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1. レスパイトの困難さ
『ケアする人だって不死身ではない―ケアギヴァーの負担を軽くするセルフケア』と邦訳された書

籍（原書名：CARING FOR YOURSELF WHILE CARING FOR OTHERS; Brammer & Bingea, 1999）が象徴

するように、ケア（世話／介護／看護／育児／配慮）をする人々もまた生身の人間であるから、滅私

奉公を継続するには、心身上、生物的な限界がある。休息を必要とする。そのような休息は、レスパ

イトと呼ばれる。

しかしレスパイトの実施、ましてや継続的実施となると困難も多い。一般の方々に読まれることが

想定された『知恵蔵』の記述の中で、社会福祉学者の中谷（2007）はレスパイトサービス（レスパイ

トケア)を次のように解説している。

「乳幼児や障害児・者、高齢者などを在宅でケアしている家族を癒やすため、一時的にケアを代替

し、リフレッシュを図ってもらう家族支援サービス。施設への短期入所や自宅への介護人派遣などが
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ある。日本では1976年に“心身障害児(者)短期入所事業”の名称で、いわゆるショートステイとして始

まった。身体障害者、知的障害者、児童、高齢者の各分野で、法に基づいたサービスを実施。当初は、

ケアを担っている家族の病気や事故、冠婚葬祭などの“社会的な事由”に利用要件が限定されていた

が、現在は介護疲れといった私的事由でも利用できる。」

そして引き続き「課題としては、サービス提供の場の多くが施設なので利用者の日常生活が崩れる

ことや、“家族がケアを休む必要性”の社会的認識が日本で低いことによる利用抵抗感が挙げられる。」

（引用内の“”は原文のまま）と端的にまとめている。

前述のうち、第１の課題である「サービス提供の場の多くが施設なので利用者の日常生活が崩れる

こと」は、ケアの場が変わること、そして人が変わることによる影響が、ケアの領域（介護、看病、

育児等）や症状、当事者の個別性等により様々であり、総括的に述べることはここでは差し控える。

本論文では、前述引用で中谷がまとめるような「“家族がケアを休む必要性”の社会的認識が日本で

低いことによる利用抵抗感」を以下で問題としてとりあげている。

さて片山（1998, 2002）は在宅介護における負担の構造を、一般の方、介護に携わったことのない第

３者にも理解しやすいように「直接介護者にかかる“８段の重石”モデル－直接介護者の行き詰まり

（息詰まり）」として整理した（①～⑧）。すなわち、A：ケアそのものの負担（①様々な実質的負担－

高齢者中心の生活、②要介護高齢者への対応困難の繰り返し、B：ケアプランの迷い・プラン実施上

の困難・見通しのもてなさ（③介護に関する意欲・迷い・意志決定と調整、④要介護高齢者からの拒

否・非協力・過度依存、⑤各種サービス利用の壁、C：人間関係悪化と調整（⑥別居親族や近隣から

の圧力、⑦人間関係の悪化及び人間関係の調整）、D：社会風土（⑧社会風土）、である。

そして片山（2002）は、前述のような社会的認識の低さを確認した後、介護の場へのサポート提供

（あるいは阻害）の可能性がある別居親族へ、介護者が定期的に状況を通知することを提言した。別居

親族にはしばしば、次に述べるような思考停止が生じがちでありそのために介護者との乖離が大きく

なりがちであるため、その予防のためである。

2. 「思考停止」という悪

一般に、規範意識の強さは、反社会的な行為の抑制、または向社会的な行為の促進の点では有用と

思われる。また規範意識の強さゆえに、自らの使命を信じることができ、当人がエンパワーメントさ

れることもある。このような有用性があるとしても、少なくとも、人が「他者に規範をおしつける」

ことは、その是非と内容実態が問われるべきである。在宅介護の領域において、当該高齢者と別居し

ふだん介護の面倒をみない親族がしばしば「もっとよい介護をせよ」と正義をふりかざし、同居し

日々介護をする人に対して規範をおしつけさらなる努力を求めること指摘し、片山（2002）はそれを

「他人はケアせよ」意識と名付けた。

介護をする当人はしばしば、介護を引き受けながら「自分はなぜ介護をするのか」を問い続け、自

らの状態に意味を見いだそうするのに対し（和気, 1998; pp.40-48）、介護に携わらない別居親族は「“あ

の人は”なぜ介護をするのか」を問い続けない。「あの人は○○だから（例：あの人は嫁だから）」と

介護をす「べき」判断、規範判断をした途端に、「だから当然あの人が介護すべき」となり、一切の思

考が停止する。このようにして問題（誰が介護をするか）は既に「解決済み」とされてしまう一方で、

介護の役からはずれた当人は「私はなぜ介護を“しない”のか」を問い続けない。既に舞台上の配役

は決定され、自分は傍観者席と発表され、ラベルが付けられた後だからである。
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それゆえ、介護者のレスパイトに配慮するなど、多くの場合、思いもよらない。

