琉球大学学術リポジトリ
児童の心理的ストレスと対処行動，ソーシャルサポ
ート，性格特性 ―日本語版BISCの作成と沖縄と千
葉の地域比較―
メタデータ

言語:
出版者: 琉球大学教育学部附属教育実践研究指導センター
公開日: 2008-11-21
キーワード (Ja):
キーワード (En): psychological stress, coping strategies,
social domain, personality traits
作成者: 嘉数, 朝子, 當山, りえ, 中澤, 潤, 井上, 厚
メールアドレス:
所属:

URL

http://hdl.handle.net/20.500.12000/8213

~~.G7)IL\iltAA ~ L--A~~.ITI1J,
- 8 *mmiBISC(1)fFJiX c!:
alt~-f-*

grlJ ~ it **

l=J:t~iA***

')-~'VJJ;-tt~-~, ~tl~~
c!: T_(1)i1f!i1lltti-

j,_
*

J:,PJ****

Todd. D. Little*****

Childrens' psychological stress, coping, social
support, and personality
-Japanese version of Behavioral Inventory of Strategic Control (BISC)
and a regional comparison between Okinawa and Chiba-

Tomoko KAKAZU, Rie TOUYAMA, Jun NAKAZAWA, Atsushi INOUE
Todd. D. LITTLE
Summary
The purpose of study 1 in this study was to develop the Japanese version of the BISC
(Behavioral Inventory of Strategic Control) , which was originally developed as an
inventry for assessing children's coping behavior with stress in the social domain. The
study 2 purpose was to inevetigate the relationship among personality traits, social
support, stress and coping using the Japanese version and compare to find whether
there was any differences in relationships of these variables between prefecture
Okinawa and Chiba. The participants were 3rd and 5th grade school children in
Okinawaand Chiba. The results offered considerable support for the construct validity
and relaibility of the BISC. The ANOVA revealed that Okinawan children reported
more avoidance coping strategies than those reported by Chiba children. The regression analysis revealed that stressful responses were significantly predicted by personality traits.
key word: psychological stress, coping strategies, social domain, personality traits.
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ている。例えば，S1avinら（1991）は，米国に

減し，調整しようとする試み）の２分法は最も

おいて，移民などだけでなく，修学や仕事など

知られている。その他の研究においても，対処

のために海外移住をする人が増加するなど，文

行動は，単一の連続体上で変化するものとして，

化間移動が激増している点を考慮すれば，文化

例えば，鋭敏化対鈍麻化（Miller＆

の問題を抜きにしては，米国におけるストレス

Green，１９Ｍ）あるいは情報探索対情報回

カウンセリングは成功しないと指摘している。

避（Burstein＆Meichenbaum，1979）といっ

一方，わが国におけるストレスおよび対処行

動と文化に関する研究は少ない。しかしながら，

た２分法を用いて概念化されてきた。従来の，

こうした２分法による対処行動の捉え方が余り

わが国においても外国人労働者の増加や，修学・

にも狭陰であるという批判が行われてきた。例

職業などにおける文化間移動が増加しつつある

えば，Hobfollら（1994）は，こうした２分法

こと，さらに単一国家とはいえ，わが国にも多

に基づく研究には，性による偏向が伴う危険性

数のサプカルチャーが存在していることを考え

があると批判している。つまり，積極的対処は

ると，今後わが国においても，ストレスと文化

男性的で，情動中心的対処は女性的というよう

の関連の問題を検討する必要があろう。

に性役割が反映しやすいという。こうした２分

Aldwin（1994）は，文化がストレスおよび

法に対する批判に応えて，Hobfollら（1994）

対処行動に影響する側面として，ストレッサー

は，より包括的で，性による偏向が混入しにく

のタイプ，ストレスフル度の評価，対処方略の

い対処行動の２重軸モデル（DAMQDual

選択，社会的資源の４つを挙げている。対処行

AxisModelofCoping）を提唱している。こ

動の分類に関する従来の研究の中で，成人の対

のモデルは，対処行動を，活動性（能動的対

処行動に関するLazarus＆Folkman（1984）

受動的）と社会性（向社会的対反社会的）

の問題中心的対処（その状況での問題そのもの

の２次元上に位置づけて分類している（図１－

を解決しようとする試み）と情動中心的対処

１参照）。そしてこのモデルに基づいて彼らが

(その状況において喚起された不快な情動を低

作成した対処行動査定尺度が，ＳACS（Strate‐
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Figurel-1DAMC（DualAxisModelOfCoping）Model（Hobfoll，1994）
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gicApproachtoCopingScale；Hobfollet

であろうこと，および③彼らの認知的および社

a1.,1994）である。

会的発達の基本的特徴によって，子どもがいか

一方，子どもの対処行動を対象とする場合に

なる事象をストレスフルと感じるか，また，い

も，成人を対象にした研究に基づいて提案され

かなる対処行動をとるかが規定されること，の

たLazarus＆Folkman（1984）の２分法が用

３点を挙げている。そして，成人を対象にして

いられることが多い。子どもの対処行動に関す

得られた対処行動の概念を，そのまま子どもの

る文献を論評する中で，Ｃｏｍｐａｓ（1987）は，

対処行動の研究に用いるのではなく，そこに何

子どもの対処行動が，子ども自身の技能や資源

らかの修正や加除をすることの必要性を指摘し

のみに基づいては分類できないことを主張して

ている。

いる。彼は，その理由として，①子ども，特に

その後，Lopez＆Little（1995）は，社会

年少児が，成人や社会的環境に依存しているこ

性の領域における子どものストレス対処能力に

とから，子どもの対処資源，対処スタイル，あ

着目し，従来の研究結果を整理し，子どもの対

るいは対処努力を理解するには，子どもの社会

処行動を図１－２に示すような２次元空間

的関係を考慮する必要があること，②子どもの

(BISCモデル）に位置づけることを提案してい

対処行動が，例えば，気質など彼らのもつ心理

る。この分類法は，前述のSACSによる結果に

学的および生物学的反応準備態の制約を受ける

基づいてモデル化されたものであり，ＤAＭＣ
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Figurel-2BISCModel（LopetzandLittle,1996）
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に倣って２つの軸から構成されている。すなわ

