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感情への評価，感情表出の制御及び精神的健康との関連：
制御を行う相手の親密度に着目して
小隅 史子・河村 結里＊ 1・高橋 芽依＊ 1・松村 大希＊ 1・上淵 寿＊ 2・上淵真理江＊ 3
学校心理学分野
（2015 年 9 月 16 日受理）

１．問題と目的

の研究で天井効果が認められたことにより断念されて
いる。

１．１

感情への評価とは

奥村（2008）は，感情への評価尺度を作り，個人が

１．２

感情表出の制御

一貫して抱いている評価の傾向を示した。また，個別

感情表出の制御とは「経験した感情をそのまま表さ

の感情経験に対する一過性の評価のみならず，人が自

ず，強めたり弱めたり他の感情に置き換えたりして本

己の感情をどのように主観的にとらえ，評価している

来とは異なる形に表すこと」と定義される（崔・新井

のかという点についてはあまり検討されていないこと

1998）。大別して考えると，実際に生起している感情

に着目した。個人の感情経験のあり方は，一過性の個

を隠し，その感情を表さない抑制と実際に生起してい

人の感情経験のみならず，感情経験の背後にある感情

ない感情や弱い感情を強めて表す強調の 2 つに分類で

への評価を捉えることで，特性的な観点からより的確

きる（崔・新井 1999）。また，崔（1996）は感情の中

に捉えうる可能性がある（奥村，2008）
。感情への評

でも表出の制御の対象とする感情は，怒りや失望，悲

価を測定する尺度はいくつか存在するが，感情への肯

しみといったネガティブ感情が圧倒的に多いことを明

定的評価・否定的評価の両者を体系的に網羅しておら

らかにしている。
そして，Gnepp & Hess（1986）が感情表出の制御を

ず，自他の感情についての項目が混在していたりする
等の問題点がある（奥村，2008）
。よって，奥村（2008）

行う動機の分類として，相手への考慮や相手との関係

はこれらの問題点を改善し，
「感情への評価」の概念

の維持及び規範維持という向社会的動機と，自分が得

の特徴を 3 つに定めている。
（1）感情への覚知や認識

をするためや自尊心を維持するためという自己保護的

などと区別され，価値づけを伴うものであること，

動機の 2 種類が抽出している。さらに野口（2012）は，

（2）自己の感情に対するものか，他者の感情や感情一

感情表出の制御の動機の要因が感情や方略によって異

般に対するものか区別する必要があること，
（3）肯定

なることを示した。怒りは，表出抑制・表出誇張共に

的評価から否定的評価まで幅のあるものと考えられる

調整相手が怒りの原因であり，表出抑制は向社会的動

ことなどが提示された（奥村，2010）
。奥村（2008）

機から，表出誇張は自己保護的動機から行われること

では，怒りと悲しみの感情において，否定的評価では

が示されている。また，悲しみは，調整相手は，表出

「他者懸念」と「負担感」の 2 つの尺度，肯定的評価

抑制では偏りが見られず，表出誇張では調整相手以外

では「必要性」の尺度が抽出されている。 また，こ

が悲しみの原因であることが多く，動機に偏りはみら

の感情への評価は，怒りと悲しみの 2 つの感情のみで

れないことが明らかにされている。

検討されており，喜びへの評価の尺度作成はこれまで

＊1
＊2
＊3

以下，感情表出の制御の方略である表出抑制と抑
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感情表出の制御相手

