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Relationship between positive relationship-oriented
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－ Development and validation

of the Positive Relationship-Orientated Coping Scale－
          

加　藤　　　司  
Tsukasa KATO

問題と目的

　ストレスフルな状況の一つに、対人関係に起因したイベント、すなわち、対人ストレスイベン

トがある。対人ストレスイベントは最も遭遇頻度の高いストレスフルな状況であり（Maybery & 

Graham, 2001）、この対人ストレスイベントに対する対処行動、すなわち、対人ストレスコーピン

グに関する研究は、重要な研究分野のひとつである。

　加藤（2000, 2003a）は、国内外において、はじめて、対人ストレスコーピングという学術用語を

提唱し、対人ストレスコーピングの個人差を測定するための対人ストレスコーピング尺度を作成し

ている。加藤（2000）は、まず、大学生を対象にした自由記述によって、項目を収集した。得られ

た項目をKJ法によって整理し、仮の対人ストレスコーピング尺度を作成した。この仮の対人ストレ

スコーピング尺度に対して、大学生541名を対象にデータを収集し、項目分析、探索的因子分析の結

果、3因子34項目を抽出し、対人ストレスコーピング尺度を作成した。加藤（2000）の研究では、対

人ストレスイベントを友人関係に限定していたが、加藤（2003a）の研究では、対人ストレスイベ

ントを対人関係全般に拡大し、2,574名のデータによって、対人ストレスコーピング尺度の因子的妥

当性を確認している。対人ストレスコーピング尺度の信頼性は、再検査法、内的整合性によって検

証されている（加藤, 2004参照）。妥当性は、内容的妥当性、収束的妥当性、弁別的妥当性によって

確認されている（加藤, 2004参照）。

　対人ストレスコーピング尺度は、ポジティブ関係コーピング（16項目）、ネガティブ関係コーピン

グ（10項目）、解決先送りコーピング（8項目）の3つの下位尺度を有することが明らかにされている（加

藤, 2000, 2003a）。ポジティブ関係コーピングは、ストレスフルな対人関係に対して、その関係を積
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極的に改善・維持しようとする方略群である（項目例、積極的に話をするようにした。Appendix参

照）。ネガティブ関係コーピングは、ストレスフルな対人関係に対し、その関係を積極的に放棄・崩

壊しようとする方略群である（項目例、かかわり合わないようにした）。解決先送りコーピングは、

ストレスフルな関係に対し、時間が解決するのを待つような方略群である（項目例、何もせず、自

然の成り行きに任せた）。これまで、ポジティブ関係コーピングと精神的健康との関連性を検証した

多くの研究が報告されている（加藤, 2004）。それらの結果をまとめたものがTable 1とTable 2である。

Table 1は精神的健康の指標が肯定的な指標の研究であり、Table 2は精神的健康の指標が否定的な指

標の研究である。Table 1からわかるように、ポジティブ関係コーピングと幸福感のような指標との

間には有意な関連性が報告されない傾向にあるが、友人関係の満足感との間に正の関連性がみられ

た報告が多い。Table 2からわかるように、対人関係と直接関係している孤独感との間には、負の関

連性が報告されているようであるが、そのほかの指標との間には、正の関連性あるいは、有意な関

連性が報告されていない。これらのことから、関係の満足感や孤独感など、対人関係と直接関係し

ている指標に関しては、ポジティブ関係コーピングの使用頻度が高いほど、主観的な関係が良好で

あるといえる。実際、加藤（2002c）の研究では、ポジティブ関係コーピングの使用が、それを観察

した他者の好感度をあげることを実証している。しかし、対人関係と直接関連している精神的健康

の指標以外の指標との間には、一貫した結果が得られていない。

Table 1  ポジティブ関係コーピングと精神的健康との関連性の研究報告（肯定的指標）

精神的健康の指標 対象（対人ストレスイベント） 標本数 出典 結果

Quality of Life 学生（人間関係） 217 加藤（1999） ―

ハッピネス 男子大学生（人間関係） 156 友野・橋本（2004a） ―

ハッピネス 女子大学生（人間関係） 153 友野・橋本（2004a） 正

ハッピネス 男子大学生（人間関係） 117 友野・橋本（2004b） ―

ハッピネス 女子大学生（人間関係） 118 友野・橋本（2004b） ―

ハッピネスの増加量 短・大学生・大学院生（人間関係） 328 伊澤（2004） ―

職務のやる気 アルバイト学生（職場の人間関係） 109 加藤（2002a） 正

職務満足感 アルバイト学生（職場の人間関係） 109 加藤（2002a） 正

友人関係満足感 男子大学生（友人関係） 164 加藤（2000） 正

友人関係満足感 女子大学生（友人関係） 193 加藤（2000） 正

友人関係満足感 短・大学生（友人関係） 282 加藤（2001a） 正

友人関係満足感 短・大学生（人間関係） 493 加藤（2002b） 正

注　「正」は正の関連性が報告されたことを、「―」は有意な関連性がみられなかったことを示す。
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Table 2  ポジティブ関係コーピングと精神的健康との関連性の研究報告（否定的指標）

