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要旨
本研究は、拡張自己評価維持モデル（Beach & Tesser, 1995）と STTUC フレームワーク
（Exline & Lobel, 1999）の観点、および、下田（2010, 2011）の結果を基に、親密な友人よ
りも優れていることに対する感情と個人の主観的幸福感との関連について検討をおこなっ
た。本研究では、調査対象者（N=98）に対し、
「親密な友人にとって重要な（or 重要では
ない）学期末試験を受け、親密な友人よりも自分の方が優れていた」という内容で構成され
たシナリオを提示し、その際に感じると思う感情について評定した。また、主観的幸福感尺
度（伊藤・相良・池田・川浦 , 2003）と社会的望ましさ反応尺度（谷 , 2008）への回答を求
めた。その結果、調査対象者は、
「学期末試験が親密な友人にとって“重要ではない”
」と記
載されたシナリオ（他者関与度低条件）と比べ、
“重要である”と記載されたシナリオ（他
者関与度高条件）において、高揚的ポジティブ感情（e.g., 相手よりも優れていたことへの優
越感）を低く、また、共感的ネガティブ感情（e.g., 相手を傷つけてはいないかという不安）
を高く評定した。一方で、他者関与度低条件では、賞賛的ポジティブ感情（e.g., 相手も誇ら
しく感じているという喜び）を高く評定した。これらの反応は、回答者の社会的望ましさ反
応傾向とは関連していなかった。さらに、他者関与度低条件における賞賛的ポジティブ感情
と主観的幸福感に正の相関関係が示された。
キーワード：社会的比較、感情、共感的反応、親密さ、主観的幸福感

問題
他者よりも優れていることは、喜ばしいことである。人は、自己を好ましい存在として捉
えようと動機づけられており、他者よりも優れていることは、自己の有能感を高め、より好
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ましい存在として認識することを可能とする。そのため、人は他者よりも優れているように
努力し、他者よりも優れていることは、その個人に喜びをもたらす。このように他者よりも
優れていることが個人に喜びをもたらすということは、主に自己高揚動機を前提とした社会
的比較研究において示されてきた。例えば、Tesser（1988）の自己評価維持モデルに基づ
いた研究では、自己にとって重要な遂行領域で、心理的距離の近い他者よりも優れているこ
とは、個人の自己評価の上昇をもたらし、ポジティブ感情が生起することが示されている
（e.g., Tesser & Collins, 1988; Tesser, Miller, & Moore, 1988）
。
しかしながら、他者との関係性に焦点をあてた場合、他者よりも優れていることが必ずし
も手放しで喜べるわけではない。例えば、ある遂行領域において親密な他者よりも自己の方
が優れている場合、この自己の方が優れているという結果は、同時に、親密な他者が劣って
いるという結果を意味する。そのため、親密な他者は自己評価が低下し、劣等感などのネガ
ティブ感情を抱くかもしれない。親密な他者との関係性を考慮した場合、このような状況は
優れた自己にとってもネガティブな事態となりえるのである。
Beach & Tesser（1995）は、このような他者との比較において、関係性の視点を取り入
れた拡張自己評価維持モデルを提唱している。拡張自己評価維持モデルは、従来の自己評価
維持モデルを親密な関係に適用したモデルである。このモデルでは、親密な他者との遂行比
較状況において、個人が自らの自己評価に及ぼす結果のみならず、親密な他者に及ぼすと想
定される結果についても考慮し、共感的に反応すると考えられている。親密な他者に及ぼす
結果に関する個人の認識を規定する要因として、従来の自己評価維持モデルで規定された三
つの変数（i.e., 遂行結果、自己関与度、心理的距離）に加え、
「他者関与度」の変数が規定
されている。他者関与度とは、当該の遂行領域が比較他者にとって重要であるか否かに関す
る個人の認識である。例えば、親密な関係にある個人が、自己関与度の高い遂行領域で親密
な他者よりも優れていた場合、個人の自己評価が上昇し、ポジティブな結果となる。しかし
ながら、その遂行領域が親密な他者にとっても重要である場合（他者関与度が高い場合）
、
親密な他者にとっては、ネガティブな結果となりえる。そのような事態は、親密な他者との
関係性を重視する個人にとっても、ネガティブな事態となりえるため、自らの優れた遂行結
果によって生起したポジティブ感情が抑制される。一方で、遂行領域が親密な他者にとって
重要ではない場合、自己の優れた遂行結果は、親密な他者に反映過程を生起させる機会を与
えることになり、その他者にとってもポジティブな事態になりえる。このような事態は、優
れた自己にとってもポジティブな事態となりえるため、自らの優れた遂行結果によって生起
したポジティブ感情が促進されるのである。このような観点から、拡張自己評価維持モデル
は、主に夫婦関係や恋愛関係を中心に実証されてきた（e.g., Beach, Tesser, Fincham, Jones,
Johnson, & Whitaker, 1998; Mendolia, Beach, & Tesser, 1996）
。
例えば、Mendolia, et al.（1996）は、夫婦を対象に拡張自己評価維持モデルで予測される
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感情反応を検証した。彼らは、まず、調査対象者に拡張自己評価維持モデルで仮定される８
つの状況について想起するように教示した。その状況とは、自己関与度（高 / 低）と他者関
与度（高 / 低）を組み合わせた４つの遂行領域に該当する活動において、親密な他者よりも
自己の方が優れている場合（Self Better）と自己よりも親密な他者の方が優れている場合
（Other Better）のそれぞれを組み合わせた８つの状況である。これら８つの状況を想起し
た際に、ポジティブ感情とネガティブ感情をそれぞれ感じた程度を測定した。そこで得られ
たポジティブ感情の合計得点からネガティブ感情の合計得点を差し引いた値を従属変数（相
対的なポジティブ感情）とし、分析をおこなった結果、他者関与度と遂行の交互作用効果が
示された。調査対象者は、ある遂行領域において親密な他者よりも自己の遂行が高かった場
合、その遂行領域の他者関与度が高い場合よりも低い場合に、より相対的なポジティブ感情
が高いと報告し、逆に、親密な他者の遂行が高かった場合、その領域の他者関与度が低い場
合よりも高い場合に、より相対的なポジティブ感情が高いと報告したのである。これは、拡
張自己評価維持モデルの予測を支持する結果である。すなわち、調査対象者（自己）は、親
密な他者よりも自己の遂行が高い場合、その遂行領域の他者関与度が高ければ、親密な他者
にネガティブな比較過程が生起し、親密な他者の自己評価維持に脅威を及ぼすと認識する。
しかし、他者関与度が低ければ、親密な他者に反映過程が生起し（もしくは、親密な他者の
ネガティブな比較過程が回避され）
、親密な他者の自己評価が上昇する（もしくは、維持さ
れる）と認識する。そのため、他者関与度が高い場合と比べ低い場合に相対的なポジティブ
感情が高くなったと考えられる。また、自己よりも親密な他者の遂行が高かった場合、その
遂行領域の他者関与度が高ければ、親密な他者にポジティブな比較過程が生起し、親密な他
者の自己評価が上昇すると認識する。そのため、他者関与度が低い場合と比べ高い場合に相
対的なポジティブ感情が高くなったと考えられるのである。このように、拡張自己評価維持
モデルは、主に夫婦関係や恋愛関係を中心に検討がなされてきたが、近年では、きょうだい
関係（磯崎 , 2004; Noller, Conway, & Blakeley-Smith, 2008）
、親密な友人関係（下田 , 2009）
などの関係においても、このモデルの知見を用いた有用な示唆が得られている。
しかしながら、拡張自己評価維持モデルに関する実証研究では、親密な他者への共感的な
反応として、個人のポジティブ感情反応の程度からネガティブ感情反応の程度を差し引いた
指標（相対的なポジティブ感情）を用いた他者関与度と遂行の交互作用効果のパターンから
検討されてきた
（e.g., Beach et al., 1998）
。
このような差の得点を用いた交互作用効果のパター
ンによる検討では、モデルで述べられている親密な他者に対する共感的な反応が必ずしも明
確にはならないことが指摘される。例えば、
差の得点を用いると、
ポジティブ感情とネガティ
ブ感情がともに高い場合と、
ともに低い場合が同一の反応として扱われることになる。また、
交互作用効果のパターンにおいては、これまでの恋愛関係や親密な友人関係を対象とした実
証研究において必ずしも、安定したパターンが得られているわけではない（e.g., Beach et