検討した。東西ドイツの統一を契機にベルリン

ち，対処行動を，活動性（直接的対間接的）

に駐留する米軍人が撤収することになったが，

と社会性（向社会的対反社会的）の２次元

これが興味深い研究の機会を提供することになっ

上で変化するものと捉えている。ＤＡＭＣとの

た。つまり，米軍人の子弟の通う小学校が閉鎖

相違点は，活動性の次元に認められ，ＤＡＭＣ

され，全員がベルリンを離れる点に着目し，転

では，成人の対処行動を能動的対受動的と

居の直前の６週間の短期縦断研究を行い，子ど

いう次元で捉えようとしたが，BISＣモデルで

もにとっては重大なストレッサーである転居に

は直接的対間接的という次元に修正されて

対する児童の対処行動と不安との関連が検討さ

いる。これは，Ｃｏｍｐａｓ（1987）の第１の指摘

れた。その目的のためにLopez＆Little

のように，子どもは周囲の成人や環境に大きく

(1995）は，ＳACSに準拠して，子どもが用い

依存し，元来受動性次元に偏向していることを

る６つの一般的な対処方略を査定するための質

考慮した修正である。

問紙,ＢISC(BehaviorallnventoryofStrategic

より具体的には，これら２次元のうちの第１

Control）を作成した。すなわち，ＢISCによっ

の次元は，活動性次元である。従来，成人の対

て，回避（間接的一非社会的)，情緒的援助希

処行動をとらえる活動性次元としては，能動的

求（間接的一向社会的），他者利用（間接的一

対消極的次元が用いられてきた。しかしなが

反社会的)，社会的協力要請（直接的一向社会

ら，特に，子どもに利用可能な対処資源のレパー

的），個人主義（直接的一非社会的），および

トリーが，成人のそれとは質的に異なること，

敵対心（直接的一反社会的）の６つの対処行動

およびストレッサーに対する子どもの対処能力

を査定することを目的とした。彼らは，ＢISC

が，その認知的および社会的発達と統合的に結

の心理測定的検討の中で，今後検討すべき点と

びついていることを考えると，子どもの対処行

して，①社会性の領域だけでなく，それ以外の

動の活動性を，直接的対間接的次元で捉え

領域，例えば，学業などの領域における対処行

ることは妥当である。直接的対処行動には，問

動をも対象にして研究を行うべきこと，および

題解決，情報収集，主張的対処などが含まれる。

②BISCが，子どもが用いる対処行動の全てを

一方，間接的対処行動には，回避，行動的およ

網羅したものではなく，今後の研究ではその他

び認知的気逸らし，情動調整などが含まれる。

の対処行動をも考慮し，その数を増やして行く

第２の次元は社会性次元であり，対処行動を，

べきことの２点を挙げている。

それが反映する向社会性，非社会性，あるいは

少なくとも現時点では，ＢISCが子どもの対

反社会性の程度で捉えようとする。子どもの向

処行動を最も包括的に捉えることのできる尺度

社会的対処行動と情緒的適応の間にポジティブ

であること，さらに，文化差あるいは地域差に

な関係があることが報告され（例，Barerra，

も敏感な尺度である点から，本研究ではBISＣ

1981），さらに，いくつかの非社会的および反

を用いる。ＢISCは元来，Lopez＆Littleらに

社会的対処方略の存在も特定されている（例，

よってドイツの子どもの対処行動を測定するた

Matthews，1982）。また，ストレス状況下に

めに作成された尺度である。従って，この尺度

おいて，子どもが回避や敵意といった不適応的

の曰本語への翻案においては，わが国の実状に

な対処方略を用いることも特定されている。こ

合わせ，主として次の修正が行われた。すなわ

れらの結果に基づいて，この次元を設定するこ

ち，第１に，現実には学校で実施することが不

とは妥当であると考えられる。

適切であるとの教育的配慮の点から，敵対心に

Lopez＆Little（1996）は駐独米軍子弟を

関する項目が削除された。注!）

対象として短期縦断研究を行い，統制感と情動

第２に，積極的対処方略に関する項目が追加

統制によって対処行動が媒介されるかどうかを

された。ＢISCによって捉えられる対処行動の

－７６－

６タイプを詳細に検討した結果，社会的協力要

手続き：沖縄県では，平成10年１月中旬，千

請（直接的一向社会的）および利己主義（直接

葉県では，同年１月中旬から２月初旬までの期

的一非社会的）は，Lazarus＆Folkman

間に，それぞれの小学校において調査を実施し

(1984）の問題中心的対処にほぼ該当するよう

た。

に思われた。しかしながら，後者には，例えば，

調査尺度（付録参照）：

｢他人は信じられないので，自分で何とかする」

Lopez＆Little（1995）のBISC（Behavioral

などの攻撃性を表明していると考えられる項目，

InventoryofStrategicControl）の曰本語版

つまり，直接的一反社会的の象限に含まれるお

が用いられた。本研究で用いられた曰本語版

それのある項目が含まれていた。そこで大迫

BISCは基本的には回避，情緒的援助希求，他

(1994）の研究を参し，「自分で情報を収集す

者利用，協力要請，個人主義，積極の６つの対

る」，「やるべきことを考え，対策を立てる」

処行動尺度からなり，各尺度はそれぞれ具体的

など積極的対処に関する項目が新たに追加され

な対処行動２項目から構成されっている注2)。

た。図１－２の対処行動の２次元モデルで考え

本研究では２つの仮設的な対人的葛藤場面，す

るならば積極的で非社会的な象限に入るものと

なわち「友だちを作りたいのにできない」場面

と「友だちとケンカをした」場面における対処

思われる。

本研究の第１の目的は，ＢISCの翻案と構成

行動を査定するため，被験者には合計24項目に

された尺度の心理測定的検討を行うことである。

ついて，それぞれ４件法（「まったく違います」
～「いつもそうです」）で評定を求めた。つま

研究１

り，例えば，「友だちができない」という対人

的葛藤場面，に関して，被験者には，回避(例，

方法

被験者：沖縄県Ｓ小学校３年生100名（男子

｢気にかけないようにする」），情緒的援助希

45名，女子55名；平均年齢9.1歳）および５年

求（例，「誰かに慰めてもらう」），他者利用

生106名（男子58名，女子48名；平均年齢11.3

(例，「代わって誰かから声をかけてもらう」)，

歳）。

協力要請（例，「誰かに助けてもらう」），個

千葉県公立小学校３年生110名（男子51名，

人主義（例，「自分で何とかする」），積極

女子59名）および５年生121名（男子62名，女

(例，「自分から声をかける」）の６尺度の項

子59名）。千葉県の被験者の平均年齢は算出し

目それぞれに４件法で回答を求めた。６つの対

ていないが，学年が同一であるので，ほぼ平均

処行動は図表では順にAvoidame，Social

年齢は沖縄県の被験者と同じと考えていいと思

Cooperation，EmotionalSupport，Agrresive

われる。

lndividualism，SocialExploitation，Active
と表記した。

注１）Lopez＆Little（1996）の研究では，
敵対心の項目内容が不適切であるところから，

結果と考察
本研究の統計処理にはHALBAU-4を用いた。

第１回目の査定では実施されなかった。その

後，学校の管理者やカウンセラーたちとの深

い討論を経て，第２回目の査定では用いられ

注２）Loppez＆LittleのBISC版は，敵対心尺

た。敵対心の項目の具体的内容は「気分をよ

度が３項目であった以外は，すべて６項目で

くするために他の人をいじめる」や「他の人

構成されていた。この６項目を日本語に翻訳

を傷つけたが，すっきりした。気分がよくなっ

した場合，違いが明確でないほど類似した項

た」であった。

目が多かったので，本研究では項目を厳選し
各尺度２項目とした。
－７７－

１．２場面における対処行動の差異

面による差があった（表１－１）。このことは，

場面１と場面２における各対処行動尺度の平
均評定値についてｔ検定によって比較したとこ

場面によって，同一個人でも対処行動のとりか
たに差があることを示唆する。

ろ，６対処行動尺度中４つの対処行動尺度で場
Ｔａｂｌｅｌ－１Ｔｈｅｒｅｓｕｌｔｓｏｆｔ－ｔｅｓｔｓｏｆｃopingstrategiesintwosituations
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｡p＜､O5ooP＜０１
２．２つの対人的葛藤場面間の対処行動の相関