統一する。表出抑制とは，何らかの感情を経験したと

平林（1993）は感情種類別に場面を作成し，その場

きに表情による感情表出を抑えることであり，表出誇

面で 4 種類の相手（異性の友人，同性の友人，異性の

張とは，感情表出を大げさにすることである（John &

知人，同性の知人）に対してどのように自己の感情の

Gross, 2004; Demaree et al. 2004）
。これは表情表出によ

表出を行うのかを研究した。そして，一般に相手が異

る感情調整方略である。よって，崔・新井（1997）が

性で，あまり親しくない場合の方が感情表出をコント

定義している感情表出の制御方略の抑制と強調のそれ

ロールすることを明らかにした。また，感情表出の制

ぞれの定義の中に含まれるものであると考えられる。

御経験の頻度は，約 8 割が友人を相手とし，その中の

加えて，感情特性と感情表出の制御の関連をみた研究

約 6 割が同性の友人である（結城，2007）
。またそれ

（藤井・谷口，2012）では，悲しみへの評価での他者

に加えて，怒りの強調においては友人だけではなく，

懸念因子のみ結果が得られた。物事をネガティブに考

家族に対して行われることも多い（野口，2012）こと

えやすいネガティブ特性群と物事をあまりネガティブ

が明らかにされている。

に考えない群であるポジティブ特性の人では，前者に

また，本調査対象者も大学生とすることから，友人

おいて否定的評価が高かった。それにより，特性一致

に対する経験が多く報告されることが予測できるが，

効果が悲しみの他者懸念という一部の感情にのみ適応

これまでは友人を対象とした場面を作成した研究が多

できるのではないかと考察されている。

く，友人以外に目を向けた研究が少ない。よって，本
研究では友人と知人の 2 種類の対象を感情表出の制御

１．３

感情表出の制御場面

相手として設定し，検討を行う。但し，友人は「最も

また，崔・新井（1999）は具体的な場面を提示せず
に，各自が自由に場面を想定でき，感情がどこに起因

親しい友人」，知人は「同じ学年の顔見知り程度の知
人」と定義する。

しているのかを意識した感情表出の制御尺度を新たに
作成した。感情の種類（好感・喜び・嫌悪・恐怖・悲

１．５

感情表出の制御と精神的健康

しみ・怒り）×方略（抑制・強調）×感情の起因場

最近の青年の傾向はその友人関係の特徴として表面

所（自分・相手）の 24 項目である。例えば，感情の

的な親密さや楽しさを求め，互いに傷つけることや傷

種類が好感，方略が強調，起因場所が相手であれば，

つくことを恐れ，形式的で円満な友人関係を求めなが

「友人がとても嬉しいと言うこと（もの）に対し，自

ら，関係が深まることを避ける傾向が指摘されている

分はそれほど嬉しく思わない時，私もかなり嬉しそう

（千石，1991）。それにより，感情表出の制御が日常的

に表す。」となる。このように 24 項目を作成して，因

に行われており，友人関係における精神的健康に影響

子分析を行い「八方美人的制御」
「非仲間志向的制御」

が及ぶことが考えられる。崔・新井（1998）は，感情

「自己抑圧的制御」
「同調のための抑制的制御」
「同調

表出の制御は対人関係において人間関係の悪化を防ぐ

のための強調的制御」の 5 因子を抽出した。しかし，

というプラスの働きをする反面，自己の感情をいつも

因子でまとめることにより感情毎で分析を行えないた

隠したり抑えたりして他人にあわせてばかりしている

め，「怒り」と「悲しみ」毎の感情表出の制御場面は

ことは，フラストレーションやストレスの蓄積，アイ

検討できていない。

デンティティの喪失など，精神的健康とのマイナスの

加えて，奥村（2011）では怒りと悲しみの感情への

関係が予測されると述べている。よって本研究では，

評価と感情表出の抑制との関連が見られなかった。そ

感情表出の制御の方略と精神的健康との関連を検討す

の理由として，このときに抑制を測る尺度として使わ

る。

れた感情抑制傾向尺度は上記と同様に具体的な場面を
提示せずに，一般性を求めていたことが考えられる。

１．６

本研究の目的

したがって，具体的な感情を喚起する場面が想像しに

本研究では，怒りと悲しみの感情に焦点をあて，感

くく，その結果として関連が見られなかったのではな

情表出の制御方略とする抑制と強調の両者が想起でき

いか。よって，今回は具体的な怒りと悲しみの感情表

る具体的な感情表出の制御場面を作成し，感情への評

出の制御場面を調査し，抑制から強調まで方略が使わ

価，感情表出の制御及び精神的健康との関連をみる。

れる場面を作成する。

さらに，感情表出の制御を行う相手を友人と知人の 2
つに分けて調査を行う。
そして，本研究では抑制と強調の両者が想起できる
－ 108 －
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場面を作成するため，感情生起原因は自分とする。感

について簡潔に記した。また，調査協力者の性別，年

情生起原因が相手であれば，その感情を抑制すること

齢を尋ねた。

が少なくなることが予想されるためである。また，強
調の定義は，「実際に生起していない感情や弱い感情

（2）感情表出の抑制場面の自由記述
感情表出の制御の方略である「抑制」の説明を提示

を強めて表す」であるが，
「実際に生起していない感
情」は強調できるが，抑制はできない。よって，本研

し，以下の教示文を記した。

究では強調の定義を「実際に生起している感情を強め

「あなたはこれまで，怒り（悲しみ）の感情を経験

て表すこと」とする。また，感情表出の抑制と強調の

した時，その怒り（悲しみ）の感情を表さないように

どちらの方略が精神的健康に影響を及ぼすのかを探索

したことがありますか。以下の①②③を含めて，その

的に検討する。

時の場面をできるだけ詳しく以下の空欄に回答をして

さらに，感情表出においても，男性は常に冷静で弱

ください。①なぜ怒り（悲しみ）の感情が生じたのか

みを見せず，感情表出を抑えるものという性役割期待

②誰に対して抑制をしたのか③なぜ怒り（悲しみ）の

が存在する（鈴木，1994）ことから，性差も要因に加

感情を抑制したのか」

えて検討を行う。

また，①から③はそれぞれ例も提示し複数回答も可
とした。
２．予備調査
（3）感情表出の強調場面の自由記述

２．１

調査目的

感情表出の制御の方略である「強調」の説明を提示

感情表出の制御方略である抑制と強調の両者を想起

し，以下の教示文を記した。

できる，具体的な怒りと悲しみの感情表出の制御場面

「あなたはこれまで，怒り（悲しみ）の感情を強調

を作成する。加えて，感情表出の制御を行う相手とし

したことがありますか。以下の①②を含めて，その時

て友人と知人の両者を対象とできる場面を作成する。

の場面をできるだけ詳しく以下の空欄に回答をしてく
ださい。①誰に対して強調をしたのか②なぜ怒り（悲

２．２

方法

２．２．１

しみ）の感情を強調したのか」
調査対象者

また，①，②はそれぞれ例を提示し，複数回答も可

東京都内に通う大学生 89 名（男性 38 名，女性 51 名，

とした。

平均年齢 19.6 歳，標準偏差 = 0.87）
２．３
２．２．２

結果と考察

２．３．１

調査期間

カテゴリー分け

収集した自由記述を分類する手続きを以下の手順で

2014 年 6 月下旬に質問紙調査を実施した。

行った。
２．２．３

調査方法

（1）特殊な場面（恋愛に関する場面，入学試験，アル

東京都内の大学の授業時間中に自由記述式質問紙調
査を実施した。また，個別に大学生の友人に調査への

バイトの面接など）を除いた。
（2）収集した怒りの抑制場面 61（Table 1），強調場面

協力を依頼した。平均解答時間は約 20 分であった。

17（Table 2）， 悲 し み の 抑 制 場 面 28（Table 3）
，
強調場面 19（Table 4）をなるべく具体的な内容

２．２．４

調査内容

を残しながらまとめた。

調査は，自由記述式質問紙を用いて行った。質問紙

（3）カテゴリーのいずれにも当てはまらない場合の
み，その他を選択した。

は，フェイスシートをはじめとし，これまでの経験を
基に，怒りと悲しみの感情表出の抑制場面と強調場面

また，場面の作成の注意点として，怒りと悲しみの

を記述してもらった。記載順序及び質問内容は，以下

両者を感じる場面は含まずに， 2 つの感情の内，一方

の通りである。尚，用いた質問紙を付録として巻末に

のみを感じる場面を作成した。

付す。
２．３．２

怒りの感情表出の制御場面

抑制場面（Table1）と強調場面（Table2）で最も多

（1）フェイスシート
「感情表出の制御」と題し，回答の際の注意事項等

いものは「待ち合わせの遅刻・連絡なし」であり，抑

－ 109 －
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制場面で 2 番目に多い場面は「周囲の人に迷惑のかか

の人も迷惑に感じています。どれほど怒りを表し

る自分勝手な行動（20%）
」であり，強調場面で 2 番

ますか

目に多い場面は「理不尽な要求・わがまま（11.7%）」
「規則を守らない（11.7%）」であった。また，抑制場

Table 1

面では学生独自ともいえる「授業中にうるさい・先生

怒りの抑制場面

カテゴリー

の話を聞かない（ 5 ％）
」といった場面もみられた。

友人

その他

計（%）

①

待ち合わせの遅刻・連
絡なし

10

3

13（21.3）

②

周囲の人に迷惑がかか
る自分勝手な行動

9

3

12（19.9）

③

自分のことを棚に上げ
て叱られる

1

5

6（9.8）

「約束を破られる」
「他者の非道徳的行為」
「集団内で

④

悪口を言われる

4

0

4（6.6）

自分の役割をこなさない人」という状況で喚起するこ

⑤

注意したことを無視す
る・反省しない

1

3

4（6.6）

⑥

授業中うるさい・先生
の話を聞かない

2

1

3（4.9）

⑦

感謝の言葉やあいさつ
を言わない

2

1

3（4.9）

⑧

レポート・課題のおし
つけ

2

0

2（3.3）

⑨

その他

8

6

14（23.0）

この種の感情換気状況の分類に関する先行研究とし
ては，鈴木（2002）と平井（2013）が挙げられる。ま
ず，鈴木（2002）は，怒りの対人感情喚起状況を分類
して，怒りは「被害・強要」
「他者からの非難・軽蔑」