─ 65 ─

al, 1998; 下田 , 2009）
。このようなことから、相対的なポジティブ感情を用いた交互作用効
果のパターンからだけではなく、それぞれの変数で規定される個々の状況について、より具
体的に検討することで拡張自己評価維持モデルの知見をより有効に検討することができると
考えられる。
この問題について、Exline & Lobel（1999）が提唱したフレームワークが有用な示唆を与
えている。彼女らは、
「他者よりも優れていることは基本的に喜ばしいことであるが、その
優れているという立場によってその他者（比較他者）に脅威を及ぼすと考える場合、対人関
係目標と対立するために不快経験を導き得る」と考え、
「脅威的な上方比較のターゲットと
なることへの感受性」
（Sensitivity about being the Target of Threatening Upward
Comparison: STTUC）という概念を用いた STTUC フレームワークを提唱した。STTUC
とは、「他者よりも優れていることによって、
“その他者が自己を脅威の対象として上方比較
を行っている”という認識」による不快な状態を指す概念である。このフレームワークでは、
優れた個人が STTUC を経験する条件として以下の３つを挙げている。１つ目は、自己（優
れた立場にある個人）が、比較他者から上方比較のターゲットとなっていると認識している
ことである。２つ目は、比較他者に生起した自己に対する上方比較によって、比較他者が脅
威を感じていると自己が認識していることである。これは、
「他者への脅威」と名付けられ、
「他者よりも優れていることによって、個人が比較他者に生起すると推測するネガティブ感
情の高さ」（ネガティブ感情推測）として操作的に定義されている。３つ目は、自己が比較
他者の反応に関して懸念を感じていることである。その懸念は、比較他者のウェルビーイン
グ、自分自身のウェルビーイング、互いの関係性についてのウェルビーイングのいずれか、
もしくは、それらの組み合わせであるとされる。
このように、STTUC フレームワークは、拡張自己評価維持モデルにおける親密な他者へ
の共感的な反応と類似した考えを持っているが、拡張自己評価維持モデルとは異なり、この
ような不快経験の感情内容について具体的な検討がなされている。Exline & Lobel（2001）
では、他者よりも優れていることは、基本的に、それによって他者のネガティブ感情が高い
と推測するほど、自己の不快経験が高いが、特に、その他者と親密であるほど、
「相手に対
して申し訳ない」といった共感的な反応を示唆する感情内容と関連していることが示されて
いる。これらの知見は、拡張自己評価維持モデルにおける他者関与度が高い遂行領域に対す
る反応と類似している。すなわち、拡張自己評価維持モデルにおける「他者関与度が高い遂
行領域で親密な他者よりも優れている場合に、その他者がネガティブな比較に苦しんでいる
という認識による共感的な反応」であるといえよう。このことから、Exline & Lobel（2001）
の知見で示された、親密な他者に対する「相手に対して申し訳ない」といった共感的な反応
の高さは、相対的に他者関与度が高い遂行領域において示される結果であると考えられる。
Exline & Lobel（2001）では、他者よりも優れている状況に対する個人の他者への共感的
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な反応として、ネガティブな側面に焦点が当てられているが、拡張自己評価維持モデルの観
点からすれば、ポジティブな側面も他者への共感的な反応として生起し得ると考えられる。
すなわち、
「他者関与度が低い遂行領域では、他者に反映過程が生起しているという認識に
よって、個人のポジティブ感情が促進される」という観点である。自己評価維持過程に関連
した感情の質を検討した Tesser & Collins（1988）において、自己に反映過程が生起する状
況（自己関与度が低い遂行領域で、友人の方が優れている状況）では、
「他者に対する誇り」
の感情反応が高かったという結果から考えると、個人は親密な他者に反映過程が生起する状
況（他者関与度が低い遂行領域で、自己の方が優れている状況）において、その他者が「自
己に対する誇り」を感じると推測し、そのような推測によって個人のポジティブ感情が高ま
ると予測される。
以上のような観点から、下田（2010, 2011）は、Exline & Lobel（2001, study 1）の手続
きを基に、他者関与度の要因を含めて検討をおこなっている。下田（2010）では、調査対象
者に対し、自分にとって重要な活動や事柄で、特定の他者よりも優れていた状況について過
去の経験から想起させ、その際に相手はどのように感じていたと思うか、自分はどのように
感じたかについて調査した。特定の活動や事柄の他者関与度が対象者間要因として操作され
ていた。すなわち、特定の他者よりも優れていた状況についての想起を促す際に、他者関与
度高条件では、
「その活動や事柄は、
その他者にとっても重要なものであること」と教示され、
他者関与度低条件では、
「その活動や事柄は、その他者にとっては重要ではないものである
こと」と教示された。また、従属変数として、他者のネガティブ感情推測や自己のネガティ
ブ感情は、Exline & Lobel(2001) で用いられた項目を用い、さらに、他者のポジティブ感情
推測（e.g., 相手も誇らしく思っている）や自己のポジティブ感情（e.g., 相手も喜んでくれる
と嬉しく感じる）の項目が用いられた。
その結果、図１で示されるように、他者関与度高条件では、他者と親密であるほど、「相
手よりも優れていることについて心地よさを感じた」といった自己志向的な優越感を示唆す
るような感情（高揚的ポジティブ感情）が低く、
「相手を傷つけていないか不安に感じた」、
「相
手に申し訳なく感じた」といった他者志向的なネガティブ感情を示唆する感情（共感的ネガ
ティブ感情）が高いことが示めされた。すなわち、他者関与度高条件において、Exline &
Lobel（2001）で示された結果と同様の結果が得られたのである。一方で、他者関与度低条
件では、他者と親密であるほど、
「相手から賞賛されることを嬉しく感じた」
、
「相手から尊
敬されることを嬉しく感じた」といった他者からの賞賛を予測したポジティブ感情（賞賛的
ポジティブ感情）が高いことが示された。これは、拡張自己評価維持モデルの観点から予測
される結果であった。
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他者よりも優れていることに対する感情反応の概要図（下田（2010）の結果を基に作成）