のの，社会的場面においてはある程度一貫した

対人的葛藤場面間で対処行動尺度ごとに求め

対処行動が用いられることが示唆された。そこ

た相関を表１－２に示す。この表から２場面間

で以下の分析では，２つの対人的葛藤場面を込

に有意なポジティブな相関があり，対処行動に

みにした各対処行動の評定値の合計が用いられ

よっては状況が異なれば変化するものがあるも

た。

Tablel-2Thecorrelationsbetweencopingstrategiesintwosituationｓ
Situationl
Social

Social
EmotionalAggressive
lndividualismExploitation

AvoidanceCooperationSupport
Avoidance
Social

Cooperation
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Active

Active
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､260｡｡。

３．因子分析による曰本語版BISCの妥当性の
検討

ろ」，「喧嘩した原因を考えて，その原因を取

り除く努力をする」という項目であった。前者

千葉県と沖縄県の児童に共通する対処行動を

は仲間グループに参入すること，後者は紛争の

探るために，２つの対人的葛藤場面に関する各

処理というそれぞれ異なった社会的スキルを要

12項目，計24項目の評定値を用いて因子分析

求していると考えられる。

(主因子法，パリマックス回転）を行った。そ
の結果６因子が抽出された。回転後の因子負荷

４．曰本語版BlSCの信頼性の検討

量を表１－３に示す。因子１は，個人に関する

表１－４に６対処行動尺度のクロンバックに

４項目にのみ高い負荷量を示し，従って「個人

よるα係数を示す。

主義的対処」因子と命名された。因子２は，

表１－４から分かるように，係数の範囲は.４８

他者利用に関する４項目と協力要請２項目に高

～.76であり，尺度の項目数が少なかったこと

い負荷を示したので「他者利用的対処」因子と

を考慮すれば，概ね満足すべき信頼性が確認さ

命名された。因子３は，回避に関する４項目と

れたといえる。

情緒的援助に関する１項目に高い負荷量を示し
たので「回避的対処」因子と命名できる。因子

以上の分析の結果，曰本語版BISCの妥当性
および信頼性がほぼ確認されたといえる。

４には，協力要請に関する２項目と情緒的援助

に関する２項目が高く負荷していたので「依存

Tablel-4CronbachAlpha，seachcopingstrategies

的対処」と命名した。因子５は，対人的葛藤場

α係数

に高い負荷を示し，因子６は，対人的葛藤場面

Cooperation
Emotional

２における，「積極的対処」に関する２項目に

Support

高い負荷量を示した。よって因子５と因子６は

Aggressive

｢積極的対処」因子と命名できる。

lndividUlHliSm
Social

本研究の結果は，協力要請と情緒的援助が，

Exploitation

それぞれ独立した因子として抽出されなかった

Active

●●●●●●

Avoid2nce
Social

５６８６３７
６５４７５５

面１において，「積極的対処」に関する２項目

こと以外は，Lopez＆Ｔｏｄｄ（1995）の対処方
略の分類結果と一致したといえる。本研究では，

Lopez＆Littleの対処行動のカテゴリーには

５．学年・性別の結果

なかった「積極的対処」に関する項目が追加さ

表１－５に，学年別，性別の曰本語版BISC

れたが，因子分析の結果は，積極性に関する項

の各対処行動尺度の平均評定値および標準偏差

目が因子５と因子６に分かれて負荷することが

を示した。各尺度の評定値について学年×性の

明らかになった。このことは，積極的対処が独

分散分析を行った（表１－５参照）。その結果，

立した対処行動の１タイプとして存在すること，

学年の主効果が認められたのは，「回避」（Ｆ

しかも積極的対処が場面によっては異なった形

(1／438）＝22.21,ｐ＜､01)，「情緒的援助希

で用いられることを示唆している。すなわち，

求」（Ｆ（1／438）＝14.55,ｐ＜､01)，「個人

積極的対処の内容が場面で異なってくると考え

主義」（Ｆ（1／438）＝34.60,ｐ＜､01)，「積

られる。場面１は「友達を作りたい時」という

極」（Ｆ（1／438）＝11.43,ｐ＜､01）の４尺度

場面設定で，積極的対処の項目は「一緒に遊ぼ

であった。いずれも３年生のほうが５年生より

うと言う」，「仲間に入れてと自分から言う」

も評定値が高かった。

であった。場面２は「喧嘩の後仲直りをしたい

Lopez＆Little（1996）が駐独米軍子弟の

時」という場面設定で「ごめんねと自分から謝

小学校２，３，４，５，６年生を対象としてに
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Tablel-3Theresultsoffactoranalysisaboutcopingstrategiesintwosituations
１

Avoidancel
Social

Cooperationl
Emotional

Supportl

Aggressive

Individualisml
Social

の辱巨Ｐご○ロ】

Exploitationl

２

３

４

６ｈ２

､２８９-.２１８－．４５３、１１２、０７２、３５３、４７８
．１２５、０９３、０２１、７６１、０８５、１６０、６３７

．３６２‐､１１５-.367、１０３、080、３０４、４１１
．６３６、０４４－．１５６、０４７、１２８、001、４５９
．０２６－．５４０－．１０８、１９７、０９４、０６３、３５６

Activel

．０１９‐､０１２、011、０１３、８３６－．０３７、７０１

Avoidance2

．２８６－．０４９-.５６９-.019、２２５、００９、459

Social

Cooperation2
Emotional

Support2

Aggressive

Individualism2
Social

Exploitation2

-.１６３‐､６１４-.157、１１６、２６９‐､０１２、５１５

－．１５６－．２５２－．１３２．５８７、０００‐､２２４、５００
．７２０、０１８-.152‐､１０８、０４９－．０７３、５６２

．２５１、４７３、１１７、２１４－．１９５、２２５、４３４

Active2

．２０６、０６４－．0０４、０２５、７６０‐､０８５、６３２

Avoidancel

．１０６‐､０４７－．６６８、０９９-.064、０４７、４７６

Social

Cooperationl
Emotional

Supportl

Aggressive

Ｉｎｄｉｖｉｄｕａｌiｓｍｌ
Ｓｏｃｉａｌ

、耳巨Ｐ丘。■国

Ｅｘｐｌｏｉｔａｔｉｏｎｌ

－．０１２-.231‐､１０５、７００．Ｏ1４‐､１８１．５８８
．３０９‐､２５８－．５０４-.030、０３４、０３８、４２０
．６６１－．０２７-.300、０４３、０９３-.225、５８９
．０５３－．６４８－．１４２、０１１－．２４２、０２５、５０２

Ａｃｔｉｖｅｌ

．１４１-.０９３、１００、１０３、３４９－．６０６、５３８

Avoidance2

．１７０、-053‐､７１１、１０１－．１０７-.036、560

Social

Cooperation2
Emotional

Support2

Aggressive

Individualism2
Social

Exploitation2
Active2

Eigenvalue

-.０９５－．７３３－．０６８、０５８、０２４－．２３８、６１２

－．１３９-.360‐､２１１、５０２‐.１１９-.281、５３９
．７７８、０５３－．061、０４３、０６７－．044、６２０

．１８６－．４７３、169、３１７-.201、１７１、４５７
．２１９-.065、０１４、０７８、024‐､７２３、５８２

２．７０４2.487２．２３１１．９４８１．７５０１．５０７１２．６３０

PerofVarianceexplainedl１．２６８１０．３６３９．２９７８．１１８７．２９２６．２７８５２．６１５

(注）Avoidancel：対人的葛藤場面１における回避行動１を示す。
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Ｔａｂｌｅｌ－５ＴｈｅｒｅｓｕｌｔｓｏｆＡＮＯＶＡａｂｏｕｔcopingstrategieMntwosituations
３ｅｄｇｒａｄｅ