とが多いことを明らかにした。
次に，平井（2013）は，ネガティブ感情である悲し
み，怒り，嫌悪を感じる出来事の自由記述の分類を
行った。結果，上記の 3 つの感情に共通した分類とし
て「失敗」「自己反省」
「対人葛藤」
「場面」
「状況」の
5 つのカテゴリーが得られた。また，怒りと嫌悪感に
共通したカテゴリーとして「態度」が得られた。
この態度の中に以下の 4 つの下位項目が分類され
た。他者の態度によって怒りを感じた“態度”
，他者

Table 2

との伝達に関する“連絡”
，他者の行為によって被害

怒りの強調場面

カテゴリー

を受ける“被害”
，他者の自己中心的な振る舞いやマ

友人

その他

計（%）

①

待ち合わせの遅刻・連絡
なし

4

1

5（29.4）

鈴木（2002）の怒り状況の分類では，抑制と強調で最

②

理不尽な要求・被害

1

1

2（11.7）

も多かった「待ち合わせの遅刻・連絡なし」の場面は

③

規則を守らない

2

0

2（11.7）

「約束を破られる」にあてはまり，抑制場面で 2 番目

④

周囲の人に迷惑のかかる
自分勝手な行動

1

0

1 （5.9）

⑤

自分が大切にしているも
のへの侮辱

1

0

1 （5.9）

⑥

授業中うるさい・先生の
話を聞かない

1

0

1 （5.9）

⑦

その他

4

1

5（29.4）

ナーの悪さ等について言及された“規範”である。

に多い「周囲の人に迷惑のかかる自分勝手な行動」と
強調場面で 2 番目に多い「理不尽な要求・わがまま」
「規則を守らない」を合わせた場面は，
「集団内で自分
の役割をこなさない人」にあてはまる。また，
「授業
中にうるさい・先生の話を聞かない」は，
平井（2013）
の“規範”にあてはまると考えられる。

「その他」には，家族，先輩後輩を相手とした場面が含まれる。

このように，鈴木（2002）の「約束を破られる」
，
「集団内で自分の役割をこなさない人」平井（2013）

２．３．３

悲しみの感情表出の制御場面は，抑制場面（Table 3）

の“規範”を参考に，友人と知人を感情表出の制御相
手とできる怒りの感情表出の制御場面 3 つの項目を作

悲しみの感情表出の制御場面

で 1 番多い場面が「ペットの死，親族の病気や死別
（25%）」であり， 2 番目に多い場面が「努力が報われ

成した。
1 ．待ち合わせをしていて，相手が連絡をせずに 1 時

な い（17.9%）」 と い う 場 面 で あ っ た。 強 調 場 面

間以上も遅刻をしてきて，
「ごめんねー」と笑っ

（Table4）は具体的な場面が少なく，その場面で感じ

て言っていることに，怒りを感じました。どれほ
ど怒りを表しますか

る心情を表す回答「相手から共感を得たい（31.6%）
」
「参っていて助けてほしい・慰めてほしい（31.6%）
」

2 ．授業中にうるさい相手がいて集中できないことに

が全体の 63.2％と多かった。また，あまり悲しみを強

怒りを感じました。どれほど怒りを表しますか

調する場面がないという回答も半数近くあり，その中

3 ．電車で，優先席に座り大声で電話しているマナー

でも具体的な場面で出たものが卒業・別れの場面であ

の悪い相手を見つけて，怒りを感じました。周囲

ると考えられる。
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時計を探しているところに相手に「どうしたの？」

これに関連して，平井（2013）は悲しみ特有のカテ
ゴリーとして「寂しさ」を見いだした。このカテゴ

と声をかけられました。どれほど悲しみを表しま

リーは，人との“別れ”
，会いたい人に会えないこと

すか

による“寂しさ”
，人との連絡がつかない“連絡”の
３．本調査

3 つに分類された。上記の先行研究を踏まえながら，
抑制場面で頻出した回答を重視し，友人と知人を感情
表出の制御相手とできる場面として「親族の病気」
，
「努力が報われない」「大切なものの紛失（7.1%）
」の

３．１

調査目的

怒りと悲しみの感情に焦点をあて，感情への評価と感

3 つの悲しみの感情表出の制御場面を作成した。

情表出の制御及び精神的健康との関連を検討する。ま

1 ．あなたの母親が交通事故にあったという知らせが

た，感情表出の制御の測定は，予備調査で作成した抑

あり，学校を早退しました。母親は命に別状はな

制と強調の両者が想起できる具体的な感情表出の制御

いものの，あなたは悲しみを感じています。次の

尺度を用いる。

日，相手に「昨日，どうして早退したの？」と言
３．２ 方法

われました。どれほど悲しみを表しますか
2 ．今まで打ち込んできた部活の最後の試合に負けて，

３．２．１

これまでの努力が報われなかったことに悲しみを

調査対象者

東京都内に通う大学生 186 名（男性 84 名，女性 102

感じました。次の日，相手に「昨日の試合どう

名，平均年齢 20.5 歳，標準偏差 = 1.29）

だったの？」と言われました。どれほど悲しみを
３．２．２

表しますか

調査期間

2014 年 10 月下旬に質問紙調査を実施した。

3 ．授業終了後，親からプレゼントされた時計が紛失
したことに気づき，悲しみを感じています。その
Table 3

悲しみの抑制場面

カテゴリー

友人

その他

計（%）

①

ペットの死，親族の病気や死別

7

0

7 （25）

②

努力が報われない

3

2

5（17.9）

③

悪口をいわれる

3

0

3（10.7）

④

大切なものの紛失・侮辱

2

0

2 （7.1）

⑤

弱い人間だと思われたくない

1

1

2 （7.1）

⑥

悲しい映画を観る

1

1

2 （7.1）

⑦

その他

5

2

7 （25）

Table 4

悲しみの強調場面

カテゴリー

友人

その他

計（%）

①

相手から共感を得たい

6

0

6（31.6）

②

参っていて助けてほしい・慰めてほしい

4

2

6（31.6）

③

相手が悲しんでいる，つらそう

3

0

3（15.8）

④

卒業・別れ

1

0

1 （5.3）

⑤

悪口を言われた

1

0

1 （5.3）

⑥

悲しい映画を観る

1

0

1 （5.3）

⑦

その他

1

0

1 （5.3）

「その他」には，家族，先輩後輩を相手とした場面が含まれる。
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以下 GHQ と略称）を用いた。GHQ は Goldberg（1972）