精神的健康の指標 対象（対人イベント） 標本数 出典 結果

孤独感 短・大学生（人間関係） 493 加藤（2002b） 負

孤独感 短・大学生（人間関係） 299 加藤（2002c） 負

ストレス反応 大学生（人間関係） 481 加藤・今田（2000a） ―

ストレス反応 短・大学生（友人関係） 282 加藤（2001a） ―

ストレス反応 短・大学生（人間関係） 493 加藤（2002b） ―

ストレス反応 大学生（人間関係） 238 加藤（2003b） ―

ストレス反応 看護学生（友人関係） 172 加藤（2003c） ―

ストレス反応 看護師（対患者関係） 102 加藤（2006） ―

ストレス反応 男子大学生（人間関係） 156 友野・橋本（2004a） ―

ストレス反応 女子大学生（人間関係） 153 友野・橋本（2004a） ―

ストレス反応 男子大学生（人間関係） 117 友野・橋本（2004b） 正

ストレス反応 女子大学生（人間関係） 118 友野・橋本（2004b） ―

ストレス反応（情動） 男子大学生（友人関係） 164 加藤（2000） ―

ストレス反応（情動） 女子大学生（友人関係） 193 加藤（2000） ―

ストレス反応（情動） 大学生（人間関係） 221 加藤（2001b） ―

ストレス反応（認知・行動） 男子大学生（友人関係） 164 加藤（2000） ―

ストレス反応（認知・行動） 女子大学生（友人関係） 193 加藤（2000） ―

ストレス反応（認知・行動） 大学生（人間関係） 221 加藤（2001b） ―

ストレス反応（身体） 男子大学生（友人関係） 164 加藤（2000） 正

ストレス反応（身体） 女子大学生（友人関係） 193 加藤（2000） ―

ストレス反応（身体） 大学生（人間関係） 221 加藤（2001b） ―

不安 大学生（人間関係） 238 加藤（2003b） ―

不安 短・大学生（人間関係） 271 加藤（印刷中） ―

抑うつ 大学生（人間関係） 238 加藤（2003b） ―

抑うつ 男子大学生（友人関係） 164 加藤（2000） ―

抑うつ 女子大学生（友人関係） 193 加藤（2000） 正

不安 短・大学生（人間関係） 271 加藤（印刷中） ―

失恋からの回復期間 専門・大学生（片思い） 151 加藤（2003d） ―

失恋からの回復期間 専門・大学生（離愛） 167 加藤（2003d） 正

注　「正」は正の関連性が報告されたことを、「負」は負の関連性が報告されたことを、「―」は有意な関連性が
みられなかったことを示す。
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　このような問題が生じる原因のひとつとして、ポジティブ関係コーピングを構成する下位概念が