Avoidance

Social

Cooperation
Emotional

Support
Aggressive

lndividualism
Social

Exploitation
Active

５ｔｈｇｒａｄｅ

ｂｏｙ
、（94）

ｇｉｒｌ
(110）

ｂｏｙ
(119）

ｇｉｒｌ
(106）

８．１１

７．７６

７．１０

６．１８

(3.33）

(3.00）

(2.68）

(2.31）

６．０９

６．４０

６．１４

６．１１

(2.12）

(2.37）

(1.92）

(2.02）

６．７６

６．８７

６．２２

５．７５

(2.47）

(2.30）

(2.34）

(1.93）

８．９２

８．７０

７．５１

６．６２

(3.30）

(3.29）

(3.01）

(2.62）

５．４６

５．４３

５．４５

５．１５

(2.02）

(1.90）

(1.60）

(1.74）

１０．７２

１１．５０

９．９２

１０．４３

(3.06）

(2.87）

(2.81）

(2.69）

reglon

grude

（SP）
gender

FFF
22.21…５．４８．１．０４

0．３５０．４１０．７０

0．８４

1．７１

34.60…３．８３

1．２８

14.55…

0．６７０．９１０．５８

11.43…５．３２｡0．２３
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BISCを実施した結果では，年少児は向社会的

でも間接的対処が増加すると述べている。本研

で間接的な対処行動（情緒的援助希求）を多く

究の場合は統制可能を個人ごとに測定していな

示していた。さらに年長児に比べると非社会的，

いので，この点に関しては言及できない。

反社会的，向社会的一直接の対処（回避，他者

性の主効果が得られたのは，「積極」（Ｆ

利用，協力要請）が多かった。発達曲線の上で

(1／438）＝5.32,ｐ＜05）と「回避」（Ｆ

は協力要請は逆U字型で個人主義はＵ字型を示

(1／438）＝5.48,ｐ＜０５）であった。「積極」

すことが明らかになった。回避や他者利用は減

では女児のほうが有意に評定値が高く，「回避」

少傾向を示し，これらの２種の対処行動が幼稚

では男児のほうが女児よりも高かった。前者の

な対処行動で加齢とともに減少する方略である

結果は，対人葛藤状況における女児の対処行動

と考察されていた。Lopez＆Littleの３年生

が，友好的に問題解決し調和的に対人関係を維

と５年生の結果のみを本研究の結果と比較する

持するような特徴を持つというMillerら

と，全般的な減少傾向という点ではドイツでの

(1986）の報告と一致している。後者の結果に

結果と一致している。これは，対処方略の発達

ついては，嘉数・井上・富山・儀部（1998）の

的変化というよりも，低学年の児童のほうが何

幼稚園児を対象として行った研究において，男

事に対しても肯定度が高いことを反映している

児のほうに「直接的攻撃行動」と「対処なし」

という可能性もある。Ｃｏｍｐａｓ（1987）は，直

が多かったという結果とも部分的に一致してい

接的対処行動が間接的対処行動（情緒的，協力

る。攻撃性と回避は一見矛盾するように思われ

的対処）よりも早く獲得ざれ発達し，間接的対

るが，嘉数らの結果では男児の個人差が大きく，

処行動は児童期中期に出現し発達していくこと，

攻撃的な者も多いが回避的な者もおり，女子よ

ただし，これは場面の統制可能性によって既定

りも対処努力を放棄しやすい傾向にあると考察

されこと，および統制不可能な場面では年少児

されていた。Lopez＆Little（1995）のドイ

－８１－

ツでの結果においては性差がみられた方略は反

ろ項目を４点リッカー卜尺度（「全然あてはま

社会的対処（他者利用）だけで，男児のほうが

らない」（１）から，「よくあてはまる」（４））

女児よりも反社会的対処を用いる傾向が大であっ

を用いて評定させた。図表では順にPhysical

た。

rosponse，depression，badtemper，helpless-

対処行動の全体的傾向の中で本研究とLopez

nessと表記した。

＆Little（1995）のドイツでの結果が一致して

⑤性格検査尺度児童版YG性格検査の12下位

いるのは，向社会的対処（協力要請や情緒的援

尺度の中から「神経質」と「社会的外向」の２

助希求）や積極的対処が多いという点であった。

下位尺度を選択し，各８項目の中から各４項目

両者で異なる点は，回避的対処や個人的対処の

ずつ計８項目を採用した。回答は２件法（はい，

ような受動的で非社会的軸から反社会的象限に

いいえ）で求められた。図表では11項にneu‐

属する対処行動も多かったことである。

rotic,extrovertionと表記した。

研究２

結果と考察
１．各測度の地域・学年・性別の差異

目的

各測度の平均値を地域・学年・性別に表示し

研究２の目的は，作成された曰本語版BISC

を用いて，千葉県と沖縄県の児童の心理的スト

た（表２－１参照）。各測度につき２（地域：

レスに対する対処行動およびその他関連する要

沖縄，千葉）×２（学年：３年，５年）×２

因に関する地域比較を行うことである。

(性：男女）の３要因の分散分析を行った。

方法

①BISC尺度６つの対処行動尺度の評定値の

被験者：研究１と同じであった。

各々について検討した。「積極」では，学年

調査尺度：①曰本語版BISC尺度：研究１と同

(Ｆ（1／421）＝12.61,ｐ＜､001）と性（Ｆ

じであった。

(1／421）＝4.66,ｐ＜０５）に有意な主効果が

②児童用ライフイベント尺度：中澤（1996）が

得られ，３年生の平均評定値のほうが高く，し

用いたライフイベント27項目を用い，児童がこ

かも女児のほうが高かった。また地域×性の有

の半年間に曰常生活で体験したイベントの体験

意な交互作用が得られ，沖縄では性差がなく，

頻度および嫌悪度が測定された。嘉数・中澤・

千葉では女児のほうが男児のそれよりも高かっ

井上・當山・島袋（1997）では過去１年間に体

た（図２－１参照）。「回避」では地域（Ｆ

験したストレスフルなライフイベントの経験数

(1／412）＝5.07,ｐ＜05），学年（Ｆ（1／412）

が用いられたが，小学生にとって１年間という

＝22.36,ｐ＜01)，および性（Ｆ（1／412）

期間は長期にすぎるのではないかという反省の

＝5.23,ｐ＜､05）に有意な主効果が見られた。

もとに，本研究は過去半年間におけるライフイ

すなわち，沖縄が千葉よりも高く，３年生が５

ベント体験数が用いられた。

年生よりも高く，男児のほうが女児よりも高かっ

③ソーシャルサポート尺度中澤（1997）によ

た。また地域×学年の有意な交互作用（Ｆ

る児童用ソーシャルサポート尺度を用い，それ

(1／412）＝4.60,ｐ＜０５）がみられた。

ぞれ父親，母親，兄弟，友だち，先生が自分に
対して示すサポートの認知度を，４点リッカー

卜尺度（「してくれない」（１）から，「して
くれる」（４））を用いて評定させた。

④ストレス反応尺度：嶋田ら（1994）の小学生
用ストレス尺度を用い，「身体反応」，「抑欝。

不安」，「不機嫌・怒り」，「無気力」に関す
－８２－

Table2-1Themeansofeachvariablesaboutcopingstrategiesintwositiations
Ｏｋｉｎａｗａ
３

boys
lifeevents

Ｃｈｉｂａ

５

girls

boys

３

girls

boys

５

girls

boyｓ

ｇｉｒｌｓ

5.8５．７5.0４．９５．８６．３６．２５．４ａ，ｂ

〈Coping〉
Active

2.8２．８２．５２．４２．８２．９２．６２．８ｂ，ｃ，ａ×ｃ

Avoidance

2.1２．１１．７１．６１．８１．７１．８１．５ａ，ｂ，ｃ，ａ×ｂ

SociaI

1.5１．５１．４１．６１．７１．７１．７１．５ａ×ｂ×ｃ

Cooperation
Emotional

1.7１．７１．４１．５１．６１．７１．７１．３ｂ

Support
Aggressive

2.4２．３１．７１．７１．８１．９１．９１．５ｂ，ａ×ｂ

lndividualism

Social

1.4１．３１．３１．３１．４１．４１．５１．３

ExpIoitation

〈SocialSupport〉

２．１２．８２．７２．７２．５２．８２．４２．８ｑａ×ｂ×ｃ

emotional

informational

2.6３．０3.0３．１２．９３．１２．８３．２ｂ，ｃ

〈stress〉
physiaIresponse

1.8１．９１．６2.0１．７１．８１．７１．７ｃ

depression

1.6１．８１．４１．７１．７１．９１．６１．６ｃ

badtemper

1.8２．１１．７2.0２．１１．８２．０２．０

heIplessness

１．７１．９１．７２．１１．８１．９２．０１．７ａ×ｃ

〈Personalitytraits〉

neurotic

1.3１．３１．３１．４１．４１．３２．８２．７ａ

extrovertion
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Figure2-11nteractionofregion×grade
onactivecoping