東京都内の大学の授業で質問紙を配布し，協力を依

が作成した 60 項目からなる非器質性，非精神病性の

頼した。また，個別に大学生の友人に調査への協力を

精神障害のスクリーニングテストである。精神的健康

依頼した。平均解答時間は約 15 分であった。

の指標としてあらゆる年齢層の人々を対象にして使用
されている（中川・大坊，1985）。本調査では，12 項

３．２．４

調査内容

目の短縮版を用いた（以下 GHQ-12）。

本調査で使用した質問紙はフェイスシート，感情へ

回答に際しては，
「過去 1 ヵ月のあなたの状態をふ

の評価尺度，具体的な感情表出の制御尺度，精神的健

りかえって，以下の項目について 1 番近いと思われる

康の測定の 4 つから構成される。記載順序及び質問内

もの 1 つに丸をつけてください。
」という教示を付し，

容は以下の通りである。尚，用いた質問紙を付録とし

それぞれの項目について 4 件法で尋ねた。
尚，本調査では GHQ-12 の評定は 1 から 4 の各評定

て巻末に付す。

に 対 し て， 0 ，0 ，1 ，1 ，の 得 点 を そ れ ぞ れ 与 え る
GHQ 採点法を用いた。得点が高いほど精神的に不健

（1）フェイスシート
「感情を表すことと感情についての評価，健康につ

康であることを示す。よって GHQ-12 は全 12 項目で

いての質問」と題し，回答の際の注意事項等について

構成されているため，可能な得点範囲の下限は 0 点

簡潔に記した。また，調査協力者の年齢，性別を尋ね

で，上限は 12 点となる。

た。
３．３

結果

３．３．１

（2）感情への評価尺度（各 22 項目）
奥村（2008）が作成した怒りと悲しみに対して一貫

（1）尺度ごとの Cronbach の信頼性係数，平均値（全

して抱いている「他者懸念」
「負担感」の否定的評価，

体・男性・女性）と標準偏差，t 値

「必要性」の肯定的評価の 3 つの尺度から構成されて
いる。

尺度の検討

先行研究に倣い，尺度毎に，評定値を加算して項目
数で割った値を得点として算出した。α 係数，全体と

回答に際しては，質問事項の冒頭に「怒り（悲し

性別毎の平均値，標準偏差，性差を Table 5 に示す。

み）に対するあなたの考え方についてお伺いします。
」

各変数の性差を確認した結果，怒り感情では「知人

という教示を付し，
「 1 ．あてはまらない」
「 2 ．あま

への感情表出の制御」
（t (184) = 3.31, p<.05）で有意差

りあてはまらない」
「 3 ．どちらともいえない」「 4 ．

が認められ，女性より男性の方が高かった。また，悲

ややあてはまる」
「 5 ．あてはまる」の 5 件法で尋ね

しみ感情では「負担感」
（t (184) = -1.98, p<.05），「友

た。

人への感情表出の制御」
（t (184) = -2.06, p<.05）で有
意差が認められ，男性より女性の方が高かった。

（3）具体的な感情表出の制御尺度
予備調査に基づいて作成した怒りと悲しみの具体的

（2）怒りへの評価，悲しみへの評価尺度の下位尺度項
目内容

な感情表出の制御場面を用いた。
回答に際しては，質問事項の冒頭に「以下に 6 つの

怒りと悲しみの各 22 項目において感情への評価尺

場面を示します。それぞれの場面に遭遇した場合，怒

度の因子分析を行った。まず，平均値± 1 標準偏差を

りや悲しみにどのように対処しますか。
」という教示

基準とした天井効果・フロア効果のある項目を検討し

を付し，友人・知人場面各 6 項目で「 1 ．抑制する」

た。怒りへの評価と悲しみへの評価ともに先行研究に

「 2 ．少し抑制する」「 3 ．少し強調する」「 4 ．強調す

倣って 3 因子に指定し，負荷量が± .40 に満たない項
目や複数の因子に高い負荷量を示した項目は除外し，

る」の 4 件法で尋ねた。
また，友人場面では，文中の「A さん」に実在する
最も親しい友人を思い浮かべてもらい，知人場面で

再度因子分析を行った（プロマックス回転）
。その結
果を怒りは Table 6 に，悲しみは Table 7 に示す。

は，文中の「B さん」に同じ学年の顔見知り程度の知
人を思い浮かべてもらうように教示した。

怒りへの評価は負荷量が± .40 に満たない項目が 2
つあり，それらを削除した。その他については先行研
究とほぼ同一の結果となったため，先行研究に倣って

（4）精神的健康（12 項目）

命名をした。第 1 因子は 9 項目あり，
「怒りを感じる

精神健康調査票（The General Health Questionnaire；

のはみじめだと思う」や「怒りを感じることに対して
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Table 5

感情への評価と感情毎の友人・知人の感情表出の制御場面及び精神的健康の α 係数，平均値（標準偏差），ならびに性差

平均値（標準偏差）

α 係数
他者懸念

負担感

必要性

友人制御

知人制御

精神的健康

全体

男性

女性

t値

怒り

.86

2.92（0.78）

2.86（0.79）

2.96（0.78）

-.83

悲しみ

.86

2.54（0.78）

2.55（0.80）

2.53（0.77）

.26

怒り

.85

3.27（0.84）

3.23（0.81）

3.31（0.86）

-.65

悲しみ

.83

3.09（0.82）

2.96（0.81）

3.20（0.82）

-1.98*

怒り

.80

3.67（0.87）

3.62（0.94）

3.71（0.81）

-.69

悲しみ

.84

3.60（0.77）

3.58（0.79）

3.60（0.76）

-.14

怒り

.69

2.84（0.88）

2.90（0.84）

2.80（0.92）

.80

悲しみ

.71

2.73（0.85）

2.59（0.86）

2.84（0.83）

-2.06*

怒り

.68

2.54（0.91）

2.68（0.87）

2.25（0.90）

3.31**

悲しみ

.82

2.28（0.90）

2.30（0.89）

2.25（0.91）

.35

.75

0.39（0.24）

0.35（0.23）

0.42（0.25）

-1.79
*p<.05 **p<.01

Table 6 「感情への評価」尺度（怒り）の因子分析結果（プロマックス回転後の因子パターン）

因子名：怒りへの評価の項目

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

他者懸念（α = .86）
怒りを感じるのはみじめだと思う
怒りを感じることに対して恥ずかしいと思うことがある
怒りを感じるのは心の弱さであると思う
怒りを感じることは悪いことだと思う
怒りを感じることに後ろめたさを感じる
怒りを感じるのは立派でないと思う
怒りを感じることに対してみっともないと思うことがある
怒りを感じることに申し訳ないと感じることがある
怒りを感じるのは情けないと思うことがある

.74
.72
.71
.70
.65
.58
.54
.53
.50

.00
.05
-.23
-.19
.21
-.10
.17
.20
.24

.06
.14
-.10
-.26
.09
-.18
.07
.13
.02

負担感（α = .85）
怒りを感じるのが嫌いだ
怒りを感じることに対して，いやだと思う
怒りを感じるのは厄介なことだと思う
怒りを感じるのは面倒なことだと思う
怒りを感じることに対して，疲れを感じる
怒りを感じることに対してきついと感じる