いくつか存在し、それぞれの下位概念と精神的健康との関連性が一貫していない可能性が指摘され

ている。加藤（2002d）の対人ストレス過程における社会的相互作用理論によれば、ポジティブ関係

コーピングを構成している概念には、肯定的評価、相談、内省、接近行動、自己主張、相手への理

解があり、それぞれ、異なる2つのプロセスを経て精神的健康に影響を及ぼしている。第一のプロセ

スは、コーピングの選択が直接、精神的健康に影響を及ぼす過程であり、第二のプロセスは、コー

ピングの選択が、人間関係を変化させることによって、間接的に精神的健康に影響を及ぼす過程で

ある。実際、加藤（2002c）によって、この対人ストレス過程における社会的相互作用理論の妥当性

が実証されている。

　しかし、加藤（2002d）の研究では、以下のような問題点がある。第一に、対人ストレスコーピン

グ尺度の下位尺度であるポジティブ関係コーピング尺度を用い、主観的な評定によって、下位概念

を構成していること。第二に、それぞれの下位概念と精神的健康との関連性に関して、改めてデー

タを収集し、分析を行っていないことがあげられる。

　そこで、本研究では、ポジティブ関係コーピングは、いくつかの下位概念が存在するという加藤

（2002d）の仮説を検証し、それぞれの下位概念と精神的健康との関連性を検討する。そのため、2

つの研究を行う。まず、ポジティブ関係コーピングは、いくつかの下位概念が存在するという加藤

（2002d）の仮説を検証するために、新たに、拡張版ポジティブ関係コーピング尺度を作成する。新

たに、尺度を作成するのは、対人ストレスコーピング尺度の下位尺度であるポジティブ関係コーピ

ング尺度の項目数は16項目と少なく、対人ストレスコーピング尺度作成過程において、重要なポジ

ティブ関係コーピング項目が欠落している可能性があるからである。次に、作成した拡張版ポジティ

ブ関係コーピング尺度を用いて、ポジティブ関係コーピングの下位概念と精神的健康との関連性を

検証する。

研究　１

目的
　予備調査によって、ポジティブ関係コーピング尺度の項目を収集し、収集した項目を用い、項目

分析によって、拡張版ポジティブ関係コーピング尺度を作成する。

方法
予備調査　ポジティブ関係コーピングに関する項目を抽出するため、284名の大学生を対象に、以下

の教示に対する自由記述を求めた。『今まで、人間関係で生じるストレスを経験したことがあると思

います。人間関係で生じるストレスとは、例えば、「けんかをした」、「誤解された」、「何を話してい

いのか、わからなかった」、「自分のことを、どのように思っているのか気になった」、「自慢話や、
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愚痴を聞かされた」、「嫌いな人と話をした」などの経験によって、緊張したり、不快に感じたりし

たことを言います。あなたが、実際に経験した人間関係で生じたストレスに対して、その関係を維

持したり、改善したりするために、行ったことを書いてください。いくつでもかまいません』。

　その結果、ネガティブ関係コーピング、解決先送りコーピングに関する項目を除く、266項を抽出

することができた1。さらに、収集した266項目は、表現が類似している項目を集約し、85項目となっ

た。

被調査者と手続き　2002年、大学生302名（女性111名、男性191名、平均20.18歳、標準偏差1.80）を

対象に、予備調査で収集した85項目を用いた質問紙調査を実施した。

質問紙　対人ストレスコーピング尺度（加藤, 2000, 2003a）の下位尺度であるポジティブ関係コーピ

ング尺度16項目（Appendix）および、自由記述によって得られたポジティブ関係コーピング項目85

項目によって構成されていた。すべての項目は以下の教示のもと評定を求めた。なお、これらの項

目は4件法（よくあてはまる、あてはまる、すこしあてはまる、あてはまらない）によって評定させ、

それぞれ3－0点とし、得点化した。得点が高いほど、コーピングの使用頻度が高いとした。

教示　「今まで、人間関係で生じるストレスを経験したことがあると思います。人間関係で生じるス

トレスとは、例えば、「けんかをした」、「誤解された」、「何を話していいのか、わからなかった」、「自

分のことを、どのように思っているのか気になった」、「自慢話や、愚痴を聞かされた」、「嫌いな人

と話をした」などの経験によって、緊張したり、不快感を感じたりしたことを言います。あなたが、

実際に経験した人間関係で生じたストレスに対して、普段、どのように考えたり、行動したりしま

したか。」

結果と考察
　まず、項目の回答率に偏りのある4項目を除外した。次に、対人ストレスコーピング尺度の下位尺

度であるポジティブ関係コーピング尺度得点との間の積率相関係数が有意でない11項目を除外し、

項目数は70項目となった。

　次に、この70項目とポジティブ関係コーピング16項目、計86項目を用いて共通性の初期値をSMC

とした反復主因子法を行い、固有値の減退率および、解釈のしやすさをもとに、8因子を仮定した。

さらに、項目を厳選するために、8因子構造を仮定し、因子分析（反復主因子法、promax回転）を

繰り返し、36項目を抽出した（Table 3）。



東洋大学社会学部紀要　第44-1号（2006年度）

90

Table 3  拡張版ポジティブ関係コーピング尺度の因子パターン（ promax 回転）

番号 項目内容 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 h2

F1  自己抑制
74 相手の顔色をうかがうようにした .81 .12 .01 －.06 .10 －.01 －.14 －.03 .64 
31 相手の機嫌が悪くならないように努力した .72 .10 .17 .01 .02 －.08 －.07 －.08 .54 
37 話をあわせるようにした .68 －.11 .04 18 －.11 .08 .10 .08 .60 
10 我慢して、つき合うようにした .60 －.06 －.06 －.02 .06 －.02 －.08 .15 .31 
53 気にさわることを言わないようにした .58 .03 －.02 .12 －.10 .15 .01 －.04 .45 
30 自分の気持ちを抑えるようにした .48 －.13 －.01 －.13 －.06 .07 .20 .16 .32 