Figure2-21nteractionofreglon×gender
onavoidancecoping

下位検定の結果，これは５年生では地域差がな

られた。図２－３から明らかなように両地域で

いが３年生では沖縄のほうが高いという結果に

３年生では性差がないのに対し，５年生で性差

よるものであることが明らかとなった（図２－

があったが，性差の方向性に地域差があり，千

２参照）。「協力要請」には有意な３次の交互

葉では男児が高く，沖縄では女児が高かった。

作用（Ｆ（1／415）＝5.19,ｐ＜０５）だけが見

｢情緒的援助希求」では学年（Ｆ（1／421）

－８３－

Chiba

Ｏｋｉｎａｗａ

◇－ｇｉｒｌ ■－ｂｏｙ
１．７５

１６５

１

・６１５１４

1.55

1.5

１

1.45

３ｅｄ

●

１

1.4

７５６５５５

１

１６

３ｅｄ

５ｔｈ

５tｈ

Figure2-31nteractionofregion×gender×genderonsocialcooperationalcoping

＝14.15,ｐ＜､001）の有意な主効果が見られ，

■－３ｅｄ◇－５tｈ

３年生のほうが高かった。「個人主義」では学

2.4

年（Ｆ（1／416）＝35.92,ｐ＜001）に有意な
主効果が見られ，３年生のほうが高かった。ま

2.2

た地域×学年の有意な交互作用（Ｆ（1／416）

＝6.99,ｐ＜､01）がみられ，沖縄では３年生の

２

ほうが高いのに対し，千葉では学年差はなかっ

た（図２－４参照）。「他者利用」ではいずれ

1.8

の主効果や交互作用も有意とならなかった。
要するに，地域の主効果は「回避」のみで得

1.6

られ，沖縄県の児童が千葉県の児童に比べて

｢回避」を有意に多く用いることが明らかとなっ

た。Diaz-Guerrero（1979）は，米国の子ども

Ｏｋｉｎａｗａ

Chiba

Figure2-41nteractionofregion×gradeon
agressiveindMdualismcoping

はより積極的な対処行動に対して高く評価され
るが，メキシコの子どもは米国の子どもよりも

年生のほうが５年のほうが高かった。

受動的で自分のほうを変化させる対処行動に対

②児童用ライフイベント尺度

して高い評価を受けていたと報告している。本

ここではライフイベント尺度の経験総数のみ

研究で用いたBISCの場合，直接性一間接性の

を測度とした（表２－２参照）。性×地域×学

次元で測定し，自己変容的対処を対象にしてい

年の３要因の分散分析の結果，地域（Ｆ（1／

ないため彼の研究との直接的比較はできない。

432）＝4.81,ｐ＜､05）と学年（Ｆ（1／432）＝

しかしながら，対処行動への好みや評価にも文

3.96,ｐ＜05）の有意な主効果が得られた。つ

化差があり，沖縄県の児童のほうが千葉県の児

まり，千葉県の児童のほうが沖縄県の児童より

童よりも「回避」を好み，能動的で積極的な対

も経験数が多く，３年生のほうが５年生よりも

処行動は評価されないということも考えられる。

経験数が多かった。

学年と性に関しては研究１の結果が再び確認
された。すなわち，学年の主効果はいずれも３

嘉数・中澤・井上・富山・島袋（1997）は，

過去１年間とした以外は本研究と類似したスト

－８４－

レスフル・ライフイベント尺度を千葉県と沖縄

果では，沖縄県のほうが経験率の高いイベント

県で実施した。その結果は３年生のほうが５年

が９項目で，千葉県のほうが高いイベントが５

生よりも体験数が多いという本研究の結果と一

項目であった。内容別にみると沖縄県のほうが

致していた。しかし，嘉数他（1997）の結果で

ネガティブな項目が多かった。本研究では「ク

は沖縄県（Ｍ＝6.69,sＤ＝2.64）のほうが千葉

ラスや先生が変わった」という項目で，有意に

県（Ｍ＝6.13,sＤ＝2.18）よりもイベント体験

千葉県での生起率が高く，実施した学校の特殊

数は多く，本研究の結果とは一致しない。この

事情（教師の交代など）が関係しているのかも

違いがイベント回数を特定するための期間の違

しれない。

いによるのか，あるいは被験者のサンプリング

③ソーシャルサポート

の違いによるのかは明らかではない。次にライ

本研究で使用されたソーシャル・サポート尺

フイベントの項目ごとに体験率の地域比較を行っ

度を因子分析した結果，「情緒的サポート」と

た結果を表２－２に示した。沖縄県で高いのは

｢情報的サポート」の２因子が抽出された図表

２項目（「親が仕事をやめた」や「離婚」など

ではemotionalとinfomationalと表記した。

で，ともに家庭に関する項目）であり，千葉県

これらの２因子を構成する項目の評定値を平均

で高いのは10項目（「転校」と「ペットの死」

し，各因子別に３要因の分散分析を行った結果，

以外は学校や自己の変化の項目）で地域差のな

｢情緒的サポート」では性の主効果（Ｆ（1／

い項目が15項目であった。嘉数他（1997）の結

315）＝22.29,ｐ＜,001），「情報的サポート」

Table2-2Theregionalcomparisonofrateofchildren，sexperiencedlifeevents（％）
Okinawa(､=206）Chiba(､=231）

Okinawa＞Chiba

17．Myfather／motherlostorchangedhis／ｈｅｒwork．7.8％（16）2.2％（５）7.42..

18．Myfatherandmotherseparated．５．８％（12）1.7％（４）5.12。
Okinawa(n=206）Chiba(n=231）

Okinawa＜Chiba

１．Myclassmemberschanged、

１．４％（３）18.2％（42）33.16…

２．Myclassteacherchanged，

4.3％（９）11.8％（27）8.03..

３．Imovedtoanotherschoo１．

1.9％（４）7.0％（16）6.29.
26.1％（３）40.7％（92）10.33..

４．Iwaselectedaclass／groupleader、
６．Ibegantoattendschoolclubactivities、

22.7％（46）39.2％（89）13.62…

10．Ｉｈａｄａｎｅｗｍａｌｅ／ｆｅｍａｌｅfriend、

２４．９％（52）34.1％（78）4.41.
５７％（118）67.4％（155）5.01.

12．Ｍｙｓｃｈｏｏｌａｃｈｉｅｖｅｍｅｎｔｗｅｎｔｕｐ、

52.6％（110）60.5％（138）2.77.

13．Myschoolachievementwentdown、

25．Ｍｙｐｅｔａｎｉｍａｌｄｉｅｄ

22.4％（46）35.1％（81）8.39..