介護の領域に限らず、「○○なのだから我慢して当たり前」という固定的役割規範、「これまでもずっ

とそうしてきた」という前例による思考、等の思考停止は、事態の改善を阻むのである。そしてそれは、

次に述べるような休暇制度についても、同様である。

3. 休息軽視の現代日本社会

さて、先に中谷の指摘を引用して、家族がケアを休む必要性の社会的認識の低さを指摘したが、そ

の改善のための長い道筋と方策については、今すぐの効果が現れるものではないとしても、地道に包

括的に研究が継続されるべきである。

そもそも現代の日本では、ケア者に限らず誰もにとって、“休息”が、ある種の基本的権利と考えら

れず後回しにされている様子がみてとれる。このことは、(1)先進諸国中でも日本の際だつ長時間労働

―好況時でも不況時でも―、(2)多くはない１年20日の有給休暇さえ半分も消化されていないこと

（2008年で8.5日－正社員； 日本経済新聞2009年11月6日朝刊）、また(3)フランスやドイツ他の先進諸国

と比較して、日本の労働組合の交渉争点が労働時間短縮や休暇ではなく賃金であり続けたこと（野

田・和田, 1991; 野田, 1999）、(4)休暇に関わる法律制度改正は日本では積極的に取り組まれてこなかっ

たこと―日本では祝日に関わる小さな改正はあったが、連続して2週間の休暇をとらせなければならな

いILO132条条約批准の諸国の状態とは比ぶべくもない―等をみても明らかである。

日本全体をこのような“休息軽視”の風土が覆っている中では、「“家族がケアを休む必要性”の社

会的認識が日本で低い」ことは至極当然の帰結とも思われると同時に、困難だが突破すべき重い課題

が現代の日本に存在することが確認できる。

ただし余暇について、労働法学者の野田・和田（1991; p.200）は「ヨーロッパでも、19世紀初頭まで

は“休み”と“遊び”がある程度確保されており、その後の余暇が極度に切り詰められた時期を経て、

いわば揺り戻しの現在を迎えているのだった。」と歴史を振り返ったあとで、「そうしてみると、日本

がヨーロッパと違うのは、明治期以降の余暇の極度の切り詰めの時代を、種々の事情からまだ卒業し

きれていない、という点にあるのではないだろうか。」と問題を提起している。そして「たしかに現在

のヨーロッパと日本では、余暇の実状も余暇観も大きく隔たっているが、歴史を遡って考えてみると、

その本質に差異があるわけではない。」として「余暇について、日本人一般の特性を強調しすぎる議論

には、賛成できない」と結論づけている。

つまり野田らは「“日本人一般の特性”ゆえに日本では“休み”と“遊び”が確保されておらず確保

しようともしないことは必然なのだ」、とのものの見方を、不適切と否定しているのである。

実際、若い世代では余暇に対する意識が変わってきたことは、各種世論調査により明らかになって

いる。さて若い世代の考え方に、問題の突破口はあるであろうか。

4. 「健康生成論」と「“休み”“遊び”生成論」

話が変わるようであるが、疾病／健康の研究領域において、どのようにして人は疾病にかかるかと

の疾病生成論ではなく、多数が疾病にかかるなかでも、どのようにして少数の人々は健康でいられる

かとの健康生成論の立場で研究をすることにより人々の可能性を探究する立場がある（Antonovsky,

1987 他）。
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これと同型で、もしも日本人が現状では“休み”と“遊び”が確保出来ず、場合によっては持て余