F2  サポ－ト希求
42 誰かに相談した －.01 1.03 .02 －.10 －.10 －.03 .06 －.10 .85 
33 友人などに相談した －.02 .80 －.09 .16 －.04 －.02 －.05 .07 .72 
68 家族や恋人などに相談した －.02 .60 .21 .05 －.06 .04 －.01 －.03 .55 
46 客観的な意見を聞いてみることにした .06 .55 －.03 .01 .00 .09 .09 .06 .39 

F3  協調
35 お互いに歩み寄ることができるように努力した .12 －.10 .88 .01 .12 －.06 －.09 －.12 .71 
27 相手と向き合うようにした .02 －.02 .75 .03 .03 .10 .00 －.03 .68 
71 何を考えているのか聞いてみた .12 .10 .71 －.26 .05 －.02 －.02 .14 .53 
9 よく話し合うようにした －.09 .11 .55 .15 －.07 .03 －.10 .16 .61 

17 本音で話をするようにした －.23 .01 .51 .08 －.07 .17 .00 .19 .55 
F4  他者への接近

C8 たくさんの友人を作ることにした －.09 .01 －.09 .92 －.05 .05 04 －.16 .66 
55 友達を増やすように努力した .10 －.10 .01 .83 －.06 －.06 .04 .05 .67 

3 いろいろな人と、つき合うようにした .02 .12 －.06 .73 .07 .04 －.07 .00 .62 
61 多くの人に話をするようにした .14 .08 .07 .51 .11 －.09 －.05 .16 .52 

F5  肯定的解釈
C21 人間として成長したと思った .01 －.05 .04 .10 .79 .00 －.02 －.07 .67 
C17 この経験で何かを学んだと思った .02 .10 －.12 －.13 .75 .13 .00 .06 .60 

66 いい経験をしたと思うようにした －.09 －.11 .22 .04 .67 .04 .17 －.15 .61 
C32 これも社会勉強だと思った .01 －.20 .11 －.02 .39 .06 .00 .09 .20 

F6  内省
80 人のことを考えて行動するようにした .04 －.04 .21 .01 －.20 .68 .19 －.11 .62 

C9 反省した .08 .02 －.04 .01 .15 .60 －.11 .02 .48 
C1 自分のことを見つめ直した －.02 －.04 －.20 .03 .31 .60 －.17 09 .44 

75 よく考えてみた －04 .08 .14 －.16 .19 .57 .04 －.03 .54 
56 人の気持ちを考えるようにした .15 .05 .12 .09 －.04 .57 .03 －.09 .57 

F7  気晴らし
47 自分の趣味に没頭した －.05 －.03 －.07 .00 －.09 .02 .84 .08 .68 
59 他の事に打ち込んだ －.05 .03 －.06 －.01 .10 －.03 .80 .01 .65 
67 何か楽しいことをするようにした .07 .12 .10 .21 .26 －.12 .46 －.08 .57 
29 好きな曲を聴いた .06 .26 －.14 －.07 .13 .09 .34 .12 .28 

F8  自己主張
57 相手の悪い点を指摘した .07 .05 .13 －.15 －.07 －.08 .02 .77 .55 
60 自分が悪くないことをアピ－ルした .22 －.11 －.12 .05 .00 .01 .14 .66 .44 

C19 自分の意見を言うようにした －.22 .03 .06 .13 .04 .16 －.09 .44 .44 
82 言いたい事を言うようにした －.14 .06 .21 12 .14 －.18 .07 .39 .47 

因子寄与 3.63 5.37 6.42 5.75 4.68 4.95 2.92 3.36 
内的整合性（α） .82 .85 .86 .85 .77 .81 .76 .72

F1  自己抑制 .01 .09 .17 .13 .38 .30 －.19 
F2  サポート希求 .54 .51 .37 .38 .14 .37 
F3  協調 .56 .47 .55 .10 .36 
F4  他者への接近 .40 .28 .34 .41 
F5  肯定的解釈  .39 .23 .31 
F6  共感 .12 .09 
F7  気晴らし .15 

注　0.35以上の因子負荷量をゴシック体で表記した。
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　第1因子は「相手の顔色をうかがうようにした」、「相手の機嫌が悪くならないように努力した」な