２６・Ｉｓｔartedtohavealesson（egpiano，writting)．

15.4％（32）28.1％（65）10.34..

｡p＜０５．．p＜､0１
－８５－

Chiba

Okinawa
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Figure2-5Interactionofregion×genderonsocialsupport:emotionalsupport

では学年（Ｆ（1／307）＝8.86,ｐ＜０１）と性

｢無気力」の４つの尺度ごとの構成項目の平均

(Ｆ（1／307）＝17.06,ｐ＜,001）に有意な主効

評定値を用いて，性×地域×学年の３要因の分

果が認められた。いずれのサポートについても

散分析を行った。「身体反応」と「抑欝・不安」

地域の主効果は見られなかった。これらの結果

において有意な性（身体反応；Ｆ（1／409）＝

から５年生のほうが情報的サポートを受けてい

6.63,ｐ＜０５，抑欝・不安；Ｆ（1／412）＝

ると認知している児童が多く，また女児のほう

4.64,ｐ＜､05）の主効果が見られ，いずれも女

が両サポートを多く受けていると認知している

児のほうが高かったが，地域と学年の主効果は

ことが明らかになった。また，情緒的サポート

有意でなかった。「無気力」では地域×性の有

で３次の有意な交互作用（Ｆ（1／315）＝6.87,

意な交互作用（Ｆ（1／412）＝8.10,ｐ＜､01）

p＜､01）が得られた。このことは，図２－５か

が認められた。それは図２－６で明らかなよう

ら明らかなように千葉県では５年生でも３年生

に沖縄県では女児のほうが高いのに対し，千葉

でも女児のほうが情緒的サポートを多く受けて

県では性差がなかったことによる。

いると認知しているのに対し，沖縄県では３年
◇－ｇｉｒｌ腓ｂｏｙ

にサポートの認知には差がなかったことによる。

すなわち５年生では沖縄県の男児が千葉県の男
児よりも情緒的サポートを多く受けていると認
知していた。

嘉数他（1997）では沖縄の児童が千葉よりも

情緒的サポートをより多く受けていつると認知
していたが，本研究では地域差は見られなかっ

Ｏｋｉｎａｗａ

た。女児が男児よりも両サポートともに多く受
けていると認知していた点では一致していた。

④ストレス反応

●●●●●●

認知しているが，５年生では男児と女児との間

６５４３２１２

２２２２２２

生の女児が情緒的サポートを多く受けていると

Chiba

●

Figure2-61nteractionofreglon×gender
ｏｎstress:helplessness

「身体反応」，「抑鯵」，「不機嫌・怒り」，
－８６－

本研究のストレス反応の測定尺度は，嘉数他

p＜､01），不機嫌（r-143,ｐ＜､05）との間に

(1997）とは異なる尺度が用いられているので

も有意な正相関があり日常生活で体験するイベ

直接両結果を比較することはできないが，前回

ントの多さがストレス反応と関連していること

の結果は下位尺度によって地域差の方向が異なっ

が明らかになった。性格特性としての神経質傾

ていた。また有意な性差も認められ「無気力」

向はストレス反応の４因子と有意な正相関があ

では男児が，「身体反応」では女児が高かった。

り（身体反応；ｒ＝､276,抑篭・不安；ｒ-460,

⑤性格特性査定

不機嫌；ｒ-383,無気力；ｒ＝､338,いずれも

p＜Ⅱ1），性格特性もストレス反応と関連す

神経質傾向と社会的外向の得点について，

｢はい」を２点，「いいえ」を１点として算出

ることが示された。

対処行動とストレス反応については，「積極」

された。２つの尺度ごとに構成項目の平均評定
値に基づいて，性×地域×学年の３要因の分散

や「回避」はストレス反応とは関係がなく，

分析を行った（表２－１参照）。その結果，神

｢協力要請」（身体反応；ｒ-187,抑鯵・不安；

経質傾向において地域（Ｆ（1／424）＝4.72,

r-163,無気力；ｒ-.177,いずれもp＜､05），

p＜､05）に有意な主効果が見られ，千葉県のほ

｢情緒的支援希求」（抑鯵・不安；ｒ-219,不

うが高かった。社会的外向では地域×学年の有

機嫌；ｒ-203,いずれもp＜､01,無気力；ｒ＝

意な交互作用（Ｆ（1／428）＝4.36,ｐ＜05）

､173,Ｐ＜05)，「個人的対処」（身体反応；

が得られた。つまり，図２－７から明らかなよ

r＝.Ｍ，抑露・不安；ｒ-179,いずれもp＜

うに沖縄県では学年差がないのに対し，千葉県

､05），「他者利用」（身体反応；ｒ-145,

では３年生のほうが高かった。

p＜05,抑篭・不安；ｒ＝.235,不機嫌；ｒ＝

､251,無気力；ｒ＝､221,いずれもp＜０１）とス
◇－３ｅｄ■－－５tｈ

祀冊刈朋Ⅳ川船

１１１１

トレス反応との間には有意な正相関が得られ，

これらの方略が多いこととストレス反応が高い
ことは関連することが明らかになった。これは，

これらの方略を多くとるほどストレス反応が強
くなること，あるいはストレス反応が強くなれ
ば，こうした方略をとり易いという２方向の可
能性があることを意味する。

１１

ソーシャルサポートとストレス反応の間は無
相関で緩衝効果が認められなかった。そこでサ
Okinawa

Ｃｈｉｂａ

ポート源（対象）別にサポート得点を算出した

Figure2-71nteractionofregionxgradeon
personaUtytrait:extrovertion

(表２－４参照）結果，父親の情報的サポート

と不機嫌（r＝-.216），ストレス反応の総計
(r＝-.203）の間に，また教師の情報的サポー

トと無気力（r－２１２）との間に有意な負相関

２．各測度間の相関の比較

地域ごとに各測度間の相関を算出して比較を

(いずれもp＜､05）があり，サポートのストレ