しさえする休み／遊び下手の人が現在は実態として多いとしても（例えば余暇不活性型が国民の半数

であることを指摘した柳田・川上・米村; 1999）、休み／遊び下手という現在日本の多数派についてそ

の構造と形成メカニズム研究するより、少数派であっても、“休み”／“遊び”上手の構造と形成メカ

ニズムの解明の方が、事態の改善には有用であるように思われる。

ただし、ありとあらゆる自由時間行動の生起を視野にいれつつ、それらについて総合的に検討を加

えようとするとき、自由時間の行動は多種多様であるがゆえ、ともすれば研究成果が散漫となる危険

がある。さりとて自由時間行動の方を整理して研究しようとすれば、それぞれの個別の行動の生き生

きとした側面が失われてしまう。例をあげれば、サッカーとフットサル、野球とソフトボール、スキ

ーとスノーボード、といった活動種目をすべて「スポーツ」とまとめてしまうのは乱暴であるし、各

ペアのそれぞれも互いに類似しており類似した実践もされる一方で、それぞれ固有の楽しさを持って

いるがゆえに喜びを生み出す。そのような行動自体の側を整理することで研究成果を集約しようとす

ることは、それらの個別の活動の活性化を研究目的とする場合には避けるべきと思われる。そのよう

な根拠から著者は以降で、活発な自由時間行動と相関をもつと予測される心理変数の側の整理を行い、

それを研究の中心にすえ、その変数との関連で、活発な自由時間行動の側の解明をする方法をとるこ

ととした。

5. 心理尺度を利用した解明

5-1. 尺度作成の方針

さて、休み／遊び上手の構造と形成メカニズム、について関連研究分野―ただし評論研究ではなく、

データを伴う実証的研究―でつながりが深いと思われるのは、刺激欲求である。社会心理学の分野で

はZuckerman(レビューとして1994) が、旅行行動研究の分野ではLee & Crompton(1992)、らが、刺激欲求

の高い人ほど自由時間行動が活発であることを明らかにしてきた。これらの研究を手がかりとしなが

ら、しかし心理尺度はいずれもその解明対象に沿って作成されるものであることから、著者は、刺激

欲求が目的とした解明対象―スリルを求める人々の解明―とは異なり、自由時間行動の活発さと相関

を持つような心理尺度を作成することを方針とした。

以下では筆者のその尺度作成の10年強の経緯および研究成果の概要を報告した後、尺度を利用した、

休み／遊び上手の解明にかかわる研究を1つ報告する。

5-2. 心理尺度作成の経緯１：ケアする人々の "Freedom" 希求

尺度の作成にあたっては、数多くの調査そして予備調査を行っているため、本論文ではそれらのう

ち主要なものを報告する。

片山・吉田・菅原・泊（1999）は育児雑誌プチタンファン（1歳から4歳の子どもの親が想定読者）

の委託により乳幼児の父母に対する調査を行った。この調査では親の望む自由時間の過ごし方を、①

"Freedom"と②Libertyに分けて論じた。乳幼児のケアの領域を扱うこの研究では、①"Freedom"として

「ケアの場からの解放」と「緊張解除」、②Libertyとして固定的ケア役割行動からの解放、すなわち

「役割内の充実」と「役割外の充実」を測定対象とした。

この調査では、1) 夫が「子どもが生まれて本当に良かった」と思わない程度、2) 夫が「子育ての毎

日が“退屈”」と感じる程度や、3) 子どもの「多動（子どもが落ち着きなく家を歩き回る）」「攻撃（乱



暴で気に入らないとすぐ癇癪を起こす）」「べったり甘え（べったり甘えてまとわりつく）」のそれぞれ

が、母親自身の不適応感（「母親としての危機感（例：子どもとかかわるのに疲れた）」「個人としての