-.08
.08
.02
.01
-.04
.11

.75
.73
.70
.68
.68
.57

-.19
-.09
-.08
.06
.14
-.04

必要性（α = .80）
怒りを感じることは必要だ
怒りを感じるのはあった方がいいと思う
怒りを感じるのはなくてはならないことだ
怒りを感じるのはあってもいいと思う
怒りを感じるのはいいことだ

.04
-.01
.11
-.13
.04

-.02
-.13
-.05
.15
-.27

.83
.82
.76
.62
.41

Ⅰ

Ⅱ
.34

Ⅲ
-.23
.04

因子間相関
Ⅰ
Ⅱ
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Table 7 「感情への評価」尺度（悲しみ）の因子分析結果（プロマックス回転後の因子パターン）

因子名：悲しみへの評価の項目

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

他者懸念（α = .86）
悲しみを感じることに後ろめたさを感じる
悲しみを感じることに申し訳ないと感じることがある
悲しみを感じるのはみじめだと思う
悲しみを感じることに対して恥ずかしいと思うことがある
悲しみを感じるのは情けないと思うことがある
悲しみを感じることに対してみっともないと思うことがある
悲しみを感じるのは悪いことだと思う
悲しみを感じるのは立派でないと思う

.85
.79
.67
.60
.59
.58
.54
.49

.05
.10
-.01
.18
-.03
.08
-.30
-.22

-.17
-.04
.22
.10
.24
.18
-.12
-.06

負担感（α = .83）
悲しみを感じることに対してきついと感じる
悲しみを感じることに対して，疲れると感じる
悲しみを感じることに対して，いやだと思う
悲しみを感じるのは面倒なことだと思う
悲しみを感じるのが嫌いだ
悲しみを感じるのは厄介なことだと思う

.02
-.07
-.07
.13
.02
.18

.74
.71
.66
.61
.60
-.60

.06
.00
-.13
-.09
-.01
.07

必要性（α = .84）
悲しみを感じるのはあった方がいいと思う
悲しみを感じることは必要だ
悲しみを感じるのはいいことだ
悲しみを感じるのはなくてはならないことだ
悲しみを感じるのはプラスになる
悲しみを感じるのはあってもいいと思う

.04
-.10
.16
-.06
.19
-.22

-.02
.13
-.17
.07
-.24
.13

.81
.70
.67
.67
.66
.61

Ⅰ

Ⅱ
.32

Ⅲ
-.44
-.13

因子間相関
Ⅰ
Ⅱ

恥ずかしいと思うことがある」などがあり「他者懸

て「他者懸念」
，
「負担感」「必要性」と命名した。
「他

念」因子と命名する。第 2 因子は 6 項目あり，
「怒り

者懸念」は 8 項目，
「負担感」は 6 項目，「必要性」は

を感じることに対して，きついと感じる」や「怒りを

6 項目であった。各因子にのみ因子負荷量が高い項目

感じることに対して，いやだと思う」などの項目から

を因子の代表項目とみなし，それぞれの項目をもっ

「負担感」因子とした。第 3 因子は「怒りを感じるこ

て， 3 つの下位尺度（他者懸念，負担感，必要性）を

とは必要だ」や「怒りを感じるのはあってもいいと思

構成した。

う」の 5 項目であることから「必要性」因子とした。

また，各下位尺度の Cronbach の信頼性係数は，そ

各因子の内の 1 つの因子にのみ因子負荷量が高い項目

れぞれ .86，.83，.84 と十分な内的整合性が得られた。

を因子の代表項目とみなし，それぞれの項目をもっ

また，因子間相関については，
「他者懸念」と「負担

て， 3 つの下位尺度（他者懸念，負担感，必要性）を

感」との間に .32 という比較的弱い正の相関が見られ，
「他者懸念」と「必要性」との間に -.44 という比較的

構成した。
また，各下位尺度の Cronbach の信頼性係数はそれ
ぞれ .86，.85，.80 と十分な内的整合性が得られた。因

強い負の相関が見られたが，
「負担感」と「必要性」
との間では -.13 とほとんど相関は見られなかった。

子間相関については，
「他者懸念」と「負担感」との
間に .34 という比較的弱い正の相関が見られ，
「他者懸

３．３．２

感情毎の尺度間の相関行列

念」と「必要性」との間は -.23 比較的弱い負の相関が

感情への評価の下位尺度に含まれる得点と感情毎の

見られた。「負担感」と「必要性」との間では .04 とほ

友人・知人の感情表出の制御場面及び精神的健康の得

とんど相関は見られなかった。

点を求め，これらの全尺度における相関係数を算出し

悲しみへの評価は負荷量が± .40 に満たない項目が

た。怒りは Table 8，悲しみは Table 9 に示す。怒りへ

2 つあり，それらを削除した。その他については先行

の評価では，
「負担感」と「必要性」
，「必要性」と

研究とほぼ同一の結果となったため，先行研究に倣っ

「精神的健康」の間に相関は認められなかった。悲し
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Table 8

怒りへの評価の下位尺度と友人・知人の感情表出の制御，精神的健康の相関係数

他者懸念
他者懸念

負担感

必要性

友人制御場面

知人制御場面

.361***

-.193**

-.255***

-.182**

.252***

-.018

-.164*

-.159*

.224**

負担感
必要性

.394***

友人制御場面

精神的健康

.285***

-.058

.519***

-.28***

知人制御場面

-.20**

精神的健康
*p<.05
Table 9

***p<.001

悲しみへの評価の下位尺度と友人・知人の感情表出の制御，精神的健康の相関係数

他者懸念
他者懸念

**p<.01

負担感

必要性

.365***

負担感

友人制御場面

知人制御場面

精神的健康

-.405***

-.146*

-.146*

.267***

-.151*

-.096

-.203**

.351***

必要性

.247***

友人制御場面

.125*

-.127*

.526***

-.131*

知人制御場面

-.124*

精神的健康
*p<.05

**p<.01

***p<.001

みへの評価では，
「負担感」と「友人制御場面（友人

に対する共分散分析では，性別の主効果は有意でな

への感情表出の制御）
」の間に相関が認められなかっ

かった。

た。その他の尺度間には全て相関が認められた。
（3）精神的健康
３．３．３

感情表出の制御と精神的健康の男女差

「友人と知人への感情表出の制御（怒り・悲しみ場

各感情での感情表出の制御の方略と精神的健康の男

面）
」を共変量として，
「精神的健康」の値に対する共
分散分析を行ったところ，性別の主効果は有意ではな

女差を検討するため，分析を行った。

かった。
（1）知人への感情表出の制御（怒り場面）
怒りの感情への評価である「他者懸念」
・
「負担感」
・

３．３．４

感情別の友人と知人での感情表出の制御
方略の差

「必要性」を同時に 3 つの共変量として，
「知人への感
情表出の制御（怒り場面）
」の値に対する共分散分析

怒りと悲しみのいずれにおいても，友人に対して強

を行ったところ，性別の主効果が有意であり（F(1,181)