また、下田（2011）では、下田（2010）の手続きを基に、シナリオ法を用いて、親密な友
人、知人、好ましくない他者に対する反応を比較した。その結果、STTUC フレームワーク
や拡張自己評価維持モデルの観点、および下田（2010）の結果と一致して、他者関与度高条
件では、親密な友人に対して、高揚的ポジティブ感情が最も低く、共感的ネガティブ感情が
最も高かった。また、他者関与度低条件では、親密な友人に対して、賞賛的ポジティブ感情
が最も高かった。このように、下田（2010, 2011）では、他者よりも優れていることに対す
る個人の感情について、拡張自己評価維持モデルと STTUC フレームワークの観点を取り入
れて親密な他者に対する共感的な反応について明らかにされたのである。
本研究では、下田（2010, 2011）で検討された、親密な友人に対する共感的な反応が、個
人の主観的幸福感と関連しているか否かについて検討を行う。遠藤（1995）は、ポジティブ
幻想などの個人の自己高揚傾向と精神的健康との関連について日本と欧米での研究を概観
し、日本では「ひととひととの関係性」の視点を適応の基盤として検討することの重要性を
指摘している。すなわち、日本では、自己志向的な自己高揚ではなく、他者との関係性を取
り入れた上での自己高揚が精神的健康と関連していると考えられる。
このような観点からすれば、下田（2010, 2011）で示された親密な友人に対する共感的な
反応は、他者よりも優れているということに対する自己高揚ではなく、それによって相手に
対してネガティブな影響やポジティブな影響を及ぼすという個人の共感的な反応、
すなわち、
「ひととひととの関係性」の視点を考慮した反応を捉えたものであると考えられる。また、
Mendolia, et al.（1996）では、拡張自己評価維持モデルで予測される共感的な反応を示す夫
婦は、そうではない夫婦と比べ、夫婦間の問題解決において建設的な議論を行うといった互
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いの関係性への適応との関連が示唆されている。このことから、親密な二者関係において、
親密な他者に対して共感的に反応できていることが個人とその関係性の両方に適応した状況
であり、このような適応状況にある個人は、主観的幸福感が高いと推測される。
そこで、本研究では、下田（2010, 2011）で示された親密な他者よりも優れていることに
対する共感的な反応と個人の主観的幸福感との関連について検討をおこなう。本研究では、
下田（2011）を基にシナリオ法を用いた検討をおこなう。下田（2011）では、シナリオの内
容として、資格試験を受ける状況に関するシナリオが用いられていたが、本研究では、大学
の学期末試験を受ける状況のシナリオを用いる。この理由の１つは、下田（2010）の過去の
状況の想起を用いた研究において、大学の授業の試験の結果に関する状況を想起した調査対
象者が多かったため、大学生にとってより身近な内容であると想定される大学の学期末試験
のシナリオを用いることで、反応のリアリティを高めることにある。また、２つ目の理由と
して、下田（2011）とは異なるシナリオを用いることでこれまでの結果の妥当性を検討する
ことが挙げられる。
また、本研究では、回答者の社会的望ましさ反応が、親密な他者への共感的な反応に影響
を及ぼしている可能性についても検討をおこなう。下田（2010, 2011）を含め、これまで拡
張自己評価維持モデルや STTUC フレームワークに基づいた研究では、そのほとんどが、過
去の状況の想起やシナリオによる方法を用いて、自己報告型の尺度によって感情反応を検討
してきた。このような方法では、
「親密な他者には、共感的に反応すべきである」といった
社会的望ましさの要因が影響する可能性があり、もしそうであれば、特に、特性的に社会的
望ましさ反応傾向の高い個人は、そうした共感的反応が高まる可能性が考えられる。そのた
め、本研究では、回答者の特性的な社会的望ましさ反応傾向の高さによって、親密な他者へ
の共感的な反応が高まるかどうかを検証することで、社会的望ましさ反応が、親密な他者へ
の共感的な反応に影響を及ぼしている可能性について検討をおこなう。

方法
調査対象者
教養科目として心理学の講義を受講している大学生 98 名を対象に質問紙調査を行った。
そのうち、分析に必要な質問項目に回答していないもの、および、回答に不備のある 17 名
を除いた、81 名（男性 59 名、女性 22 名、平均年齢 18.26 歳、SD =0.47）を分析対象とした。

研究デザインおよび調査手続き
本調査は、
他者関与度（高 / 低）が異なるシナリオが記載された二種類の質問紙を用いて、
集合調査形式によって実施された。これら二種類の質問紙は、それぞれ第一調査、第二調査
と称して、同一対象者に二回に分けて実施された。調査対象者は、第一調査において、いず
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れか一方の条件の質問紙に回答し、その一週間後、第二調査が実施され、残りの一方の条件
の質問紙に回答した。他者関与度高条件と低条件のどちらの質問紙を先に回答するかは、調
査対象者間でランダムに実施した。この二つの調査は、講義の初めに実施された。また、主
観的幸福感と社会的望ましさ反応の測定については、第二調査を実施した後、講義の終わり
に、別の研究目的であると称して実施した。
全ての調査が終了した後、調査対象者に実際の調査目的について説明し、十分なデブリー
フィングがおこなわれた。

質問紙構成
親密な友人（比較他者）の選定 「現在最も親しいと思う同性の友人」
（親密な友人）を１
人挙げ、その人物のイニシャルを記入するように求めた。以降の質問にはここでイニシャル
を記入した人物について回答するように教示した。2)
シナリオの提示