危機感（例：自分は世の中にとって無価値な人間だと思うことがある）」のそれぞれ）と正の相関をし

ていた。そしてそれぞれの不適応感が高いほど、"Freedom" （「ケアの場からの解放」「緊張解除」）を

ぜひそうしたいと望む一方で、実際にはそうできないとの回答が得られた。
注１

また片山（1998）は看護士（職歴平均18.7年で主任研修に出席した看護士）を対象とする調査を行

い、バーンアウトの程度が強い者ほど、日々をのんびり暮らしたいと望み、おだやかな暮らしを望み、

他人から煩わされたくないと感じ、お酒を飲むときは人と一緒に飲むよりは一人で飲みたいと感じて

いることを明らかにした。

そしてバーンアウトの下位尺度である「情緒的消耗感」（例：「出勤前、職場に出るのが嫌になって、

家にいたいと思うことがある」）の強い者ほど、テレビを見るときや、ビデオを見るときには人と一緒

に居るより一人で居たいと望んでいた。他方、「脱人格化」（例：「同僚や患者の顔を見るのも嫌にな

ることがある」）の高い者ほど、変化の少ない生活を送りたいと望み、仲間集団の中で目立つ存在であ

りたくないと望むなど覚醒を避けることを望んでいた。

つまり日々ケアに携わる人々は、子どもからの要求、患者や職務からの要求など、次々と課される

細々とした要求に都度応え続け、他者のペースに合わせる日々を送る一方で明確な成功の基準は無い

なかで、心身の疲労を蓄積させ、一時的にでもケアの場／コミットメントの場から離れて自由になり、

緊張をほぐすことを望んでいると考えられる。

5-3. "Liberty" の重要性の示唆

前節の母親対象の調査において「母親としての危機」を感じている母親ほど"Freedom"の不足を感じ

ていると報告したが、「個人としての危機」を感じている母親は、"Freedom" のほかに"Liberty" の不足

も感じていた。この場合の"Liberty" とは日常的・固定的な役割（この場合固定的ケア役割、または固

定的育児役割）から離れた時間・空間において何らかの活動を求めることである。

乳幼児の母親調査において尋ねた"Liberty" の行動内容自体はいわば素朴なものであった。例えば役

割外の充実として「ふだん家で、音楽を流したりゆっくりお茶を飲む」「部屋に花を飾ったりインテリ

アをくふうする」など、専業主婦（子どもの昼寝中や夜の就寝後等を除き、子どもと離れて一人にな

る時間は持てない場合）でも実行可能で、今日明日にも可能と思われる行動、しかし母親の生の声を

多数分析する中で、こんな時間が持ちたいと望まれていると考えられる行動を、選択肢としていた。

そして調査では、そのような一見簡単に見えることさえ、個人としての危機を感じる母親ほど、ぜひ

そうしたいがなかなかできないとの回答が得られた。事態改善に有効な研究を目指す場合、”Liberty”

を積極的に確保しようとする発想の呼びかけとその実現のための研究から始める必要があるように思

われた。

他方、それを可能とするような社会体制／社会風土の変容、周囲の人々の協力を促す方法について

も別途提案をする必要が強く感じられた。しかしこのことについては本論文の主旨からずれるため割

愛する。

さて別の調査で片山（2001）は、50歳前後の女性を対象として、主な趣味を持った後「生き方が変

わった」と感じる人々が半数（“とても変わった”16.7％、“少し変わった”が33.3％）いること、その

ように感じる人ほど、現在趣味に生き甲斐や喜びを感じることがあり、趣味に費やす時間が長いこと、
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知人が多く外出頻度が高いなど活発な生活パターンを持っていることを明らかにした。そして生き方