調しやすく，知人に対して抑制しやすいという傾向が

= 12.59. p<.001）
，男性の数値が大きかった。また，
「友

認められた。
（怒り t (370) = 4.29, p<.001 悲しみ t (370)

人への感情表出の制御（怒り場面）
」の値に対する共

=4.97, p<.001）

分散分析では，性別の主効果は有意でなかった。
３．３．５ 各
 感情への評価と友人と知人への感情表
出の制御及び精神的健康のパス解析

（2）友人への感情表出の制御（悲しみ場面）
悲しみの感情への評価である「他者懸念」・
「負担

「感情への評価」が「感情表出の制御」に与える影

感」・「必要性」を同時に 3 つの共変量として，
「友人

響と「感情への評価」
，「感情表出の制御」が「精神的

への感情表出の制御（悲しみ場面）
」の値に対する共

健康」に与える影響を検討するために感情別で共分散

分散分析を行ったところ，性別の主効果が有意であり

構造分析を行った。感情への評価を構成している 3 つ

（F(1,181) = 4.831. p<.05）
，女性の数値が大きかった。

の尺度「他者懸念」
「負担感」
「必要性」，
「友人への感

また，「知人への感情表出の制御（悲しみ場面）
」の値

情表出の制御」
「知人への感情表出の制御」，「精神的
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御」から，
「精神的健康」には負の影響（-.23）が示

健康」をそれぞれ測定変数として，分析を行った。
Figure 1 に怒り，Figure 2 に悲しみのパス解析の結果

された。
悲しみの分析の過程において，いずれの要因とも有

を示した。パス上に示してある数値は標準化係数であ
り，有意な影響がみられたパスのみを表した。なお，

意なパスを持たなかった「他者懸念」についてはモデ

図に示された実線は正のパス，破線は負のパスを表し

ルから除外した。モデル全体の適合度指標は GFI =

ている。

.989，AGFI = .966，CFI = .997，RMSEA = .017，AIC

怒りの分析の過程において，いずれの要因とも有意

= 25.278 であり十分な適合を示した。悲しみで見られ

なパスを持たなかった「負担感」についてはモデルか

た影響関係は，感情への評価である「負担感」から

ら除外した。モデル全体の適合度指標は GFI = .989，

「知人への感情表出の制御」へは負の影響（-.17）が，

AGFI = .943，CFI = .981，RMSEA = .065，AIC =

同変数から「精神的健康」へは正の影響（.35）が得

29.322 であり十分な適合を示した。怒りで見られた影

られた。また，感情への評価である「必要性」から，

響関係は，感情への評価である「他者懸念」から「友
人への感情表出の制御」へは負の影響（-.13）が，同

「友人への感情表出の制御」へは正の影響（.20）が示
された。

変数から「精神的健康」へは正の影響（.19）が得ら
れた。また，感情への評価である「必要性」から，
「友人への感情表出の制御」へは正の影響（.37）が，

３．４

考察

３．４．１

感情表出の制御と精神的健康の男女差

同変数から「知人への感情表出の制御」へも正の影響

共分散分析の結果，感情への評価を統制した場合の

（.29）が得られた。さらに，
「友人への感情表出の制

感情表出の制御に対する性別の主効果が有意であった

*p<.05
Figure 1

**p<.01

***p<.001

怒りへの評価，友人・知人への感情表出の制御と精神的健康のパス解析

ேሙ㠃
.20**

▱ேሙ㠃

-.17**

㈇ᢸឤ

.35***

ᚲせᛶ

⢭⚄ⓗᗣ

注 . 誤差変数と相関係数は省略した。
**p<.01
ὀ. ㄗᕪኚᩘ┦㛵ಀᩘࡣ┬␎ࡋࡓࠋ
**p<.01 ***p<.001
Figure 2

***p<.001

悲しみへの評価，友人・知人への感情表出の制御と精神的健康のパス解析
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ことから，女性よりも男性の方が知人に対して怒りの
感情を強調する傾向と男性よりも女性の方が友人に対