親密な友人と大学の学期末テストを受けた状況のシナリオを提示した。

シナリオは、「自己にとって重要な授業のテストを自己と親密な友人が受ける状況」に関す
るものであり、その試験の結果が「親密な友人よりも自己の方が優れていた」という内容で
構成されていた。また、このシナリオにおいて、独立変数である他者関与度が操作された。
他者関与度高条件は、
「親密な友人もその試験を重要だと思っている」
という内容が記述され、
他者関与度低条件では、
「親密な友人は、あなたほどはその試験を重要だとは思っていない」
という内容が記述されていた。実際に用いた他者関与度高条件のシナリオは以下のとおりで
ある。括弧内に他者関与度低条件のシナリオを提示した。また、シナリオにおいて「○○さ
ん」と記述された箇所は、イニシャルを記入した親密な友人であることを教示した。
あなたと○○さんは、
大学のある授業で学期末テストを受けました。このテストの結果は、
授業の成績に関係していました。あなたも○○さんも、この授業の単位をどうしても取
りたいと思い、一生懸命勉強していたので、あなたも○○さんもこのテストをとても重
要だと思っていました。（他者関与度低条件：あなたは、この授業の単位をどうしても取
りたいと思い、一生懸命勉強していたので、このテストをとても重要だと思っていました。
一方で、○○さんは、この授業の単位を取りたいとはそれほど思っておらず、このテス
トをあなたほど重要だとは思っていませんでした。
）一週間後、テストの結果が配布され
ました。授業の後に、あなたは○○さんとテストの結果をお互いに見せ合うことになり
ました。あなたのテストの結果は、○○さんよりもとても良い点数でした。
自己の感情反応の評定

シナリオの状況において自分の方が優れていたことに対して、ど
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のように感じると思うかを 12 項目 5 件法（
「１．あてはまらない」～「５．あてはまる 」）
で評定させた。項目は、下田 (2011, 2011) で用いられた項目を用いた。
親密な友人との親密度 「比較他者（親密な友人）の選定」で挙げられた親密な友人との
親密度を測定するために、その人物とどのような関係であるかについて、10 項目 5 件法で
評定させた。項目は、
下田 (2010, 2011) で用いられた項目で構成された（
「協力的な関係」、
「親
密な関係」
、
「誠実な関係」
、
「幸福な関係」
、
「友好的な関係」
、
「心地よい関係」
、
「信頼した関
係」、「敵視した関係」
（逆転項目）
、
「衝突の多い関係」
（逆転項目）
、
「競争的な関係」
（逆転
項目））
。
シナリオの想像度

提示したシナリオの状況についてどのくらい良く想像できたかについ

て、「１．全く想像できなかった」～「５．とても良く想像できた」までの５件法で評定さ
せた。
主観的幸福感および社会的望ましさ反応傾向の測定

主観的幸福感および社会的望ましさ

反応の測定は、第二調査の実施後、講義の終わりに別の研究目的であると称して実施された。
主観的幸福感については、伊藤・相良・池田・川浦（2003）によって作成された主観的幸福
感尺度に回答を求めた（15 項目４件法）
。この尺度は、精神的健康を測定する尺度であり、
Subjective Well-Being Inventory（SUBI）
（Sell & Nagpal, 1992; 大野・吉村・山内・百瀬・
水島・浅井 , 1995; 藤南・園田・大野 , 1995）の項目内容をもとに作成されたものである。ま
た、社会的望ましさ反応については、Paulhus（1991）によって作成された社会的望ましさ
反応尺度の邦訳版（谷 , 2008）に回答を求めた。この尺度は、
「私は自分で決めたことを後
悔しない」
、
「私は自分の判断をいつも信じている」など、回答者が本当に自分の自己像であ
ると信じて無意識のうちに社会的に望ましい回答をする傾向である自己欺瞞因子と、
「他人
には言えないようなことをしたことがある
（したことがない）
」
「人をののしったことがない」
、
などの故意または意図的に回答を良い方向、あるいは悪い方向に歪め、真実の自己像を偽る
見せかけの回答を行う傾向である印象操作因子の２因子（各因子 12 項目ずつの計 24 項目、
７件法）からなり、それら２因子を合算した得点を社会的望ましさ反応得点としている（谷 ,
2008）。本研究では、
谷（2008）の因子分析結果において、
各因子の因子負荷が上位７項目（.40
以上）の 14 項目を用いた。

結果
シナリオの想像度

シナリオの想像度の平均値は、他者関与度高で 3.68（SD =1.01）、他

者関与度低で 3.60（SD =0.82）であった。理論的中間値（3）を加えて、一要因被験者間計
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画の分散分析を行った結果、他者関与度高、低ともには理論的中間値よりも有意に高く、他
。この結果から、
者関与度間で有意差は示されなかった（F (2, 160)=24.97, p <.001, η 2p=.24）
シナリオの想像度は十分に高いと解釈された。
親密な友人との親密度

親密な友人との親密度の 10 項目について、主成分分析を行った。

共通性の低い 2 項目（
「衝突の多い関係」
「競争的な関係」
）を除外した 8 項目の第 1 主成分
が抽出された（α =.75）
。これら 8 項目を平均化し、
「親密度」とした。
「親密度」の平均値は、
4.38（SD=0.44）であった。理論的中間値（3）との１サンプルの t 検定を行った結果、
「親
密度」は理論的中間値よりも有意に高いことが示された（t (80)=90.40, p <.001, d =4.48 ）
。
この結果から、親密な友人が適切に挙げられていると解釈された。
自己の感情反応

本研究では、他者関与度を被験者内要因としているため、他者関与度ご

とに自己の感情反応 12 項目に対し、因子分析を行った（最尤法・varimax 回転）
。その結果、
他者関与度高、低条件ともに各 4 項目の 3 因子が抽出され、それぞれ「高揚的ポジティブ感
情（α =.88, .90）
」
、
「共感的ネガティブ感情（α =.90, .91）
」
、
「賞賛的ポジティブ感情（α =.85,
.89）」と解釈された（表 1）
。これら 3 因子の因子得点の平均値と標準偏差を表 2 に示す。こ
れら自己の感情反応の 3 因子における他者関与度の効果を検討するために、因子得点を従属
変数とした他者関与度 (2) ×自己の感情反応 (3) の被験者内計画の分散分析をおこなった。そ
の結果、自己の感情反応の主効果および交互作用効果が有意であった（F (2, 160)=46.93, p
。交互作用効果に対する下位検定の結
<.001 , η 2p =.37; F (2, 160)=20.67, p <.001 , η 2p =.21）
果、図 2 で示されるように、高揚的ポジティブ感情および賞賛的ポジティブ感情は、他者関
与度高条件よりも他者関与度低条件で有意に高く、共感的ネガティブ感情は、他者関与度低
条件よりも他者関与度高条件において有意に高いことが示された。