ど6項目からなり、「自己抑制」とした。第2因子は「誰かに相談した」、「友人などに相談した」など

4項目からなり、「サポート希求」とした。第3因子は「相手と向き合うようにした」、「お互いに歩み

寄ることができるように努力した」など5項目からなり、「協調」とした。第4因子は「友達を増やす

ように努力した」、「いろいろな人と、つき合うようにした」など4項目からなり、「第三者への接近」

とした。第5因子は「いい経験をしたと思うようにした」、「人間として成長したと思った」など4項

目からなり、「肯定的解釈」とした。第6因子は「人のことを考えて行動するようにした」、「反省した」

など5項目からなり、「内省」とした。第7因子は「自分の趣味に没頭した」、「他の事に打ち込んだ」

など4項目からなり、「気晴らし」とした。第8因子は「相手の悪い点を指摘した」、「自分が悪くない

ことをアピ－ルした」など4項目からなり、「自己主張」とした。これらのことから、ポジティブ関

係コーピングには、少なくとも、8つの下位概念が存在することが明らかになった。

　拡張版ポジティブ関係コーピング尺度の下位尺度得点の内的整合性はα=.72－.86であり、対人ス

トレスコーピング尺度の下位尺度の内的整合性と比較し、十分な値であった（加藤, 2004）。なお、

Table 3の因子寄与は、因子と質問項目との相関係数を用いて算出した値である。

　拡張版ポジティブ関係コーピング尺度の下位尺度得点の記述統計量はTable 4に示したとおりであ

る。拡張版ポジティブ関係コーピング尺度得点に性差がみられるかどうか、t検定を行った。その結果、

サポート希求得点（t= 5.24, p< .001）、気晴らし得点（t= 2.16, p< .05）、自己主張得点（t= 2.31, p< 

.05）において、有意な差がみられた。すなわち、女性のほうがサポート希求の使用頻度が高く、男

性のほうが気晴らし、自己主張の使用頻度が高いことが明らかになった。これまでの研究では、対

人ストレスコーピング尺度の下位尺度であるポジティブ関係コーピングの使用頻度は、男性より女

性のほうが高いという報告がなされていた（加藤, 2000, 2003a）。本研究によって、ポジティブ関係

コーピングを構成する下位概念によって、使用頻度が異なることが明らかになった。

Table 4  拡張版ポジティブ関係コーピング尺度の記述統計量

下位尺度 男性（N=191） 女性(N=111) t 値

Mean SD Mean SD

F1 自己抑制 9.16 4.06 8.52 4.21 1.39 

F2 サポート希求 5.09 3.26 7.01 3.40 －5.24 ***

F3 協調 5.69 3.64 5.61 3.84 0.19 

F4 第三者接近 4.82 3.34 4.50 2.97 0.91 

F5 肯定的解釈 6.28 3.13 6.19 3.37 0.25 

F6 内省 8.91 3.09 9.08 3.70 －0.46 

F7 気晴らし 6.61 3.18 5.86 3.20 2.16 *

F8 自己主張 5.23 2.81 4.51 2.81 2.31 *

* p< .05  *** p< .001
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研究　２

目的
　研究 2では、ポジティブ関係コーピングの下位概念と精神的健康との関連性を検証する。本研究

では、精神的健康の指標として心理的ストレス反応を測定する。そもそも、ストレス研究における

目的は、ストレス反応の抑制・低減にある。そこで、本研究では、精神的健康の指標として、心理

的ストレス反応を用いることとする。

方法
被験者と手続き　2003年、大学生337名（女性145名、男性192名、平均20.08歳、標準偏差1.59）を対

象に質問紙調査を実施した。

質問紙　質問紙は、対人ストレスコーピング尺度（加藤, 2000, 2003a）、研究 1で作成した拡張版ポ

ジティブ関係コーピング尺度36項目、心理的ストレス反応尺度（SRS-18：鈴木・嶋田・三浦・片柳・

右馬・坂野, 1997）によって構成されていた。対人ストレスコーピング尺度および、拡張版ポジティ

ブ関係コーピング尺度は、同一の教示により回答を求めた。教示は研究 1と同一である。

　心理的ストレス反応尺度（SRS-18：鈴木ら, 1997）は、抑うつ・不安、不機嫌・怒り、無気力の3

つの下位尺度を有し、それぞれ６項目、計18項目から構成されている。ここ最近の身体の状態につ