が変わったと感じる人ほどストレスがたまっていなかった。

調査の回答者の１人であり、３人の子どもの育児・家事、そして自営業の仕事に加えて、入院中の

義父の見舞いなどで一時期たいへん疲弊していたある45歳の女性は自由記述のなかで次のように述べ

ている。「サラリーマンの夫はしばしば自分の趣味を楽しんでいられる。なのに自分には遊べるような

時間も体力もなかった。そこで夫と話し合い、私の時間を作ることに協力してもらうことにした。日

曜日には私（妻）の時間を作ってテニス教室に通うようになった。自分の好きなことをする時間が持

てようになると、ストレスをため込まずにいられ、人をうらやんだり憎んだりせずにいられるように

なった。物事に対する興味も広がったように思う。」

この調査では、逆に不活発な生活パターンの人に関する分析も行っており（分析対象は50歳以上）、

「青春なんて過去の話だ」と感じる人ほどリスクを避ける生活をし、化粧頻度が低く、家事全般が嫌い

で、自身の体型に気を使わず、休日テレビ視聴時間が長い等の結果が得られた。これを前述の、活発

な生活パターンの人々と対比すると、明確な趣味を持ち楽しむ人々のクオリティー・オブ・ライフの

高さが推定される。”Liberty” の確保と充実は、人々のクオリティー・オブ・ライフを高めるうえで重

要な役割を果たすと考えられるのである。

5-4. 心理尺度作成の経緯２：対象者と活動内容を一般化して

前節までの調査報告および考察により、人々のクオリティ－・オブ・ライフにとっての"Freedom" と

"Liberty" の重要性が示唆された。

"Liberty"に相当する自由時間活動と相関を持つような準備性をまず整理することが必要と考え、刺

激欲求（Zuckerman, 1971）や享楽性傾向（Zuckerman, 1994: 宮戸・上野, 1996）等を参考に作成した項目

により調査を行った（片山, 2001）。この調査における因子分析では「日常脱出」「祝祭」「経験世界拡

張」と解釈される３因子が抽出された。17歳から84歳まで（平均32.9歳）を対象とする回収票のうち、

若年層（19-23歳）と壮年層（35-56歳）の回答を男女別に分析すると、例えば「水泳」は若年・女性層

では（スポーツ観戦や外食等と同様に）祝祭と相関するのに対し、壮年・男性層では「水泳」は（パ

ソコン、博物館、登山等と同様に）達成と相関するなど、自由時間準備性と、活動の楽しみ方とが、

年齢の異なる各層で独自の相関を持つことが明らかになった。

他方この研究で得られた３因子では、移動や身体の動き等を伴う能動的活動との相関を持つような

"Liberty" 項目を使用したため、一方の"Freedom"に相当する積極的休息との連関が見られないことが予

想され、残された検討課題となった。

この後、幅広い年齢層の男女を対象とした、自由時間領域の調査を複数回行った。ニュースに関す

る会話（片山, 2002）、旅行（片山, 2002）、地域振興活動（片山, 2005）、ワールドカップ2002サッカー

観戦（片山, 2003; 2004; 2006）のそれぞれにおいて、自由時間準備性尺度は、"Liberty" の内容である

「①祝祭」と「②達成」－前者は片山（2001）の「日常脱出」および「祝祭」に相当し、後者は「経験

世界拡張」に相当する－、そして"Freedom" の内容である「③刺激回避」の３因子が抽出され、しかも

各調査対象領域（ニュースに関する会話、旅行、地域振興活動、サッカー観戦）における行動と、妥

当な関連がみられた。未発表論文では音楽鑑賞、ユーモア、映画鑑賞等の領域でも、同様に妥当な関

連がみられた。



なお自由時間準備性は、行動の原因ではなく、すごし方の方向性である。

5-5. 心理尺度研究としての指針