３．４．３

感情への評価から感情表出の制御

【怒り】
「他者懸念」から「友人への感情表出の制御」へ有

して悲しみの感情を強調する傾向が示された。
これらの結果は，性役割期待の影響が考えられる。

意な負のパスが見られ，
「必要性」から「友人への感

性役割とは「男らしさ」
「女らしさ」に代表されるよ

情表出の制御」
，
「知人への感情表出の制御」へ有意な

うな，性に応じて社会から期待される一連のパーソナ

正のパスが得られた。この結果，具体的に感情表出の

リティ特性である。男性は，主に「力強い」
「たくま

制御を行う場面を示すことで，感情への評価が否定的

しい」「頼もしい」という役割が期待される一方，女

である場合に抑制を行うことが「他者懸念」から「友

性は「チャーミングな」
「しとやかな」
「かわいい」と

人・知人への感情表出の制御」の一部で支持され，感

いう役割が期待される（松原・会沢，1991）
。よって，

情への評価が肯定的評価（必要性）である場合は強調

男性は怒りという感情を出すことで頼もしさや力強い

を行う傾向があることが明らかにされた。

印象にもなることがあるが，女性は怒りの感情表出は

「他者懸念」と「負担感」で異なる結果が出たこと

性役割として期待されていない。また，女性は悲しみ

から，他者懸念と負担感はいずれも否定的評価だが，

に対して強調することは，弱みを見せることができ，

他者を意識する要素があるかないかという点で異なる

相手からのサポートを求める手段でもあると考えられ

（奥村，2010）ことが関わっていると考えられる。つ

る。また，一般に，男性は感情表出を抑えるものとい

まり，他者懸念は，
「こうであるべき」といった義務

う性役割期待が存在し（鈴木，1994）
，特に自らの

的な考えから外れていることへの否定的評価であり，

弱った状態や傷ついたことを伝える悲しみの表出は社

怒りの感情をもつ自己が他者からどう見られているの

会的に男性には期待されないと考えられる。

かが注目される。比べて，負担感は，単純に苦痛であ

また，友人知人への感情表出の制御（怒り・悲しみ

ることへの否定的評価である。他者との表面的な関係

場面）を統制した場合の精神的健康に対する性別の主

では他者懸念の尺度のような義務的な面が強調されや

効果に有意差が見られなかったことから，精神的健康

すいが，負担感は他者とは，関係を持たないことか

に男女差は認められなかった。精神的健康は，食生活

ら，友人・知人への感情表出の制御に有意なパスが見

や睡眠時間などの生活習慣（徳田，2014）
，友人関係

られなかったのではないだろうか。
また，
「他者懸念」から「知人への感情表出の制御」

の満足度（崔・新井，1998）などの環境等，様々な要
因によって変容するといわれている。よって，精神的

に有意なパスが示されなかったことは，親密度の違い

健康に関わる要因を特定することは難しく，男女差よ

によるものであることが示唆される。知人は，今後も

りもこのような自己をとりまく環境が精神的健康に強

知り合い程度として付き合うことを前提としているか

い影響を及ぼしているのではないだろうか。

らこそ，怒りに対して「他者懸念」を感じていたとし
ても，先の関係を考えることなく怒りを表出できるの

３．４．２

友人と知人の感情表出の制御場面での方

ではないかと考えられる。また，怒りは他の感情に比

略の差

べて，攻撃行動と結び付きやすい感情であり，そのむ

最も親しい友人よりも同学年の顔見知り程度の知人

やみな表出は対人関係の悪化など，破壊的な結果を生

の方が怒りと悲しみの両者とも感情表出の抑制をする

じさせるリスクが高い（吉田・高井，2008）
。よって，

ことが明らかになった。これは，あまり親しくない相

関係が既に築かれている親しい友人との関係の悪化を

手に対しての方が感情表出の抑制を行うことを明らか

避ける傾向が強いということではないだろうか。

にした平林（1993a）と同様の結果となった。この結

そして，怒りに対して「必要性」を感じる人は，怒

果 に 関 す る 研 究 と し て， 武 田・ 前 田・ 徳 岡・ 石 田

り感情に肯定的な評価を持つことから，表出や強調を

（2012）は親友に対する自己開示は，知り合ったばか

行うべきであると考えていることが示唆される。よっ

りの友人やこれから親しくなりたい友人に対する自己

て，感情表出の制御場面で怒りを強調することが支持

開示よりも多く，友人関係の親密度の程度が自己開示

されたと考えられる。

量に影響することを示している。また，片山（1996）
の研究では，相手との親密性の低さ自体が自己開示の

【悲しみ】

強い抑制因となることが明らかにされている。よって，

「負担感」から「知人への感情表出の制御」へ有意

このように親密度の違いによって感情表出の制御の方

な負のパスと「必要性」から「友人への感情表出の制

略の使い分けを行うことを認識しているといえる。

御」へ有意な正のパスが得られた。この結果，具体的
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に感情表出の制御を行う場面を示すことで，感情への

また，怒りの強調の意味は，言葉で発することで改

評価が否定的である場合に抑制を行うことは，
「負担

めて自己の感情を認識し，自己の気持ちを十分に相手

感」から「知人への感情表出の制御」の一部で支持さ

に分かってもらいたいという目的があると考えられ

れ，感情への評価が肯定的である場合に強調を行うこ

る。また，怒り感情を生じさせる相手に対して，感情

とは「友人への感情表出の制御」では支持された。

表出を行う怒り場面では自己の感情の発散を行うとと

悲しみは，他者の共感や擁護を引き出す性質があり

もに相手のためを想って表出することが示唆される。

（Malatesta & Wilson, 1998）
，その表出は他者へのサ

このように感情表出や強調を行うことで相手と本当に

ポートの希求の意味もある（奥村，2011）
。これによ

理解し合えて，上手く関係を築けていることを感じる

り，悲しみを負担であると評価するほど，今後もサ

ことができるのではないか。それに比べ，抑制を行う

ポートを受けていく関係を築くわけではない知人に悲

ことは，本当に理解し合い分かち合える友人関係は築

しみの共感は求めないことが考えられる。それに加え

けず，その場しのぎのやりとりにより満足感が得られ

て，
「必要性」から「友人への感情表出の制御」に有

ないことが考えられる。

意なパスがあった理由としても，親密度の高いほど自

悲しみでは，友人・知人場面で感情表出の抑制を行

己開示量が多くなることが関係していると考えられ

うことが精神的健康に影響を及ぼすという結果は得ら

る。悲しみ感情に肯定的な評価を持つほど，表出や強

れなかった。これは，崔・新井（1998）のネガティブ

調を行うことが示唆されることから，
「必要性」を感

感情の抑制を行うことが精神的健康に影響を及ぼすと

じる人は感情表出の制御相手が親しい友人である場合

いう結果に反するものとなった。崔・新井（1998）と

に，サポートや共感を求めるために強調を行うのでは

同様の結果が得られなかったことは，悲しみの感情表

ないだろうか。

出の抑制を行う動機が関連していることが考えられ

また，「他者懸念」から「友人への感情表出の制

る。本研究で使用した悲しみ場面は，自己の周囲で起

御」
・「知人への感情表出の制御」への負のパスが見ら

きた悲しい出来事を第 3 者である相手に伝えるもので

れなかった。この結果は予想に反するものであったと

ある。それにより，第 3 者に悲しみの感情表出を行う

言え，ネガティブ感情の中の「悲しみ」のみ適用され

ことによって，相手からのサポートや共感を求めるた

る可能性が示唆される。この点については，詳細な検

めに表出する人もいる一方で，第 3 者である相手であ

討が必要であろう。

るからこそ同じような悲しみを感じさせてしまうこと
を避けるためにあえて抑制を行う人がいることも示唆

３．４．４

感情表出の制御から精神的健康

される。このように，悲しみを表出することに対して

怒りでは，「友人への感情表出の制御」から「精神
的健康」へ有意な負のパスが見られたが，
「知人への

否定的な動機を持つことが考えられるため，結果が得
られなかったのではないだろうか。

感情表出の制御」から「精神的健康」へ有意なパスが
見られなかった。つまり，友人場面において，怒りの

３．４．５

感情表出の抑制が精神的健康に負の影響を及ぼすこと
が明らかとなった。

感情への評価から精神的健康

怒りでは，「他者懸念」から「精神的健康」へ有意
な正のパスが得られた。また，「友人への感情表出の

知人場面で結果が出なかったことから，知人が相手

制御」を媒介するよりも，「他者懸念」から「精神的

の場合，自己開示の頻度が低いため感情を抑制してい

健康」へ直接的なパスの影響の方が大きいことが示さ

るという意識がなく，友人は親しいからこそ対人関係

れた。悲しみでは，
「負担感」から「精神的健康」へ

の崩壊の不安から，感情を抑制するべきだという義務

有意な正のパスが得られたが，
「友人・知人への感情

感から精神的な負担が知人場面よりも大きいことが考

表出の制御」から「精神的健康」へ有意なパスは見ら

えられる。また，三上・山口（2008）は，友人への自

れなかった。

己開示を行うかの判断は，開示内容自体に対する不安

これにより，「感情への評価」と「精神的健康」に

と，友人との関係崩壊への不安が開示抵抗感に強く影

関連がみられることが明らかになった。感情への評価

響を及ぼすことを明らかにしている。現代の大学生

に相当する概念として，メタ情動，メタムード，感情

は，開示相手として最も選ばれるのは，友人であると

への恐れ，感情受容などが挙げられる。その中の感情

考えられるが，親しさを求めつつも，そのようにふる

への恐れに関する研究で，金築・近藤・金築・根建

まえないという感情から精神的健康に影響が及ぼすの

（2009）により，感情への恐れの高い者は，精神的健

ではないだろうか。

康を悪化されやすい可能性が示唆された。感情への恐
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れとは，感情が生じた際に，自らの行為や感情それ自