いて回答を求めた。

　これらの項目は、4件法（よくあてはまる、あてはまる、すこしあてはまる、あてはまらない）に

よって評定させ、3－0点とした。得点が高いほど、コーピングの使用頻度、心理的ストレス反応が

高いとした。

結果と考察
　分析に先立ち、拡張版ポジティブ関係コーピング尺度の因子構造を検証するために、3因子構造を

仮定した因子分析（反復主因子法、promax回転）を行った結果、研究 1とほぼ同様の因子パターン

が得られた。次に、対人ストレスコーピング尺度の因子構造を検証するために、3因子構造を仮定し

た因子分析（反復主因子法、promax回転）を行った結果、加藤（2000, 2003a）とほぼ同様の因子パ

ターンが得られた。

妥当性の検証　まず、拡張版ポジティブ関係コーピング尺度36項目、および対人ストレスコーピン

グ尺度34項目に対して、3因子構造を仮定した因子分析（反復主因子法、promax回転）を行った結

果、拡張版ポジティブ関係コーピング尺度のすべての項目が対人ストレスコーピング尺度の下位尺

度であるポジティブ関係コーピングに最も高い負荷を示した。これらのことは、拡張版ポジティブ

関係コーピング尺度を構成するそれぞれの項目が、ポジティブ関係コーピングであることを示して

いる。さらに、拡張版ポジティブ関係コーピング尺度の下位尺度得点、加藤（2002d）におけるポジ

ティブ関係コーピングの下位概念得点（対人ストレスコーピング尺度得点を用いて算出）を用いて、
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8因子構造を仮定した因子分析（反復主因子法、promax回転）を行った。その結果がTable 5である。

加藤（2002d）が提唱したポジティブ関係コーピングの6つの下位概念は、拡張版ポジティブ関係コー

ピング尺度のいずれかの下位尺度に包括された。すなわち、対人ストレスコーピング尺度の下位尺

度であるポジティブ関係コーピングは、拡張版ポジティブ関係コーピング尺度に包括されることが

示唆された。

Table 5  拡張版ポジティブ関係コーピング尺度の下位尺度とポジティブ関係コーピング尺度の

下位概念による因子分析の結果

番号 下位尺度と下位概念 Fa 1 Fa 2 Fa 3 Fa 4 Fa 5 Fa 6 Fa 7 Fa 8

肯定的評価（P） 1.00 .01 －.01 .01 .01 －.05 .01 .01 

F 5 肯定的解釈 .96 －.02 .01 .00 －.04 .02 －.05 .07 

相談（P） .02 1.07 －.03 .02 .03 －.08 .04 －.16 

F2 サポート希求 －.03 .80 .05 －.07 －.06 .09 －.06 .19 

内省（P） －.02 .02 1.07 .02 .05 －.11 －.03 －.08 

F6 内省 .04 －.02 .73 －.05 －.08 .19 .04 .16 

接近行動（P） .03 －.06 .00 1.04 －.07 .04 －.04 －.01 

F4 第三者接近 －.06 .13 －.07 .53 .06 .04 .00 .33 

F8 自己主張 .01 －.01 －.06 －.18 .96 .08 －.05 .15 

自己主張（P） －.05 －.02 .12 .30 .64 －.07 .03 －.07 

F4 協調 －.02 －.01 －.01 .09 .05 .95 .00 －.17 

相手への理解（P） .20 .08 .02 .14 .16 .25 .09 －.09 

F1 自己抑制 －.02 －.01 －.01 －.04 －.03 .01 .99 .07 

F7 気晴らし .12 －.03 .00 .06 .10 －.19 .08 .56 

注　Pは加藤（2002d）によって提唱されたポジティブ関係コーピングの下位概念。

　また、拡張版ポジティブ関係コーピング尺度の下位尺度得点と対人ストレスコーピング尺度の下

位尺度得点との積率相関係数を算出した（Table 6）。拡張版ポジティブ関係コーピング尺度の下位

尺度得点と対人ストレスコーピング尺度の下位尺度であるポジティブ関係コーピング尺度得点との
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間に有意な正の相関がみられた（r = .30－.70, p< .001）。このことは、拡張版ポジティブ関係コーピ