ここまでで筆者が採用してきた尺度の作成方法の手法は、心理学の領域では多数派に属さないかも

しれない。心理学では何らかの方法による項目収集を行い、それらの項目に対して因子分析を行った

結果得られた因子をもって下位尺度とし、比較的早い段階で尺度構成の結論を出す場合がほとんどで

ある。しかしこの種の手法を用いる研究者の誰もが知るように、因子分析において得られる因子は、

項目収集（調査項目の決定）の段階で、既に方向性が定まる。そしてもし収集（調査使用）されれば

因子を構成したであろう項目は、しかしもし調査に使用されていなければ、当然ながら因子を構成し

ない。さらに、一度「尺度」として学会誌に公開された後は、尺度の同一性・継続性が優先されるた

めに、尺度に改訂を加えられること、ましてや異なる因子構成による改訂がなされることはまれであ

る。筆者は過去に日本における心理尺度研究（独自作成版および諸外国の心理尺度の翻訳版の両方を

含む）を集大成した２種類の書籍（片山, 1994; 2001）の執筆に携わったことから、内容的妥当性の確

立の困難さと繰り返しの調査の重要性を感じてきた。

ひとつ例をあげれば、1964年より長年にわたり世界の多数の国々において調査が実施されている

Zuckerman の刺激欲求尺度の場合、項目収集は米国の大学生からであり、最初のForm I から後のForm II、

III、VI、V まで、４つの因子名は変わらず、各因子を構成する尺度項目が、説明しようとする現象の

推移に伴って少しずつ入れ替わっている（レビューとしてZuckerman, 1994）。しかし因子名そのものは

変えられておらず、下位尺度の中に安定しないものが含まれると指摘される（例えば古澤, 1994）。研

究の最初の段階における内容的妥当性の検討が、あるいは不足していたかもしれない。

項目収集において、体系的・網羅的かつ論理的必然性のある方法は存在しない。吉田（2002）は内

容妥当性確立の困難さについて次のように述べている。「内容妥当性の程度は、妥当性に関する他の側

面とは異なり、具体的な統計的指標で表されるものではなく、かつ、項目の決定過程には多分に恣意

的な判断が介在しているでしょうから、（論文における、項目の選択・決定過程の）明確な記述は困難

だと思います。また、抽象的な構成概念を相手にしているのですから、たとえその領域の専門家であ

っても、その構成概念の下位要素を明確に特定し、それに照らして項目の内容の偏りや欠落などにつ

いて完全な判断をすることは不可能でしょう。」

また構成概念妥当性について吉田は次のように述べている。「構成概念妥当性に関しては、まず基本

的なこととして、“直接観察できない構成概念を相手にしているがために、その測定法の妥当性に関す

る検討と、その構成概念に関わる理論および仮説の検証は、本来、同時進行せざるを得ない（永遠の

課題であるといっても過言ではない）事柄である”ことを明確に認識しておくことが大切だと思いま

す。」

吉田が「筆者（吉田）は妥当性についての検討は以上のようにさまざまな証拠を蓄積していくこと

によって少しずつ進めていくしかない事柄だと考えています」と結論づけるような、妥当性検証の地

道なプロセスを、本論文では採用しているのである。

ただし付け加えるならば、尺度構成の場合に、もし尺度を使用した研究成果を後に社会的に還元す

る意向が研究者にある場合、社会的還元に有効な尺度となっているかの検討が、尺度の完成以前にな

されるべきと筆者（片山）は考える。その有効性が確認されることは、研究の社会的意義の確認でも

ある。
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このような指針の下で、自由時間準備性尺度の作成にあたっては、尺度をいずれも当面「暫定版」