行った（表２－３参照）。その結果，次のこと

ス軽減効果が認められた。その他の対象との間

が明らかになった。すなわち，沖縄県では，体

には有意な相関は見られなかった。

験イベント数と神経質傾向の間に有意な正相関

千葉県では，体験イベント数が神経質傾向

(r-262,ｐ＜､01）があり，性格特性がイベン

(r-354,ｐ＜,01)，社会的外向（r＝-.135,

トの認知に差異をもたらすことが示唆された。

p＜05）と有意に相関し，性格特性がイベント

また，ストレス反応の抑欝・不安（r-275,

の認知に差異をもたらすことが示唆された。ま
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－８８－

図］『Ｂ■

直①酉ＢｐＢ

］一四■

ＣｍＣ

す■』←の『己已の円

ラ①一己一の、⑪曰のい、

ｂ八・白：

ｂ八・三］：。

』回、■●、

◎］の

の三『◎舌二ｓ。

己八・＆。

三四

国の国■、■

◎『②

ＣＣｍ

Ｃ『画

○ｍの

】四の

国◎四

ロのこ『◎宮⑤

←『Ｐ一一ｍ

己⑦【団◎曰ｂｌ寓邑

図『、■■●

』の己『の⑪四．ロ

●

『の⑰己ｏｐｍの

ロゴ豈凰Ｐ－

。『①

岸図②

二．コヨ巳－．コ堅

、庁『の、⑰

ＣＣｍ

○四四

］四コ

のヨ】。ご◎ヨロ

切巨已己。『庁

ｍｏｓＰ－

国ｘ己一．芦Ｐ二．ご

、Ｃｓ■一

帛ヨニ『一」巨白一房ヨ

の巨已己。『庁
尹西、日用一冨

固目。ご◎■Ｐｌ

ｏｏｏｂの『口蓉◎己

ロⅡⅡ」①⑫

Ｃ『の

。］◎

】園①

］】←

Ｃ『『

Ｃ『、

函『○■●

】ｍｍＢ

』の『■■

一切②ＧＢ●

国の『■■■

】の⑰⑪

シご◎三ｍご恩

。◎国

←の、■■●

］四国

§

ｍｏＢＰｌ

￣

口

◎の】

◎①国

］『『●

』函『

］の四・

■②『。

園］ｍｅ

］②四

』。『●■■

Ｃ公の

８１

エ

◎の、

￣

シ＆弓の

53

5；

○．宮口、

○四四

酉切の■■■

一画の■ｐ■

つ屋

］ｍＣＢ

］『函■

図◎酉■■

国】①■■

】Ｃ②

。②の

◎の】

Ｃｍつ

Ｃ函の

〕函』

〕『の■

〕住。

］『の■

◎＄

図ＣｍＱ■

図画】■■

図⑰］■■■

回四ｍ■■

］一ｍ■

◎＆

Ｃ図国

シ昌急蒼二…誼肌Ｂ二目藷電画一藷『譲團寵睾冒一一自

￣

￣

￣

（因閂の。）

＆

88

。底ロロミロ
、臣ごロ。円←

国⑪《■■●

Ｃ』、

○℃の

つ四℃

◎四四

○ｍ』

『図画■■■

、庁『のい⑰

四つ⑪ＤＢ■

。〕←

◎の】

つ＠町

←の◎■■●

、』四■●●

□の国■■、

函『①ＢＢＢ

函四画●ロ巳
四ｍ①ＢＢＢ

、青一ｍ■■⑤

】◎②

酉の塵●■■

、『四■■■

率寵壼》》》のこのご『の③⑪】◎ロ戸曾ゴロの『

・ずＰ」

】団の

ＣＣｍ

◎ヨ団

呂ご己○尋四』弓○二

のョ◎二．ごＰ一曰ざ回冒匡冒巳

￣

●

巴

自豈の①。『円の］Ｐ（】ｏ目のすのヨ富の曰のＰのぼくＰ風白亘の⑰ヨヨミ。『の、】◎曰、

四四②■■■

ずの｜ご一鰻協己屈筋

￣

目Ｐすぎ

９

◎②西

己⑩巨円◎宮の

国【『◎后凰一．■

己の『⑰◎ロロ’二更

6８

園つのｐ■

』］①

。『◎

】扇

ケ画』言の己曰己の円

云の一己一の⑰切己の⑪切

】車』■

の〆←『◎ぐの『豆。。

つ円の

Ｃ』の

』←①■

○つ『

ＣｍＣ

Ｃｍ『

］Ｐ①■

〕閨つ

］】②

①函『

函の】■⑤

←】ＣＢＢ

図ｍｍｐ■

画Ｃ』■■

◎②図

］。⑰

函ＣｑＢＢ

酉切図■缶

《○画ｅ缶

函『』句■

已八・ｇｏ己八・．］：己八・ｓ］。：ロⅡ函］団

函酊』■■

ロの巨司◎匡同

ず円Ｐ】一切

己の円切◎己画一濤］

〕』］■

』のｂ円の、鰹。ロ

門の切己ｏｐｍの

ロゴ］巴■一

』、⑪廿伍

◎国閣

一員Ｂ冒昌ｏｇ－

⑰←『の、⑪

○ｍ】

】『ＣＢｐ

Ｃ函『

◎吟①

。◎『

の【己◎茸ｏｐＰｌ

印巨ごロ。円の

ｍｏＤ－餌一

個瞬挿Ｆ』腫匡』ＰＰ

のｏｐ－Ｐ一

旨＆『廷臣の辱い曰

、巨己□。『←
シ函函国溺のどの

因目。怠◎目巳

ｏｏｏｐの円Ｐ二．回

Ｃ①四

◎の『

Ｃ』⑪

シ言◎匙岱冒の

ｍｏａＰ－

◎①①

（ロ閂の○）

Ｃ①①

○ｍの

◎の、

〕忠：

■』←■

Ｃの、

◎②四

］◎の

←」⑭■■

つ四ｍ

函『⑦■■

］蜜』■

Ｃ函、

］①函但■

］②図■■

つら』

◎ヨ』

。◎『

函⑪。■■

］図の

つ『の

］』】Ｃ

函画、■■

函図《■■

骨の画■

』』の

』←〕■

］の、■

Ｅ四

Ｃ『②

◎］、

。⑭①

〕○ｍ

］圏。

。◎⑪

Ｃ四ｍ

◎つつ

胃言貧。喜一冒鼠誼》一国冨自箪竈摩一藷認鷆覺寵皐冒冒

：

シ９コの

。。ご旨、

○ケ】ずＰ

酉②の■■
』図画■■

◎］四

博お宝〕■⑤
】⑪ｍＢＢ

Ｃ］つ

ＥＣ

函回⑰■■
図の①日日

。◎『

つ』の

《⑪①Ｂ缶

Ｃ忠

］函］⑤

旬の⑫ご◎ロ、の

◎図』

圏ごロ◎耳

已夛］四口’

〕函の

『の⑰■■

の巨己己。【←

の己◎二．ロ旬一冒寄．冒冒冒一

、臣己ｓｏ同一

９
GA、

】らつ■

。］国

←①団邑巳

』函酉■缶

］】←

Ｃ】の

、四つ■■

ずＰｑ

ｇの已園腸⑪』◎曰一国ご匂の門

●

、一門のの、

Ｅ』

。②］

寺⑮一己一の密溺己（閉、

己の円⑪ｏｐＰｌ】庁豈

８０』画②■

つの巨円。ご○の浜←『。『の『一一．曰

１

Table2-4Thecorrelationsbetweensocialsupportandstress
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n＝215