ング尺度がポジティブ関係コーピングを測定していることを示唆している。

Table 6  拡張版ポジティブ関係コーピング尺度と対人ストレスコーピング尺度との相関係数

対人ストレスコーピング尺度

下位尺度 ポジティブ ネガティブ 先送り

F1：自己抑制 .30 *** .02 .22 ***

F2：サポ－ト希求 .55 *** －.13 * －.04 

F3：協調 .69 *** －.21 *** .03 

F4：他者への接近 .63 *** －.10 .20 ***

F5：肯定的解釈 .70 *** .08 .19 ***

F6：内省 .64 *** －.13 * .00 

F7：気晴らし .30 *** .16 ** .25 ***

F8：自己主張 .46 *** .28 *** .12 *

* p< .05  ** p< .01  *** p< .001

注　ポジティブ：ポジティブ関係コーピング、ネガティブ：ネガティブ関係コーピング、

先送り：解決先送りコーピング。

心理的ストレス反応との関連性　分析に先立ち、対人ストレスコーピングと心理的ストレス反応と

の関連性を検証するために、8つの観測変数を有するポジティブ関係コーピング、3つの観測変数を

有する心理的ストレス反応を潜在変数とし、ネガティブ関係コーピング、解決先送りコーピングを

観測変数とした構造方程式モデリングを行った。その結果がFigure 1である。誤差相関を仮定し、

モデルの適合度をあげた結果、GFI= .952、AGFI= .892、NFI= .934、CFI= .957、RMSEA= .065で

あり、本研究で仮定したモデルの適合度は比較的よいといえる。対人ストレスコーピングの下位尺

度から心理的ストレス反応への因果係数は以下のとおりであった。ポジティブ関係コーピング得点

から心理的ストレス反応得点に、有意な正の影響がみられた（因果係数= .23, p< .001）。すなわち、

ポジティブ関係コーピングを用いるほど、心理的ストレス反応が高いことが示唆された。ネガティ

ブ関係コーピング得点から心理的ストレス反応得点に、有意な正の影響がみられた（因果係数= .42, 
p< .001）。すなわち、ネガティブ関係コーピングを用いるほど、心理的ストレス反応が高いことが示

唆された。解決先送りコーピング得点から心理的ストレス反応得点に、有意な正の影響がみられた

（因果係数= －.14, p< .05）。すなわち、解決先送りコーピングを用いるほど、心理的ストレス反応が

低いことが示唆された。これらの結果は、対人ストレスコーピングに関する先行研究（加藤, 2004）

と一致しており、本研究結果は妥当であるといえる。

　拡張版ポジティブ関係コーピング尺度と心理的ストレス反応尺度との関連性を検証するために、
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両変数間の積率相関係数および、偏相関係数を算出した。偏相関係数の統制変数は、拡張版ポジティ

ブ関係コーピング尺度の下位尺度得点である。性差により、若干のことなりがみられたため、積率

相関係数および、偏相関係数を男女別に示した（Table 7, Table 8）。男女ともに、自己抑制と心理

的ストレス反応との間に有意な正の相関、偏相関がみられた。また、男性では自己主張、女性では

気晴らしと心理的ストレス反応との間に有意な正の相関、偏相関がみられた。すなわち、ストレス

フルな状況を引き起こした相手に対して、配慮するようなコーピングの使用頻度が高いほど、心理

的ストレス反応が高いことが明らかになった。

F2

e 2

F3

e 3

F4

e 4

F5

e 5 

F6

e 6

F7

e 7 

F8

e 8 

F1

e 1

e 9 

e 10 

S1

e 11

S2

e 12 

S3

e 13 

.14*

.23***

.42***

.94.80 .75

.40.63.74.70.48 .64 .64.57

1

2(45)=130.18, p< .001 
GFI= .952,  AGFI= .892 
NFI= .934,  CFI= .957 
RMSEA= .065 

Figure 1  対人ストレスコーピングが心理的ストレス反応に及ぼす影響

注　F1：自己抑制、F2：サポート希求、F3：強調、F4：第三者接近、F5：肯定
的解釈、F6：内省、F7：気晴らし、F8：自己主張、S1：抑うつ・不安、S2：
不機嫌・怒り、S3：無気力。

誤差相関は記載していない。
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Table 7  拡張版ポジティブ関係コーピング尺度得点と心理的ストレス反応得点との

積率相関係数および、偏相関係数（男性）

下位尺度 心理的ストレス反応

 合成 抑うつ・不安 不機嫌・怒り 無気力

Ｆ1 自己抑制 .20 ** .17 * .13 .23 **

.18 * .17 * .05 .24 ***

Ｆ2 サポ－ト希求 .05 .04 .16 * －.07 

－.04 －.03 .03 －.09 

Ｆ3 協調 .10 .12 .14 * .01 

－.03 .02 －.07 －.02 

Ｆ4 第三者接近 .06 .04 .17 * －.06 

－.06 －.08 .03 －.12 

Ｆ5 肯定的解釈 .19 ** .17 * .27 *** .06 

.11 .11 .17 * .01 

Ｆ6 内省 .11 .09 .12 .08 

－.04 －.06 －.03 .00 

Ｆ7 気晴らし .17 * .12 .25 *** .09 

.03 .00 .09 .00 

Ｆ8 自己主張 .21 ** .18 ** .25 *** .11 

.17 * .14 * .12 .17 *

* p< .05  ** p< .01  *** p< .001 
注　上段が積率相関係数、下段が偏相関係数。
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Table 8  拡張版ポジティブ関係コーピング尺度得点と心理的ストレス反応得点との