康を低める影響が一部支持された。感情への評価から

体を制御することが困難になるのではないかという恐

精神的健康への影響をより検討していく必要があると

れのことである。それに加えて，金築・金築（2011）

ともに，本研究はその関連性を今後検討する際の一助

は，心配性傾向が強い者はそうでない者と比して，ネ

になると考えられる。

ガティブなメタ認知やメタ感情を強く有していること
を明らかにした。また，心配を過度にネガティブに捉

４．２

今後の課題

えることは，心配を無理に避けようとしたり，心配を

本研究では友人を「最も親しい友人」
，知人を「同

している自分を責めたりすることによって結果的に心

学年の顔見知り程度の知人」と定義した。しかし，知

配を悪化させていること，精神的健康に影響を及ぼす

り合い程度の人の中でも，今後更に親しくしていきた

ことが明らかにされている。よって，ネガティブ感情

いと考えている相手や親しくなくても付き合っていか

への否定的評価は精神的健康に直接的な影響があるこ

なければならない相手（クラス・部活動の人）等，質

とが示唆されている。

問紙協力者が考える相手は異なることが考えられる。

しかし，「感情表出の制御」から「精神的健康」に

また，現代の大学生は友人関係の希薄化が指摘されて

与える影響よりも，感情への評価の「他者懸念」から

おり，臨床上の知見では，現代の青年に特有に見られ

「精神的健康」に与える影響の方が大きいことが明ら

る対人恐怖の症状として「ふれあい恐怖」が注目され

かにされた点については，今後更なる検討が必要であ

ている。すなわち，「対人恐怖」が，人と人が出会い

ろう。

顔見知りになる場面において発症するのに対して，
「ふれあい恐怖」では顔見知りからより親密な関係に
４．総合考察

発展する場面での困難が中心となると考えられてい
る。こうした青年は，形式的・機械的な関係や，情緒

４．１

まとめ

的な深まりのない場面には問題を感じない一方で，対

本研究では，怒りと悲しみの感情に焦点をあて，感

人関係が深まる場面において困難を感じるものと考え

情表出の制御方略とする抑制と強調の両者が想起でき

られている（山田・安東・宮川・奥田，1987）。この

る具体的な感情表出の制御場面を作成し，感情表出の

ように現在の友人関係は複雑であり，友人と知人との

制御を行う相手を友人と知人の 2 つに分け，性差も要

境界線を明瞭にして再度検討する必要がある。また，

因に加えて，感情への評価，感情表出の制御及び精神

友人が重要な他者ではあるが，個人によっては友人よ

的健康との関連を検討することであった。具体的な感

りも，親や兄弟などに多く開示するという可能性もあ

情表出の制御場面を作成することで，感情への評価が

ることから，感情表出の相手を幅広く検討することも

否定的である場合，感情表出を抑制するという予測は

求められる。
また，場面選定では，鈴木（2002），平井（2013）

一部支持される結果となった。また，肯定的である場
合は，「知人への感情表出の制御（悲しみ場面）
」を除

を参考に，友人と知人を感情表出の制御相手とできる

いて感情表出を強調するという結果となった。そして

感情表出の制御場面を感情毎に 3 つの項目を作成し，

怒り感情では，感情表出の制御（友人場面）から精神

研究を行った。それらの項目は，感情生起原因を全て

的健康へ有意なパスが得られた。

自分として場面を作成したが，感情生起原因を相手と

しかし，
「他者懸念」は悲しみの感情において，感

することで結果は異なると考えられる。それは，相手

情表出の制御や精神的健康に影響は認められず，「負

に感情を強調して表出することが義務感のように感じ

担感」は怒りの感情において，感情表出の制御や精神

られ，負担に思うことで精神的健康に影響を及ぼす可

的健康に影響は認められなかった。これらの結果よ

能性が示唆される。また，
「実際に生起していない感

り，怒りと悲しみもネガティブ感情としてまとめられ

情や弱い感情を強めて表す強調」という強調の定義を

やすいが，個々の表出の意味や情動機能の作用の違い

全て含めて行うことができるため，感情生起原因を自

を改めて検討し，否定的評価である他者懸念と負担感

分以外とできる場面を作成し，検討する価値があるだ

の性質の違いについても詳細な検討が必要であると考

ろう。

えられる。
また，怒りの「他者懸念」と悲しみの「負担感」か
ら「精神的健康」へ悪い影響を及ぼすことが明らかに
なったことから，感情への否定的評価から，精神的健
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感情への評価，感情表出の制御及び精神的健康との関連：
制御を行う相手の親密度に着目して

The relationships among appraisal of emotions, regulation of
Emotional expression, and mental health:
Focuses of intimacy with others as subjects of emotional regulation
小隅 史子・河村 結里＊1・高橋 芽依＊1・松村 大希＊1・上淵 寿＊2・上淵真理江＊3
Fumiko KOSUMI, Yuri KAWAMURA, Mei TAKAHASHI, Taiki MATSUMURA,
Hisashi UEBUCHI and Marie UEBUCHI
学校心理学分野

Abstract
This study focused on “anger” and “sadness” as negative emotions. Then, we address both “inhibition” and “emphasis” as
regulation strategies of emotions. The purposes were to examine the relationships among appraisal of emotions, regulation of
emotional expression, and mental health. Results were to clarify to distinguish to use regulation strategies of emotional
expression by differences of intimacy with others. In “sadness”, “concerns of others” had no influences on regulation
strategies of emotional expression. This result was needed by further examinations. The effects of “regulation strategies of
emotional expression” on “mental health” were more than effects of negative appraisals of emotions on “mental health”.
Further, some studies were needed for this point
Keywords: anger and sadness, regulation strategies of emotional expression, mental health
Department of School Psychology, Tokyo Gakugei University, 4-1-1 Nukuikita-machi, Koganei-shi, Tokyo 184-8501, Japan

要旨 :

本研究においては，ネガティブ感情である「怒り」と「悲しみ」に焦点をあてた。感情表出の制御方

略として「抑制」と「強調」を取り上げ，感情への評価，感情表出の制御，及び精神的健康との関連を調べる
ことを目的とした。
結果と考察としては以下のようである。親密性の違いによって，感情表出の制御方略を使い分けていること
が明らかにされた。
「悲しみ」において「他者懸念」から感情表出の制御に影響が見られなかったことは今後，更なる検討が必
要であると考える。
「感情表出の制御」から「精神的健康」に与える影響よりも，感情への否定的評価から「精神的健康」に与
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小隅，他 : 感情への評価，感情表出の制御及び精神的健康との関連
える影響の方が大きいことが明らかにされた点についても今後の研究の展開が望まれる。
キーワード : 怒りと悲しみ，感情表出の制御方略，精神的健康
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