た，ストレス反応の身体反応（r-155），抑

安；ｒ＝､258,不機嫌；ｒ-410,無気力；

鯵・不安（r-141)とも高くはないが有意な正

r-261,いずれもp＜､01），「協力要請」（抑

相関（いずれもp＜､05）があり，曰常の体験イ

篭不安；ｒ＝､144,ｄｆ＝，ｐ＜05,不機嫌；

ベントの高さがストレス反応と関連していた。

r-188,ｐ＜､01），「情緒的援助希求」（抑鯵

性格特性の社会的外向は抑鯵不安（r＝-.140,

不安；ｒ-182,不機嫌；ｒ＝､193,いずれもp＜

p＜､05）と負の相関を示し，性格特性もストレ

､01），「個人主義」（抑鯵不安；ｒ-162,

ス反応に影響することを示唆している。

p＜05,不機嫌；ｒ-224,無気力；ｒ＝､225,い

対処行動とストレス反応の関係については，

ずれもp＜・Cl），「他者利用」（抑醤不安；

｢積極」が「無気力」（r一・149,ｐ＜､05）と負

r-154,ｐ＜､05）であった，「積極」的対処以

の相関を示した。それ以外で得られた有意な相

外の方略とストレス反応との間は全て正相関を

関は，「回避」（身体反応；ｒ＝.201,抑謹不

示した。すなわち，ストレス軽減効果がみられ

－９０－

たのは「積極」的対処のみであった。

験しているものほど，身体反応のストレス反応

サポートとストレス反応の関係では，「情緒

が多いことが分かった。対処行動では「回避」

的サポート」（抑篭不安；ｒ＝-.131,ｐ＜０５，

的対処と不機嫌。怒り反応との間（β-240,

不機嫌；ｒ＝-.225,無気力；ｒ＝-.296,ｐ＜０１），

P＜､01）と，「個人主義」的対処とストレス反

｢情報的サポート」（不機嫌；ｒ＝-.196,無気

応の総計との間に有意な偏相関（β-153,

力；ｒ＝-.195,いずれもp＜０１）共にストレス

P＜､05）が得られた。これらの対処行動を多く

反応と負の相関を示していた。

取る者は高いストレス反応を示すことが分かっ

サポート源別（表２－４参照）の相関を検討

た。注3）

したところ，情緒的サポートにおいて無気力や

性格特性では社会的外向との間には有意な負

ストレス反応の総計は全サポート源との間に有

の偏相関が，神経質傾向との間には有意な正の

意な負相関を示し，情報的サポートでは友人と

偏相関が得られた。社会的外向得点の高いもの

教師の場合にのみ不機嫌や無気力，ストレス反

はストレス反応が少ないこと，神経質傾向の高

応の総計との間に有意な負の相関を示した。

いものはストレス反応が高いことが分かった。

両地域でサポートのストレス反応軽減効果が

ソーシャルサポートでは無気力と情緒的サポー

示唆されたが，サポート源別の分析では千葉県

トとの間に有意な負の偏相関係数が得られ，ソー

のほうが有意な相関値が多く，沖縄県では情緒

シャルサポートのストレス軽減効果が認められた。

的サポートはストレス反応とは関連が見られな

特にソーシャルサポートに関しては，千葉県
では情緒的サポートが無気力なストレス反応に

いことが示された。

対して直接的な軽減効果を持つことが認められ
３．性格特性，対処行動，ソーシャル・サポー

た。沖縄県では，有志ではないが情報的サポー

ト及びライフイペント経験数によるストレ

トに不機嫌・怒りのようなストレス反応の軽減
効果がある傾向が認められた。

ス反応の予測

全体的に両地域の比較をまとめると，ソーシャ

ストレス反応を基準変数とし，ライフイベン

ト経験数，対処行動，ソーシャルサポート，性

ルサポートや対処行動の平均得点に関しては，

格特性を説明変数とする重回帰分析を地域ごと

回避的対処が沖縄で多い以外は，両地域の平均

に行った（表２－５参照）。その結果，沖縄県

値に有意な差はなかったが，相関分析や重回帰

では性格特性の神経質傾向のみがストレス反応

分析の結果からストレス反応の軽減や増幅に及

の総計と４下位尺度すべてにおいて有意な偏相

ぼす機能が両地域で異なることが推測される。

関を示し，神経質傾向の高いものはストレス反

すなわち，両地域でストレス軽減に有効なサポー

応が高いといえる。その他には有意な偏相関は

トの種類や対処行動において異なることが示唆

得られなかった。対処行動においては，特定の

された。

対処方略の有意な偏回帰は認められなかったが，
ストレスの無気力で情緒的支援希求との間に有

注３）積極的対処と身体反応との間に有意な偏

意な傾向の偏相関（β-183,Ｐ＜､10）が得ら

相関（β-187,Ｐ＜､05）が得られたが，相

れた。ソーシャルサポートの偏相関係数は有意

関値はr-O6であるので，これは見かけの相

とならなかったが，情報的サポートがβ－．21

関であると考えられる。また，他者利用的対

1と高く，情報的サポートのストレス軽減傾向

処と不機嫌・怒りとの間にも有意な負の偏相

を示唆していた。

関係数（β＝-.163,Ｐ＜０５）が得られたが，

千葉県においても同様の重回帰分析を行った。

単純相関値ではr-11であったので，これは

ライフイベントの経験数は身体反応との間に有

他の変数による抑制を受けたものと考えられ

意な偏相関を示し，ライフイベントを数多く経

る。
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対処行動とストレスとの関連について考察す

取る対処方略の全てが説明できるものではない。

ると，対処行動について千葉県ではストレス反

その他の対処方略も用いられるであろう。②ス

応との間に有意な偏相関が得られ，回避的な対

トレスを軽減する方略は，それを増大させる方

処や個人主義的で攻撃的対処がストレスを増大

略よりも多様であろうし，場面や状況，年齢な

させることが明らかになった｡これは成人を対

どによって大きく変化するであろうから，対処

象とした対処行動の研究結果と一致している。

方略を本研究のような強制的選択尺度でとらえ

矢富（1995）は対処行動の種類と適応との一般

るのは難しいかもしれない。③Compas（1987）

的関係を検討した多くの研究を論評し，曰常の

が主張しているように，子どもは大人ほどには

ストレッサーに対して接近的対処行動をより多

自分自身の対処方略そのものだけでは規定され

く取る人はストレス症状が少なく，回避的対処

ない。親や周囲の大人や兄弟からの援助の受け

をより多く取る人はストレスによる不適応症状

易さなど資源の利用可能性の問題が関係してく

を示すという一般的結論を紹介している。ただ

る。そのために大人の場合のように明確なスト

し，何を適応的対処行動とするかはストレッサー

レス軽減対処行動が同定できないのであろう。

の特性によって異なってくる。コントロール不

対処行動とストレスとの関連における地域差

可能な状況（例；原子力発電の放射能もれ事故

についての考察では，沖縄県で回避的対処によ

や騒音，不快な医学検査など）においては逃避

るストレス増大効果が見られなかったことにつ

的（情動中心的）対処行動をとる者のほうが身

いて，対処方略の効果性についての文化比較の

体症状やうっ症状が少ないことが報告されてい

研究が参考になる。個人が属する文化とは異なっ

る。

た対処方略は結果的にストレスを大きくするこ

本研究では回避的対処がストレスを増大させ

ともある。Hwang（1979）は，台湾では経済

ることについては従来の研究結果と一致したが，

的地位が低い層では自己確信が低く，運命論に

積極的対処すなわち向社会的対処がストレスを

特徴づけられた対処が多かったと報告している。

軽減させる効果は明確には認められなかった。

また，階層のいかんにかかわらず，伝統的，協

これは，子どもを対象としたためと考えられ，

調的な対処行動をとる人はストレスフルでなく，

Lopez＆Little（1996）の結果とも類似して

他方，自己主張的で達成的な対処行動をとるも

いる。彼らは対処方略が統制感と不安との間の

のは対人関係でのストレスや身体症状も多かっ

関係を媒介するであろうという仮説を検討した

たという。平均値についての分散分析の結果に

が，部分的にしか支持されなかった。すなわち，

おいても沖縄県のほうが回避的対処が千葉県よ

向社会的対処は統制感と不安の間の関係を媒介

りも多かったこととも関連して，沖縄県の児童

してはいなかったが，反社会的対処（敵意や他

では千葉県の児童と比べて回避的対処を用いる

者利用的対処）は統制感と不安の間の関係を媒

ことが多く，それがストレスを増大させること

介していた。千葉県ではストレスを増大させる

も少ないといえるだろう。

沖縄県の児童の対処行動においては，特定の

対処方略は，受動的一非社会的対処（回避的対
処）や積極的一反社会的対処（個人的対処）で

対処方略の有意な偏回帰が認められなかった。

あった。ストレスを軽減させる対処方略につい

沖縄県では本研究で用いた測度以外の要因（祖

ては，千葉県で積極的対処が無気力と負の相関

父母からのサポートや経済的地位など）が関連

関係を示した以外は，明確な結果が得られなかっ

しているのではないかと推測される。

た。子どもを対象とした本研究で，対処方略と
ストレスとの関連が明確にならなかった理由と

しては次のようなことが考えられる。①BISC
で測定される６つの対処方略によって，児童が
－９３－
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