積率相関係数および、偏相関係数（女性）

下位尺度 心理的ストレス反応

 合成 抑うつ・不安 不機嫌・怒り 無気力

Ｆ1 自己抑制 .30 *** .35 *** .21 ** .25 **

.24 ** .24 ** .22 ** .18 *

Ｆ2 サポ－ト希求 .12 .16 .07 .09 

－.02 －.01 －.05 .00 

Ｆ3 協調 .10 .15 .05 .06 

.02 .03 .00 .02 

Ｆ4 第三者接近 .19 * .18 * .20 * .13 

.08 .03 .11 .09 

Ｆ5 肯定的解釈 .07 .12 .03 .02 

－.09 －.07 －.10 －.08 

Ｆ6 内省 .10 .23 ** －.04 .08 

－.05 .05 －.15 －.04 

Ｆ7 気晴らし .26 *** .27 *** .22 ** .20 *

.18 * .17 * .18 * .14 

Ｆ8 自己主張 .09 .04 .22 *** －.04 

.06 .02 .20 * －.07 

* p< .05  ** p< .01  *** p< .001

注　上段が積率相関係数、下段が偏相関係数。

総合的考察

　本研究の目的は、対人ストレスコーピング尺度（加藤, 2000, 2003）の下位尺度であるポジティブ

関係コーピングの下位概念と精神的健康との関連性を検証するために、拡張版ポジティブ関係コー

ピング尺度を作成し、拡張版ポジティブ関係コーピング尺度の下位概念と精神的健康との関連性を

検証した。

　因子分析によって、拡張版ポジティブ関係コーピング尺度は、自己抑制、サポート希求、第三者

への接近、肯定的解釈、内省、気晴らし、自己主張の8つの下位概念から構成されていることが実証

された。それぞれの下位概念は、対人ストレスコーピング尺度（加藤, 2000, 2003）の下位尺度であ

るポジティブ関係コーピングとの間に有意な正の相関がみられ、また、対人ストレスコーピング尺



東洋大学社会学部紀要　第44-1号（2006年度）

98

度（加藤, 2000, 2003）の下位尺度であるポジティブ関係コーピング項目は、拡張版ポジティブ関係

コーピング尺度の下位概念に集約されることが実証された。拡張版ポジティブ関係コーピング尺度

の下位概念と精神的健康との関連性に関しては、下位概念によって、精神的健康との関連性が異な

ることが明らかになった。具体的には、男女ともに、自己抑制の使用頻度が高いほど、心理的スト

レス反応が高いことが明らかになった。自己抑制はストレスフルな関係に直面しても、相手に気を

使い、配慮する方略であり、このような方略が、ネガティブな精神的健康に結びつくことが明らか

になった。

Appendix

　対人ストレスコーピング尺度の下位尺度としてのポジティブ関係コーピング項目および加藤

（2002d）における下位尺度概念

番号 項目内容 下位尺度概念

1 自分のことを見つめ直した 内省

2 相手を受け入れるようにした 相手への理解

4 相手の気持ちになって考えてみた 相手への理解

7 あいさつをするようにした 接近行動

8 たくさんの友人を作ることにした 接近行動

9 反省した 内省

11 相手の良いところを探そうとした 相手への理解

15 自分の存在をアピールした 自己主張

17 この経験で何かを学んだと思った 肯定的評価

18 積極的にかかわろうとした 接近行動

19 自分の意見を言うようにした 自己主張

21 人間として成長したと思った 肯定的評価

30 積極的に話をするようにした 接近行動

32 これも社会勉強だと思った 肯定的評価

33 友人などに相談した 相談

34 相手のことを良く知ろうとした 相手への理解
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付記

　本研究の一部は、日本心理学会第68回大会（2004年）において発表された。また、本研究の一部は、

日本学術振興会科学研究費特別研究員奨励費（課題番号00077）の援助を受けた。

【脚注】

1　明らかに、ネガティブ関係コーピングに関する項目は、「無視した」、「距離をおくようにした」など21項目
であった。明らかに、解決先送りコーピングに関する項目は、「成り行きに任せた」、「気にしないようにした」
など37項目であった。
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【Abstract】

Relationship between positive relationship-oriented
coping and psychological distress
－ Development and validation

of the Positive Relationship-Orientated Coping Scale－

Tsukasa KATO

　The Interpersonal Stress-Coping Inventory(T. Kato, 2000) was designed to assess 
an individual’s coping behavior with interpersonal distress. The inventory consists 
of 34 items with three subscale scores: positive relationship-oriented strategies, 
negative relationship-oriented strategies, and postponed-solution coping. The positive 
relationship-oriented strategies are coping behavior that is oriented more toward 
positive relationships. This study was developed the 34-item Positive Relationship-
Orientated Coping Scale and investigats the relationship between positive 
relationship-oriented strategies coping and self-reports of psychological distress. In 
study 1, factor analysis of the inventory items produced eight factors: self- restraint, 
seeking social support, cooperation，friend-making, positive reappraisal, self-
examination, distancing, and assertion. Study 2 demonstrated that self- restraint was 
associated positively with psychological distress response. These studies conclude that 
these findings have implications for future research examining positive relationship-
oriented coping as a factor in stress-moderation.


