材」

の次元を，次元2は，触材に力が加わると「包み込む」‐「

破れるあるいは壊れる」次元であると解釈した．次元3は「

硬い」‐「柔らかい」と解釈した． 
MDS分析によって得た3次元空間の中に7形容詞尺度を描 

表 1．MDS による分析結果． 

刺激（重さg） 次元1 次元2 次元3 特徴 
光沢紙(23) 1.57 -0.61 -0.51 

次元1が高正値 :
滑らかな板状の

もの 

アルミ板(54) 1.78 -0.50 0.12 
塩ビ板(91) 1.74 -0.72 0.08 
ゴム板(42) 1.75 -0.61 0.18 
芝生マット(32) -1.21 -0.75 1.10 

次元1が高負値 :
粒が見えるくら

い，毛羽立ったも

の 

ｿﾌﾄｳﾚﾀﾝ (14) -1.14 -0.84 1.12 
フェルト(18) -1.30 -0.07 0.81 
タオル雑巾(28) -1.39 -0.56 -0.83 
和紙A(7) -1.38 0.56 0.02 
ティッシュB(<1) -0.04 0.86 -1.52 

次元3が高負値 :
極薄の柔素材 

ハイミロン(35) -0.51 0.56 -1.58 
ポリ手袋(2) -0.45 0.86 -1.46 
段ボール(32) 0.58 1.16 0.76 

次元2が高正値 :
ざらついた板 

コルク板(34) 0.60 1.09 1.08 
ヒノキ板(28) 0.52 1.29 0.76 
和紙C(5) 0.18 1.54 -0.37 
給水タオル(25) -0.14 1.15 1.27 
ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾏｯﾄ(59) -1.11 -1.15 -0.30 次元2が高負値 :

気泡を含む弾力

素材 
バブルパック(7) 0.55 -1.42 -1.06 
ｿﾌﾄﾀｯﾁﾎﾞｱ(16) -0.57 -1.80 0.30 
 
いてみた．その結果，次元 1－2 平面では，「軽い/重い」

のベクトルが他の形容詞尺度のベクトルとほぼ直交した．

次元 1－3 空間では，「柔らかい/硬い」「しなやか/脆い」

のベクトルと，「つるつる/ねばねば」「細かい/粗い」の

ベクトルとがほぼ直行することが示された．次元 2－3 平

面では，「柔らかい/硬い」と「しなやか/脆い」のベクト

ルは，「軽い/重い」のベクトルにほぼ直交していた． 
この結果より，おそらく触属性の形容詞は，「軽い/重い」

に関するもの，「柔らかい/硬い」（「しなやか/脆い」を

含む）に関するもの，「細かい/粗い」（「つるつる/ねば

ねば」を含む）に関するものに分類できそうである． 
 「温かい/冷たい」の尺度は，どの 2 次元平面においても，

「平ら/凸凹」とほぼ同じ向きであり，平らな触材は冷たく，

凸凹のある触材は温かいと判断されることが示された． 

考 察 

 ものに受動的に触れたときには，「硬い/柔らかい」と「細

かい/粗い」と粘性が触の次元として機能することが示され

てきた（Hollins）．ここでは手を擦り合わせることによっ

てものに触れたとき（能動触の一種），「硬い/柔らかい」

「細かい/粗い」の 2 属性のほかに「軽い/重い」のような

力覚の影響を受けることが示された． 

引用文献 

Hollins, M., Faldowski, R., Rao, S. & Young, F. (1993). Percep. 
& Psychophy., 54, 697-.  

Katz, D. (1925). Der Aufbau der Tastwelt. 東山・岩切(訳)『触

覚の世界』新曜社． 
（ひがしやま あつき，のま はるお） 

ｍｊｈｇｆｒ５６７０−＠＾
口頭発表　Ｄ－６

ｍｊｈｇｆｒ５６７０−＠＾
関西心理学会第132回大会



画面で読み聞かせた絵本の理解における誤信念理解と類推(８). 
光田 基郎１ 

（１。ノースアジア大学 経済学部）  

 
キーワード：電算画面, 絵本読み聞かせ, 再帰性, 誤信念理解, 真実の表象抑止, 類推    

      
 

目 的  

狂言絵本「附子」14コマを大画面で読み聞かせ,内容再認,
類推,反応抑止,文法と誤信念理解検査を大学生 29名に実施。
文法と二次的誤信念理解とが再帰性(アメの壺を猛毒と欺
かれた誤信念内容での報復）理解に与える効果を指摘し,
成人の誤信念理解における作業記憶容量の寄与を検討する。 