─ 72 ─

親密な友人よりも優れていることに対する感情と主観的幸福感との関連―学業試験成績に関するシナリオを用いた検討―

表1

自己の感情反応の因子分析の結果（他者関与度高条件）

M

SD

.82

3.07

1.25

.06

.60

3.35

1.21

.12

.22

.63

2.54

1.22

.68

.08

.34

.59

2.68

1.23

F1

F2

F3

h2

䚷⮬ศ䛜ඃ䜜䛶䛔䛯䛣䛸䛻䛴䛔䛶ᖾ⚟ឤ䜢ឤ䛨䜛䚹

.88

-.04

.22

䚷⮬ศ䛜ඃ䜜䛶䛔䛯䛣䛸䛻䛴䛔䛶႐䜃䜢ឤ䛨䜛䚹

.77

.01

䚷┦ᡭ䜘䜚䜒ඃ䜜䛶䛔䛯䛣䛸䛻䛴䛔䛶ᚰᆅ䜘䛥䜢ឤ䛨䜛䚹

.75

䚷┦ᡭ䜘䜚䜒ඃ䜜䛶䛔䛯䛣䛸䛻䛴䛔䛶ඃ㉺ឤ䜢ឤ䛨䜛䚹

㡯┠ෆᐜ
㧗ᥭⓗ࣏ࢪࢸࣈឤ䠄α䠙.88䠅

ඹឤⓗࢿ࢞ࢸࣈឤ䠄α䠙.90䠅

-.04

.89

.09

.80

2.38

1.38

䚷┦ᡭ䛜ⱞ③䜢ឤ䛨䛶䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䛸Ᏻ䛻ឤ䛨䜛䚹

.00

.82

.01

.67

2.26

1.24

䚷┦ᡭ䛻⨥ᝏឤ䜢ឤ䛨䜛䚹

.02

.76

-.10

.58

1.83

1.15

䚷┦ᡭ䛻⏦䛧ヂ䛺䛔䛸ឤ䛨䜛䚹

.16

.73

.03

.57

2.05

1.22

䚷┦ᡭ䜒႐䜣䛷䛟䜜䜛䛸Ꮀ䛧䛟ឤ䛨䜛䚹

.00

.00

.80

.64

2.85

1.38

䚷┦ᡭ䛛䜙㈹㈶䛥䜜䜛䛣䛸䜢Ꮀ䛧䛟ឤ䛨䜛䚹

.24

-.03

.77

.65

3.40

1.35

䚷┦ᡭ䜒䜙䛧䛟ឤ䛨䛶䛔䜛䛸Ꮀ䛧䛟ឤ䛨䜛䚹

.29

.08

.74

.63

2.59

1.38

䚷┦ᡭ䛛䜙ᑛᩗ䛥䜜䜛䛣䛸䜢Ꮀ䛧䛟ឤ䛨䜛䚹

.33

-.04

.65

.54

3.17

1.30

䚷┦ᡭ䜢യ䛴䛡䛶䛿䛔䛺䛔䛛䛸Ᏻ䜢ឤ䛨䜛䚹

㈹㈶ⓗ࣏ࢪࢸࣈឤ䠄α䠙.85䠅
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他者関与度と自己の感情反応の交互作用効果
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主観的幸福感尺度と社会的望ましさ反応尺

度について、全項目の平均得点を算出し、それぞれ主観的幸福感得点（M =2.59, SD =0.45）
、
社会的望ましさ反応得点（M =3.12, SD =0.64）とした。それぞれの尺度項目の平均値およ
び標準偏差を表 2 および表 3 に示す。
表2

本研究で用いた社会的望ましさ反応尺度（谷 , 2008）の各項目の平均値と標準偏差

M

SD

⚾䛿⮬ศ䛷Ỵ䜑䛯䛣䛸䜢ᚋ䛧䛺䛔䚹

3.59

1.95

⚾䛿⮬ศ䛾ุ᩿䜢䛔䛴䜒ಙ䛨䛶䛔䜛䚹

3.79

1.66

⮬ศ䛷Ỵᚰ䛧䛯䛣䛸䛜ே䛾ពぢ䛷ኚ䜟䜛䛣䛸䛿䜑䛳䛯䛻䛺䛔䚹

3.30

1.59

䡞䛺䛬䛭䜜䛜ዲ䛝䛺䛾䛷䛩䛛䠛䛃䛸⪺䛛䜜䛯䚸ఱ䛻䛴䛔䛶䜒ㄝ᫂䛷䛝䜛䚹

3.78

1.82

⚾䛿⮬ศ䛾ே⏕䜢䛻ᛮ䛔㏻䜚䛻㐍䜑䛶䛔䜛䚹

2.42

1.55

䛯䛸䛘ఱே䛛䛾ே䛻᎘䜟䜜䛶䜒䚸⚾䛻䛸䛳䛶䛿ၥ㢟䛺䛔䚹

3.63

2.10

⚾䛾䛣䛸䜢ே䛜ᮏᙜ䛻䛹䛖ᛮ䛳䛶䛔䜛䛛Ẽ䛻䛺䜙䛺䛔䚹

2.43

1.69

*ே䛻䛿ゝ䛘䛺䛔䜘䛖䛺䛣䛸䜢䛧䛯䛣䛸䛜䛒䜛䚹

2.75

1.74

*ᚲせ䛷䛒䜜䜀䚸䚻䛿ბ䜢䛴䛟䚹

2.28

1.33

*ே䜢䛖䜎䛟⏝䛧䛯䛣䛸䛜䛒䜛䚹

3.06

1.89

*㐩䛾㝜ཱྀ䜢ゝ䛳䛯䛣䛸䛜䛒䜛䚹

2.67

1.54

ே䜢䛾䛾䛧䛳䛯䛣䛸䛜䛺䛔䚹

3.84

2.53

*䛛䛺䜚䜘䛟䛺䛔⩦័䜢䛔䛟䛴䛛ᣢ䛳䛶䛔䜛䚹

2.58

1.60

*௬䛷䜔Ꮫᰯ䜢ఇ䜣䛰䛣䛸䛜䛒䜛䚹

3.57

1.77

3.12

0.64
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表3

本研究で用いた主観的幸福感尺度（伊藤・相良・池田・川浦 , 2003）の
各項目の平均値と標準偏差
M

SD

3.01

0.70

2.86

0.85

2.84

0.77

䠄䠐䠊䛰䛔䛯䛔䛷䛝䜛䚷䚷䚷䠏䠊䛸䛝䛹䛝䛿䛷䛝䜛䚷䚷䚷䠎䠊䜋䛸䜣䛹䛷䛝䛺䛔䚷䚷䚷䠍䠊䛟䛷䛝䛺䛔䠅

3.05

0.69

༴ᶵⓗ䛺≧ἣ䠄ே⏕䜢≬䜟䛫䜛䜘䛖䛺䛣䛸䠅䛻ฟ䛳䛯䛸䛝䚸
⮬ศ䛜ຬẼ䜢ᣢ䛳䛶䛭䜜䛻❧䛱ྥ䛛䛳䛶ゎỴ䛧䛶䛔䛡䜛䛸䛔䛖⮬ಙ䛜䛒䜚䜎䛩䛛䠛

2.58

0.79

2.43

0.81

2.67

0.88

2.33

0.79

2.70

0.78

2.62

0.86

1.75

0.89

䠄䠐䠊㠀ᖖ䛻䚷䚷䚷䚷䠏䠊䛒䜛⛬ᗘ䛿䚷䚷䚷䚷䠎䠊䛒䜎䜚ឤ䛨䛺䛔䚷䚷䚷䚷䠍䠊䛟ឤ䛨䛺䛔䠅

2.96

0.91

⮬ศ䛜䜎䜟䜚䛾⎔ቃ䛸୍య䛧䛶䛔䛶䚸
Ḟ䛛䛫䛺䛔୍㒊䛷䛒䜛䛸䛔䛖ᡤᒓឤ䜢ឤ䛨䜛䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䛛䠛