として、検討を重ねることとした。

次に報告するのは、自由時間準備性（暫定版）の下位尺度を「祝祭」「達成」と「解放」と改め、尺

度の妥当性検証のため、調査回答者の自由記述を用いた研究である。

6. 休み／遊び上手の解明：「とき・から」法の自由記述のテキストマイニングと尺度

6-1. 研究の目的

以下の調査では、自由時間準備性の尺度得点を基準としながら、自由時間の活用に関する自由記述

を探索的に分析することを目的とする。このことにより、自由時間準備性の尺度に検討を加え、また

自由時間の活用／休息スキルの実態を調べるとともに、研究課題を発見し、その方向性について提案

を行う。調査対象者数は少ないが、事前に周到に設計された調査となっている。

先述のように、ケアの責任を担う人々のレスパイトは、前述のように罪悪感、特にケアの対象者へ

の罪悪感が伴うが、日本の風土では一般の職業においても「休みをとるのが下手」な日本人の傾向が

あるように思われる。本稿の5-3 でも「”Liberty”を積極的に確保しようとする発想の呼びかけとその

実現のための研究から始める必要があるように思われた。」と指摘した。

そこで、もしもケア者がケア責任感ゆえに休み／遊びができない、あるいは仕事を持つ人が職場風

土からの圧力ゆえに休み／遊びができない、といった明確な圧力が周囲に無い場合に、休み／遊び上

手、休み／遊び下手はどのようなかたちで表れるであろうか。本研究は、基礎研究の対象として、大

学生の制限環境における休息をとりあげた。

大学生の場合は、日ごろは比較的自由度の高い（自身の設定したスケジュールに沿って）生活をし

ていると考えられるが、そのような大学生でも「２つの期間」にはかなりの制限環境下におかれると

考えられる。すなわち、テスト・レポート期間と、就職活動期間である。これら２つのうち就職活動

期間は、各学生により開始時期、終了時期が異なるが、テスト・レポート期間は１年間に２回（日本

では夏・冬）あり、同じ大学に所属する学生であればほぼ同じ時期にその期間を過ごす。そのため一

斉調査によって、同種の制限環境下の学生の状況を調査することが可能である。本研究ではテスト・

レポート期間の学部大学生を「制限環境」下にあるとみなして調査を行った。

自由時間準備性が、そのような制限環境下にある場合の人の過ごし方（自由記述）と関連を持つこ

と、そして妥当な関連を持つことを探索的に検討することが本研究の目的である。尺度との関連をみ

る変数が自由記述であること、すなわち関連が生じにくいと予想される変数であることから、基準関

連妥当性を検討するうえでは、尺度にとって厳しい条件での検討といえる。

6-2. 研究方法

6-2-1. 調査対象と回収票

質問紙調査を行った。調査対象は関東の大学の学部大学生であり、実施時期は、1月（クリスマス・

正月を含む冬季休暇後）のテスト・レポート期間の後半であった。回収票数は121票（男性36票、女性

85票）であった。学年は1年生が69.7％、2年生が17.2％、３年生が13.1％であった。

6-2-2. 調査項目・尺度

従来繰り返し実施されてきた自由時間準備性の項目（片山, 前述）を項目分布、因子構造、他変数と



の関連の観点から整理した項目を、調査票において使用した。選択肢は従来の調査結果より、単極の

４件法とした（「ちがう」「少しそう」「かなりそう」「とてもそう」）。当人の最近の状態についても質

問した。

6-2-3. 調査項目・自由記述：「とき・から法」

収集した自由記述項目を最終的にはワードマイナー（日本電子計算株式会社）、またはTRUE

TELLER（野村総合研究所）により分析するため、分析の容易さのため、指示に沿って短文を要素ご

とに記入してもらえるよう以下のような「とき・から」法の質問をした。質問形式は以下のようなも

のであり、下線部分に自由記述で語句を記入していただいた。

たとえ試験やレポートの多い期間中であっても

　　　　　　　　　　　のときは

　　　　　　　　　　（だ）から

　　　　　　　　　　（なふうに）過ごしたい

ここに記述された内容を以下では、順に「場面」「過ごし方の理由」「過ごし方」と表現する。なお

これらの語句記述式質問は、質問文・選択肢の影響を受けにくいように質問票の中で最初の場所に置

き、尺度は票の後半に置いた。

6-3. 結果と考察

6-3-1. 自由時間準備性

前述の項目群に対する因子分析の斜交回転（直接オブリミン）の結果、解放（「自分らしさを取り戻

せる時間が欲しい」他）、祝祭（「まじめぶってつまらないよりも、楽しく過ごす方がいい」他）、達成

（「自分の向上に役立ちそうな話は、疲れていても熱心に聞く」他）の３つの因子が得られた（累積寄

与率59.6％）。

6-3-2. 自由時間準備性の得点高低ごとの自由記述

自由時間準備性の、解放、祝祭、達成それぞれの合計得点の四分位をもとに、得点の上位25パーセ

ントを各準備性の高群とみなして自由記述の分析を行った。高群の人数は解放が21名（17.４％）、祝

祭が19名（15.7%）、達成が15名(12.4％)であった。

A. 祝祭の過ごし方：「死ぬほど楽しく」「思いきり」「集中して」

祝祭高群の19名の自由記述を分析すると、「死ぬほど楽しく」「思いきり」「集中して」「一生懸命」

など、明確に「爆発系」とでも呼べるような独特の語句が、本人自身によって記述されていた。全体

のなかでこの種の記述は６あり（他には、20歳前後の若年層が対象の調査のためか「やりたいことを

やりまくって」等の記述もあった）、そのうち４（全体の66.7％）が、祝祭高群（全体の15.7％）によ

ってなされていた。

祝祭傾向の高い人々は、実際に制限環境下におかれると、楽しむ、しかも徹底的に楽しむような過

ごし方をする傾向の高いことが推察される。
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B. 祝祭は制限環境下でも自由時間をあきらめない