方 法  

（イ） 材料・実験参加者：ささめやゆき著「ぶす」(講談 

社 より父が息子二人を欺いてアメの壺を猛毒在中と偽り,

「開ければ毒の風が吹くから開けるな」と教えて外出。息

子 2 人は扇子で壺を煽いでは恐々接近して壺を開け,中身

がアメと分かって 2 人で食べた後,わざと大切な茶碗や掛

軸を壊して「兄弟で相撲を取って誤って茶碗や掛軸を壊し

た。叱られる前に壺の中の毒に中って死ぬ気だったが,中身

がアメ」と言い訳する筋立て 14画面の読み聞かせをパソコ

ンに録音・録画して大学 1年生 29名（M;24,F;5）に画面で

読み聞かせた後,下記の検査項目に正答を選択反応させた。

（ロ）検査項目:(a)上記の内容の逐語・推理再認,(b)図形

の類推,(ｃ)反応抑制：車の絵に触れる前に時計と花の絵を

指さす課題など 4件,(ｄ)文法理解（タクシーがトラックを

牽く絵,ウサギがタヌキを押す絵など選択 4件),(e)反応制

御：2種類の動物の絵各 2枚,計 4枚の絵で「どちらかのウ

サギと両方のタヌキに触れて下さい」の選択(f)幼児用誤信

念理解検査のサリーとアン課題（2 肢選択）,(g)対象の予

期しない移動を扱う 4肢選択の成人用誤信念検査（女の子

が左端の青ケースにバイオリンを入れたが, 彼女の留守中

に妹がこれを赤,又は紫のケースに移し, 赤ケースの位置

も元は青ケースのあった左端に並べ替えたほか,紫と緑ケ

ースの位置も変えて退室した。姉が戻った時には 4個のケ

ースのいずれを最初に開くかを参加者に質問し, 上記ケー

ス１点毎にその比率を記載させた（Birchなど‘07に準拠）。

(ハ）デザイン：上記(ロ)-（f）の誤信念理解課題で妹が（I）

どのケースにヴァイオリンを移し替えたか不明の「どれか

不明」条件,(II)赤ケースに移し替え, 位置も姉が最初に楽

器を入れた青ケースの位置に並べ替えた「情報追加」条件

と (III)紫のケースに移した「情報無効」条件別の推理再

認成績を級間変動因,姉が戻って最初に開く青,赤,紫と緑

のケース毎に答えた選択の主観的確率を級内変動因とする

混合型共分散分析で,上記の絵本の内容再認と,誤信念理解

も含めた文章理解の技能,特に類推などの下位技能との関

連付けを試みた。  

     結 果 

（イ） 上記の方法(ハ)で述べた 4肢選択の誤信念課題の 
（I）-（III）の 3 条件毎に上記の楽器ケース選択比と絵
本の内容の推理再認成績との相関を求めて共分散分析し

た結果, 筆者による先行研究（光田,'21日教心他）と同様,
絵本の内容の推理再認成績の主効果は上記の方法（ハー

I）のいずれか（不明）＞（II）の情報追加（赤を選好）
＝(III)情報無効(紫を選好)の結果(5%水準)を得た。（ロ）
上記の「誤って茶碗や掛軸を壊した。叱られる前に壺の

中の毒に中って死ぬ気だったが,中身がアメ」と言い訳す
る過程での二次的誤信念内容を用いて「アメの壺なのに

猛毒在中と父に欺かれた息子たちの報復」の理解に至る

文法理解, 正反応の抑制を装った反応制御と正誤反応
の対比及び類推の各々の寄与の様相の図式化を意図して, 
上記の方法（ハ）の「移動先が何れか不明」群と,それ以
外の位置情報付加（赤）群及び情報無効群（紫）別にク

ラスタ分析した結果の一部が図 1である。結果から（a）
父が息子たちを猛毒在中との誤信念内容に従わせる意図

の理解に至るまでの多くの下位技能（逐語・推理再認か

ら２肢選択の誤信念課題達成に至る正反応の抑制及びそ

の文章表現による再帰的構造の理解）と(b)その類推を用
いた報復に至る反応制御の２クラスター及び, (c)筆者の
従来の発表と同様,４肢選択の誤信念課題での容器選択
（緑,紫と赤容器）のクラスターが特徴的である。（ｄ）
上記の移動先不明群以外では上記（ｃ）の 4肢選択の容
器のクラスターとそれ以外の散文理解技能全てが対等に

結合して,合計２クラスターを得たが信頼性を欠く。 
(ハ)上記の方法（ハ）の３条件別に推理認成績を従属変
数とした重回帰分析と判別分析のいずれの結果からも, 
「移動先が不明」条件では抑制,文法と逐語再認が正の説
明変数となる結果が特徴的である。 

図１.「何れか不明」群の下位技能クラスタ分析 

、考 察 

（イ） 本報告は,大学生に欺きを題材とした絵本を画面 

で読み聞かせて,主人公が 2 次的な誤信念内容に従った振

りをして報復する過程を題材とした絵本の筋立てを理解さ

せ,その下位技能である文法とエピソードの各々の再帰構

造の理解,正反応の抑制,類推と反応制御などの下位技能の

寄与について,古典的な 2 肢選択の誤信念理解検査以外に

４肢選択の誤信念理解検査で情報処理負荷を変化させた条

件間での図式化の試みである。（ロ）下位技能の構造とし

て,「移動先が何れか不明」条件でのみ逐語再認成績を末端,

文法と 2 肢選択誤信念理解を中間部,反応制御を基幹とし

た階層性での言語処理を想定し,この条件以外は 4 肢選択

での誤信念の表象より視空間表象への関心と言語以外の空

間表象処理の視点での検討が課題となる。(みつだもとお) 
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