2.19

0.81

2.83

0.82

1.98

0.89

2.59

0.45

ほⓗᖾ⚟ឤᑻᗘ㡯┠䠄䃐㻩㻚㻤㻠䠅
䛒䛺䛯䛿ே⏕䛜㠃ⓑ䛔䛸ᛮ䛔䜎䛩䛛䠛
䠄䠐㻚㻌㠀ᖖ䛻䚷䚷䚷䠏䠊䛒䜛⛬ᗘ䛿䚷䚷䚷䠎䠊䛒䜎䜚䛭䛖䛿ᛮ䜟䛺䛔䚷䚷䚷䠍䠊䛟䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔䠅

㐣ཤ䛸ẚ㍑䛧䛶䚸⌧ᅾ䛾⏕ά䛿䈈
䠄䠐䠊䛸䛶䜒ᖾ䛫䚷䚷䚷䠏䠊䜎䛒䜎䛒ᖾ䛫䚷䚷䚷䠎䠊䛒䜎䜚ᖾ䛫䛷䛺䛔䚷䚷䚷䠍䠊䛟ᖾ䛫䛷䛿䛺䛔䠅

䛣䛣ᩘᖺ䜔䛳䛶䛝䛯䛣䛸䜢యⓗ䛻ぢ䛶䚸䛒䛺䛯䛿䛹䛾⛬ᗘᖾ䛫䜢ឤ䛨䛶䛔䜎䛩䛛䠛
䠄䠐䠊䛸䛶䜒ᖾ䛫䚷䚷䚷䚷㻟䠊䜎䛒䜎䛒ᖾ䛫䚷䚷䚷㻞䠊䛒䜎䜚ᖾ䛫䛷䛺䛔䚷䚷䚷䠍䠊䛟ᖾ䛫䛷䛺䛔䠅

䜒䛾䛤䛸䛜ᛮ䛳䛯䜘䛖䛻㐍䜎䛺䛔ሙྜ䛷䜒䚸䛒䛺䛯䛿䛭䛾≧ἣ䛻㐺ษ䛻ᑐฎ䛷䛝䜛䛸ᛮ䛔䜎䛩䛛䠛䚷

䠄䠐䠊㠀ᖖ䛻䚷䚷䚷䚷䠏䠊䛒䜛⛬ᗘ䛿䚷䚷䚷䚷䠎䠊䛒䜎䜚⮬ಙ䛿䛺䛔䚷䚷䚷䚷䠍䠊䛟⮬ಙ䛿䛺䛔䠅

䛾ㄪᏊ䛷䜔䛳䛶䛔䛡䜀䚸䛣䜜䛛䜙㉳䛝䜛䛣䛸䛻䜒ᑐᛂ䛷䛝䜛⮬ಙ䛜䛒䜚䜎䛩䛛䠛
䠄䠐䠊㠀ᖖ䛻䚷䚷䚷䚷䠏䠊䛒䜛⛬ᗘ䛿䚷䚷䚷䚷䠎䠊䛒䜎䜚⮬ಙ䛿䛺䛔䚷䚷䚷䚷䠍䠊䛟⮬ಙ䛿䛺䛔䠅

ᮇᚅ㏻䜚䛾⏕άỈ‽䜔♫ⓗᆅ䜢ᡭ䛻ධ䜜䛯䛸ᛮ䛔䜎䛩䛛䠛
䠄䠐䠊㠀ᖖ䛻䚷䚷䚷䚷䠏䠊䛒䜛⛬ᗘ䛿䚷䚷䚷䚷䠎䠊䛒䜎䜚䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔䚷䚷䚷䚷䠍䠊䛟䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔䠅

䛣䜜䜎䛷䛹䛾⛬ᗘᡂຌ䛧䛯䜚ฟୡ䛧䛯䛸ឤ䛨䛶䛔䜎䛩䛛䠛
䠄䠐䠊㠀ᖖ䛻䚷䚷䚷䚷䠏䠊䜎䛒䜎䛒䚷䚷䚷䚷䠎䠊䛒䜎䜚䛖䜎䛟䛔䛳䛶䛔䛺䛔䚷䚷䚷䚷䠍䠊䛟䛖䜎䛟䛔䛳䛶䛔䛺䛔䠅

⮬ศ䛜䜔䜝䛖䛸䛧䛯䛣䛸䛿䜔䜚䛸䛢䛶䛔䜎䛩䛛䠛
䠄䠐䠊䜋䛸䜣䛹䛔䛴䜒䚷䚷䚷䚷䠏䠊䛸䛝䛹䛝䚷䚷䚷䚷䠎䠊䜋䛸䜣䛹䛷䛝䛶䛔䛺䛔䚷䚷䚷䚷䠍䠊䛟䛷䛝䛶䛔䛺䛔䠅

*⮬ศ䛾ே⏕䛿㏥ᒅ䛰䛸䛛㠃ⓑ䛟䛺䛔䛸ឤ䛨䛶䛔䜎䛩䛛
䠄䠐䠊㠀ᖖ䛻䚷䚷䚷䚷䠏䠊䛒䜛⛬ᗘ䛿䚷䚷䚷䚷䠎䠊䛒䜎䜚ឤ䛨䛶䛔䛺䛔䚷䚷䚷䚷䠍䠊䛟ឤ䛨䛶䛔䛺䛔䠅

*ᑗ᮶䛾䛣䛸䛜ᚰ㓄䛷䛩䛛䠛
䠄䠐䠊㠀ᖖ䛻䚷䚷䠏䠊䛒䜛⛬ᗘ䛿䚷䚷䠎䠊䛒䜎䜚ᚰ㓄䛷䛿䛺䛔䚷䚷䠍䠊䛟ᚰ㓄䛷䛿䛺䛔䠅

*⮬ศ䛾ே⏕䛻䛿ព䛜䛺䛔䛸ឤ䛨䛶䛔䜎䛩䛛䠛

䠄䠐䠊㠀ᖖ䛻ᙉ䛟䚷䚷䚷䚷䠏䠊䛒䜛⛬ᗘ䛿䚷䚷䚷䚷䠎䠊䛒䜎䜚ឤ䛨䛺䛔䚷䚷䚷䚷䠍䠊䛟ឤ䛨䛺䛔䠅

㠀ᖖ䛻ᙉ䛔ᖾ⚟ឤ䜢ឤ䛨䜛▐㛫䛜䛒䜚䜎䛩䛛䠛
䠄䠐䠊䛸䛶䜒䜘䛟䚷䚷䚷䚷䠏䠊䛸䛝䛹䛝䚷䚷䚷䚷䠎䠊䜋䛸䜣䛹䛺䛔䚷䚷䚷䚷䠍䠊䛟䛺䛔䠅

⮬ศ䛜ே㢮䛸䛔䛖䛝䛺ᐙ᪘䛾୍ဨ䛰䛸䛔䛖䛣䛸䛻႐䜃䜢ឤ䛨䜛䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䛛䠛
䠄䠐䠊䛸䛶䜒䜘䛟䚷䚷䚷䚷䠏䠊䛸䛝䛹䛝䚷䚷䚷䚷䠎䠊䜋䛸䜣䛹ឤ䛨䛺䛔䚷䚷䚷䚷䠍䠊䛟ឤ䛨䛺䛔䠅
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自己の感情反応と主観的幸福感との関連

自己の感情反応と主観的幸福感との関連を検討

するために、自己の感情反応の各因子得点と主観的幸福感得点の相関係数を算出した。その
結果、主観的幸福感は、他者関与度低における賞賛的ポジティブ感情（r (80)=.27 , p <.05 ）
と有意な正の相関関係が示された。その他の感情因子と主観的幸福感に有意な相関関係は認
められなかった。
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自己の感情反応が社会的望ましさ反

応傾向と関連しているかどうかを検討するために、自己の感情反応の各因子得点と社会的望
ましさ反応得点の相関係数を算出した。その結果、自己の感情反応の各因子得点と社会的望
ましさ反応得点との間に有意な相関関係は示されなかった（rs(80)= － .14 ～ .16, ns.）
。