最近「自由に時間を使えなくても、あきらめている」かを尋ねたところ、祝祭傾向のみこの項目と

有意な負の相関がみられ（r= -.20, p<0.05）、テスト・レポート期間であっても、自由に時間を使うこと

をあきらめないこと、つまり日本人全体の休暇取得へのあきらめ感の突破口ともなりうるような層で

あることが示唆された。

C. 祝祭の過ごし方の理由：ただそれがしたいから

過ごし方の理由を、各得点と対応づけながらみると、祝祭高群では「～したいから、する」といっ

た直接的、あるいは「現在に生きている」とでもいえるような理由が本人により挙げられることが多

かった。祝祭傾向の高い人にとって制限環境下とは、「今すべきこと（テスト勉強、レポート作成）を

するか、あるいは、別のしたいこと（自分がもともと好きなこと）を思いきりするか」の葛藤場面で

あるものと推察される。

D. 解放の過ごし方：「×を忘れて」「×を考えずに」

一方解放高群でも、祝祭とは異なる多くの特徴が見られた。

解放高群の21名の自由記述を分析すると、「××( テストやレポートのこと) を忘れて」「××（テスト

やレポートのこと）を考えずに」「何も考えずに」の語句が本人により多く記述されていた。全体のな

かでこの種の記述が12あり、そのうち４（全体の33.3％）が、解放高群（全体の17.4％）によってなさ

れていた）。

解放傾向の高い人々は、実際に制限環境下におかれると「××を忘れて」「××を考えずに」といっ

た自由時間の過ごし方をする傾向の高いことが推察される。

E. 解放の過ごし方の理由：休み方のルールのスキル化

解放高群では、休み方のルールともいえるような内容が多く見られた。すなわち「休憩時間と決め

ているから」「息抜きが必要だから」「新年の始めだから」「大切な時間だから」「普段、忙しいから」

「体を休めてあげたいから」などである（いずれも本人の記述）。解放傾向の高い人は、どのような場

面で自分が休息をとるかについて、ふだんから、休み方のルールを決め、それをスキル化しているこ

とが推察される。祝祭のみの高群（解放は高群ではない人々）では、このようなルール化、スキル化

の記述は１つもみられなかった。

さらに本研究の調査時期は年末年始の後であったが、解放高群では、「地元の友達と一緒だから」

「友達と過ごせるから」「仲間と一緒だから」など、制限環境下であっても、大切な人と過ごす時間は

確保しようとする記述が多かった（全体で５件中、解放高群による記述が４件）。さらに「疲れている

から」の記述は全体で４件であったが、そのうち３件は解放高群による記述であった。これらの理由

も、解放高群の人々が、休み方のルールを決め、それをスキル化していることをうかがわせる記述で

ある。

7. 総合的考察

以上の分析により、祝祭高群は制限環境下でも自由時間をあきらめず、本来の仕事（勉強）と並行

して「現在に生きている」ゆえのような行動選択をとり、また自由時間の楽しみ方は「徹底的」であ
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ることが示唆された。

一方解放高群は本来の仕事を「忘れて」「考えずに」自由時間を過ごすこと、自分の休みのとり方を

「ルール化」しており「スキル形成」していることが示唆された。

祝祭高群の反応パターンから、「ラテン系」ステレオタイプにも相当するような方向性を読み取るの

は筆者だけであろうか。解放高群の反応パターンから、バカンスを当然の権利そして人生／生活サイ

クルの一部ととらえ、バカンスを確保しようとする欧州の国々を連想するのは筆者だけであろうか。

他方で最後に報告した調査では達成高群の、休み／遊び上手を抽出することはできなかった。この

ことは、達成高群の概念または具体的項目が不適切ゆえに抽出できなかったと考えるよりは、達成

（のみ）高群の人々は、実態として休み／遊び上手ではないと解釈することが妥当であるように思われ

る。そして日本人の自由時間活動パターンは達成のみが高いことによる不適切さと関連している可能

性がある。そのように考えると日本人の休み／遊び下手の解明に一歩近づけるように思われる。

別の可能性としては、達成の概念および項目は適切であったが、達成が本来、本人に余裕のある状

態で継続的に何かの自由時間活動に関わる場合には機能する一方で、仕事（勉強）の忙しい時期には

さらなる仕事（勉強）につながるように機能するため、仕事（勉強）の「合間」の休み／遊びでは達

成は機能しにくく、それゆえ制限環境を含め、ネガティブな状態にあり余裕の無い状態での休み／遊

びでは機能しないということかもしれない。

最後に報告した調査では、調査以前には予想し得なかった結果を自由記述により得て、休み／遊び

の時間のとり方の上手さ、下手さにはいくつかの形態があること、その分析に自由時間準備性の概念

と尺度、そしてこの調査で使用した項目群が有効であることが示唆された。今後この分野の研究、ひ

いては日本人の休みのとり方、特に制限環境下での休息、クオリティー・オブ・ライフ向上の為の研

究を継続する予定である。

【注】
注1：母親の不適応感が強いほど、母親から子どもへの攻撃行動（「たたき始めると止まらない」「泣かせて優越感
を感じる」等）と逃避行動（「子どもから逃げて部屋にこもる」「子どもが寄ってきても受け入れない」等）と正の
相関がみられた。なお父親票ではこの質問を行っていない。
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【Abstract】

The Formation of Psychological Scale for Free Time
―For the Maturity of Social Consensus on the Significance of Free Time―

Miyuki KATAYAMA

This study (1) shows the importance of "respite leave" based on studies of elderly care, child

care, and nursing, overwork of salaryman, (2) report the process of the development of all

psychological scale we propose, (3) reveal types of wisdom of people using the scale.  That is, even

in restricted situation, some types of people "concentrate on enjoying their free time" or "make

rules to have respite leave" or "take respite leave without hesitation".  The direction of this study

field is also discussed
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