考察
本研究では、親密な友人よりも優れている状況に対する自己の感情反応と主観的幸福感と
の関連について、大学生を対象に学期末試験のシナリオを用いて検討をおこなった。親密な
友人よりも優れていることに対する自己の感情反応として、Exline & Lobel(2001) や下田
(2010, 2011) で用いられた感情項目を基に検討した結果、下田 (2010, 2011) と同様に、高揚的
ポジティブ感情、共感的ネガティブ感情、賞賛的ポジティブ感情の３因子が示唆された。そ
して、他者関与度が高い場合には、相対的に、高揚的ポジティブ感情が低く、共感的ネガティ
ブ感情が高かったが、他者関与度が低い場合には、相対的に、賞讃的ポジティブ感情が高い
ことが示めされた。すなわち、本研究の調査対象者は、大学の授業の学期末試験において、
親密な友人よりも自己の方が結果が優れていた場合、その試験が親密な友人にとって重要で
あると認識している場合に（重要ではないと認識している場合と比べ）
、その友人よりも優
れていることに対する優越感（高揚的ポジティブ感情）をより低く報告し、また、友人が苦
痛を感じているのではないかといった不安（共感的ネガティブ感情）をより高く報告した。
逆に、その試験が親密な友人にとって重要ではないと認識している場合に（重要だと認識し
ている場合と比べ）
、その友人も誇らしく感じているといった喜び（賞賛的ポジティブ感情）
をより高く報告した。これらは、下田（2010, 2011）と一致する結果である。本研究では、
大学生にとってより身近であると考えられる大学での学期末試験の状況（e.g., 下田 , 2010）
のシナリオを用いて検討をおこない、資格試験を受ける状況のシナリオで検討をおこなった
下田（2011）の結果、および拡張自己評価維持モデルや STTUC フレームワークの観点と一
致する結果が示されたことから、本研究や先行研究の結果の妥当性がある程度示唆されたと
考えられる。しかしながら、全体的に、感情反応として、共感的ネガティブ感情と比べ、賞
賛的ポジティブ感情や高揚的ポジティブ感情といったポジティブ感情が高かった。この結果
は、親密な他者よりも優れていることに対して他者志向的なネガティブ感情がそれほど高く
ないことを示唆している。これに関しては、用いたシナリオで記載された遂行結果に関する
記述内容に原因があるかもしれない。すなわち、本研究で用いたシナリオでは、遂行結果と
して、「あなたのテストの結果は、相手よりもとても良い点数でした。
」と記述されており、
相手の結果については詳しく言及しなかったため、自分はとても優れていたが、相手もそれ
ほど悪い点数ではないと推測した可能性がある。そのため、その相手にとってもあまりネガ
ティブな状態であるとは推測しなかったのかもしれない。今後は、相手の得点についても明
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確に言及する必要があると思われる。
また、本研究では、主観的幸福感尺度を用いて、親密な友人よりも優れていることに対す
る個人の感情との関連を検討した。その結果、他者関与度低条件において、賞讃的ポジティ
ブ感情を感じるほど、主観的幸福感が高いことが示唆された。この結果を拡張自己評価維持
モデルの観点から解釈すると、親密な他者よりも優れている状況において、その他者に反映
過程が生起するという個人のポジティブな認識が高いことが、主観的幸福感と結びついてい
ると考えられる。すなわち、自己関与度が高く、他者関与度が低い遂行領域において親密な
他者よりも優れていることは、自己にとってポジティブな比較過程が生起し、同時に、相手
に反映過程が生起すると考えられるため、自己と親密な友人の双方にとってポジティブな事
態であると想定される。一方で、主観的幸福感との関連が示されなかった高揚的ポジティブ
感情と共感的ネガティブ感情は、
（他者関与度高領域で）親密な他者よりも優れていること
によって、相手にネガティブな比較過程が生起するため、相手にとってネガティブな状態に
あるという個人の認識によって影響される感情内容である。
これは、
自己にとってはポジティ
ブな状態であるが、親密な他者にとってはネガティブな状態、すなわち、自己と親密な他者
との関係性に対してネガティブな状態であるという認識に対する反応であると考えられ、関
係性維持を防衛するような反応であると考えられる。しかし、賞賛的ポジティブ感情は、自
己と親密な他者の双方にポジティブな状態、すなわち、自己と親密な他者との関係性にとっ
てポジティブな状態であるという認識に対する反応あり、関係性維持を促進するような反応
であると考えられる。本研究では、尺度間の相関関係のみからの検討であるため、他の様々
な剰余変数が影響している可能性が多大にあり、あくまで推測の域を出ないが、このように、
自己の方が優れていることが、自己と親密な友人、また、その関係性にとってポジティブな
事態であると推測し、他者からの賞賛的なポジティブ感情を感じることのできる傾向にある
個人、すなわち、そのように感じることのできる親密な友人との関係性を構築していること
が、自己と親密な他者の双方の適応に関連していると推察される。今後は、親密な友人に対
する共感的な反応と個人の主観的幸福感について、因果関係を特定できる方法を検討してい
く必要がある。
社会的望ましさ反応傾向との関連については、
自己の感情反応との関連が示されなかった。
このことから、本研究で検討された親密な友人よりも優れていることに対する共感的な反応
は、社会的望ましさ反応の影響を受けていないことが示唆される。しかしながら、本研究で
は、社会的望ましさ反応尺度項目の信頼性係数（Cronbach's α）が低かった。これに関し
ては、本研究において尺度の全項目を用いなかったためであると考えられる。そのため、今
後は全ての項目を用いた検討が必要であろう。
最後に、今後の展望について述べると、一つ目に、本研究では、他者よりも優れている状
況に焦点を当て、親密な他者に対する共感的な反応について検討したが、他者の方が優れて
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いる状況については検討する余地が残されていることが挙げられる。拡張自己評価維持モデ
ルにおいて、自己よりも親密な他者の方が優れている場合には、その遂行領域の他者関与度
が低い場合よりも、高い場合に、自己の相対的なポジティブ感情が高いと考えられている。
これは、他者関与度が高い場合には、親密な他者にポジティブな比較過程が生起しポジティ
ブな事態となるが、他者関与度が低い場合には、ポジティブな比較過程が生起せず、相対的
にポジティブな事態となり得ないという個人の認識を示している。このことから、親密な他
者に対する共感的な反応としては、相手が喜びを感じていることに対して自己も喜びを感じ
るといったようなポジティブ感情があると考えられ、これは特に他者関与度が高い場合に示
されると推測される。他者関与度が低い場合には、親密な他者が喜びを感じていると、自己
は考え難いため、そのようなポジティブ感情は相対的に低く、特にその遂行領域の自己関与
度が高い場合には、
自己にネガティブな比較が生起し得るため、
自己が親密な他者よりも劣っ
ていたことによって、自己評価維持の低下によるネガティブ感情が高まるかもしれない。こ
のように、自己が優れている状況だけでなく、親密な他者の方が優れている状況の両側面か
ら検討する必要があると考えられる。
二つ目に、本研究で示された感情の適応的意義について検討する必要性があることが挙げ
られる。親密な友人にとって重要な領域で優れていることは、関係性として好ましい状態で
はないため、自己に生起した共感的ネガティブ感情が、他者関与度や自己関与度の認識の変
化や遂行調整をもたらし、それによって親密な友人との関係性が安定するということも考え
られる。例えば、
他者関与度高領域において自己の方が優れている際に生じる共感的ネガティ
ブ感情は、その遂行領域に関して親密な他者に援助を提供し、親密な他者の遂行をより高め
ようとする、その遂行領域では親密な他者よりも劣っているように振る舞うといった関係維
持行動に機能すると考えられる。また、他者関与度低領域において自己の方が優れている際
に生じる賞讃的ポジティブ感情は、その遂行領域において個人に更なる努力を促し、それに
よって、親密な他者に反映過程のベネフィットをより生み出すことができるといった自己と
親密な他者の関係性をより良い方向に促進させる機能を持つかもしれない。このように、感
情反応が親密な友人との関係性維持にどのように機能しているのかについて、
今後、
他の様々
な側面から検討を行う必要がある。
三つ目に、性差と文化差について検討の必要性が挙げられる。性差に関して言えば、先行
研究において、同性友人との相互作用スタイルや親和動機に関する性差が指摘されてきた
（e.g., Karweit & Hansell, 1983; Maccoby, 1990; Savin-Williams, 1979）
。例えば、Karweit &
Hansell（1983）は、青年期の同性との友人関係の相互スタイルについて検討し、男性は友
人関係において力関係によって階層化された縦型の関係を形成する傾向にあるが、女性は平
等主義的な横型の関係を形成する傾向にあることが示されている。また、自己評価維持モデ
ルのあてはまりの良さにも性差があることが示されており、女性よりも男性の方が自己評価
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維 持 を 志 向 し た 反 応 を 示 す こ と が 指 摘 さ れ て い る（e.g., 磯 崎・ 高 橋 , 1988; Tesser,
Campbell, & Smith, 1984）
。このような性差の理由について磯崎・高橋（1988）は、女性の
達成動機の低さや親和動機の高さを指摘している。このようなことから、本研究で得られた
知見においても、男性よりも女性の方が、全般的に他者との関係性維持を志向し、共感的な
反応を示しやすいと考えられるが、親密な友人との関係においても、このような性差が示さ
れるかどうかについて検討する必要があると思われる。
また、文化差に関しては、自己高揚傾向には、文化差があることが指摘されており、日本
を始めとする東アジア文化では、欧米で示されてきた自己高揚傾向に関する知見と必ずしも
一致しないことが報告されている（e.g., 遠藤 , 1995）
。本研究で得られた知見が、こうした
文化的要因にどの程度規定されるのかについて、今後、比較文化的な検討を行うことによっ
て、より有用な知見が得られると考えられる。

注
1)

本論文は、筆者の 2010 年度博士学位論文の一部の研究を再分析したものである。また、本研
究の一部は、日本グループ・ダイナミックス学会第 58 回大会において発表された。

2)

第二調査の質問紙で、第一調査で挙げた人物と同一人物を挙げるように教示した。ここで記
入されたイニシャルで、第一調査と第二調査で同一人物が挙げられているかどうかを確認し
た。本研究の分析対象者 81 名は、全て同一人物を挙げていることが確認された。
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The relationship between subjective well-being and
affective reactions to outperforming close fiends
SHIMODA, Shunsuke
Outperforming others, although privately satisfying, can be a source of interpersonal
strain (Exline & Lobel, 1999). Based on the STTUC framework (Exline & Lobel, 1999) and
the extended self-evaluation maintenance model (Beach & Tesser, 1995) , this study
investigated whether (empathic) affective responses to outperforming close friends were
related to the outperformer's subjective well-being. Participants (n=98) imagined situations
that they are superior to close friends in the final exam at the university which was either
highly important to close friends (high other-relevant domain) or less important to them
(low other-relevant domain). After they reported affective reactions to these occasions,
they completed Subjective Well-Being Scale and Balanced Inventory of Desirable
Responding. As a result, participants reported less private pleasure about outperformance
(e.g.,“happy about being ahead of them”), and more empathic distress (e.g.,“concerned
about hurting their feelings”) in high other-relevant domain relative to low other-relevant
domain. Furthermore, they reported more empathic joy (e.g.,“happy about making them
feel‘pride in other’”) in low other-relevant domain relative to high other-relevant
domain. Participants’subjective well-being was associated with high empathic joy about
outperformance in high other-relevant domain. It was suggested that these affective
reactions were not related to social desirability.
Keywords: social comparisons, affective responses, empathy, close friendships, subjective
well-being
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