
人間関係に起因して生じるストレスフルなイベントに対する対処行動を対人ストレスコーピングと

いう（加藤, 2000, 2007a, 2008）。この対人ストレスコーピングの個人差を測定する尺度に加藤（2000,

2003, 2007a）が作成した対人ストレスコーピング尺度（Interpersonal Stress-Coping Inventory）が

ある。本研究の目的は、この対人ストレスコーピング尺度の妥当性を検証することである。

対人ストレスコーピング尺度

これまでの研究から、対人ストレスコーピング尺度（34項目）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となっている（加藤, 2000b, 2003, 2006a, 2007a, 2008）。ポジティブ関係コーピ

ングとは対人関係で生じたストレスフルなイベントに対して、積極的にその関係を改善し、よりよい
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―対人ストレスコーピング尺度と

失恋ストレスコーピング尺度―

加藤　　司＊

対人ストレスコーピング尺度は，人間関係に起因して生じたストレスフルなイベン

トに対するコーピングの個人差を測定するものであり，ポジティブ関係コーピング，

ネガティブ関係コーピング，解決先送りコーピングの３つの下位尺度を有する。本研

究の目的は，この対人ストレスコーピング尺度の３つの下位尺度の再現性を，失恋ス

トレスコーピング尺度を用いて検証することである。男性481名，女性444名の大学

生を対象に，失恋に対するコーピングを測定したところ，対人ストレスコーピング尺

度の３つの因子が再現された。

キーワード：対人ストレス、コーピング、対人ストレスコーピング、ストレス、

対人ストレスコーピング尺度

＊人間科学総合研究所研究員・東洋大学社会学部
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関係を築こうと努力するコーピング方略群である（例えば、相手のことを良く知ろうとした、積極的

に話をするようにした）。ネガティブ関係コーピングとはそのような関係を放棄・崩壊するようなコ

ーピング方略群である（例えば、無視するようにした、友達付き合いをしないようにした）。解決先

送りコーピングとはストレスフルなイベントを問題とせず、時間が解決するのを待つようなコーピン

グ方略群である（例えば、自然の成り行きに任せた、気にしないようにした）。対人ストレスコーピ

ング尺度の因子構造は安定しており、繰り返し同一の３因子が抽出されている（加藤, 2003, 2004,

2007a）。また、対立する複数のモデルを仮定した確認的因子分析の結果、想定された3因子モデルは

対立モデルよりモデルのあてはまりがよく、GFI（Goodness of Fit Index）＝0.942、AGFI（Adjust

GFI）＝0.920、RMSEA（Root Mean Square Error of Approximation）＝0.038と十分な適合度指数

が報告されている（加藤, 2003）。

対人ストレスコーピング尺度の信頼性と妥当性 対人ストレスコーピング尺度の信頼性は内的整合

性、再検査法によって検証されている。内的整合性は、ほぼ安定した値が検出されている（加藤,

2004, 2007a）。再検査法では、２週間後における信頼性係数がポジティブ関係コーピングが r＝.89、

ネガティブ関係コーピンが r＝.92、解決先送りコーピングが r＝.86であった（加藤, 2000）。また、対

人ストレスコーピング尺度の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。内容的妥当性は、独立した評価の一致率によって検証した結果、100％の一致が得られてい

る（加藤, 2000）。収束的妥当性、弁別的妥当性は代表的なコーピング尺度、対人葛藤方略、友人との

付き合い方、対人行動、社会的望ましさと比較した結果、予測された通りの結果が得られ、予測に反

する結果は得られず、対人ストレスコーピング尺度の妥当性が保証されている（加藤, 2004, 2007a）。

ストレスフルなイベントを対人関係に限定し、信頼性と妥当性が確認されたコーピング尺度は、国内

外を通じてこの対人ストレスコーピング尺度だけである（加藤, 2000, 2004, 2006a, 2007a, 2008）。

対人ストレスコーピング尺度を用いた研究報告例 これまでの研究から、ネガティブ関係コーピン

グを用いるほど、不安、抑うつ、孤独感、心理的ストレス反応が増加し、友人関係に関する満足感、

職務に関する満足感が低下することが明らかにされている（加藤, 2004, 2006a, 2007a, 2008）。一方、

解決先送りコーピングを用いるほど、不安、抑うつ、孤独感）、心理的ストレス反応が緩和され、友

人関係に関する満足感、職務に関する満足感が促進されることが明らかにされている（加藤, 2004,

2006a, 2007a, 2008）。一般的に、問題を回避するようなコーピング方略と心理的ストレス反応とには

正の関連性が報告されている（加藤, 2007a, 2008）。解決先送りコーピングは、ストレスフルな問題に

対して、何もしないという回避的なコーピング方略であると考えられる。すなわち、対人ストレスコ

ーピング尺度を用いた加藤らの一連の研究では、従来のコーピング研究では検出することができなか

った回避的なコーピング方略のストレス緩和効果を実証していると考えられる。この点において、加

藤（2000, 2003, 2007a）の対人ストレスコーピング尺度は、個人の対人ストレス発生過程において、

対人ストレスコーピング独自の機能を明確にすることのできる尺度であるといえる。また、対人スト

レスコーピング尺度は、他の尺度の妥当性を検証するための基準尺度として使用されている（加藤,
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2004）。

対人ストレスコーピング尺度の問題 対人ストレスコーピング尺度の因子構造は安定しており、繰

り返し同一の３因子が抽出されている（加藤, 2004, 2007a）。また、対立する複数のモデルを仮定した

確認的因子分析の結果、想定された３因子モデルの適合性が確認されている（加藤, 2003）。しかし、

対人ストレスコーピングがこの３因子に包括されることを実証した報告はなされていない。

対人ストレスコーピング尺度は自由記述によって収集された117項目に基づき作成されたものであ

り、その下位尺度は因子分析によって抽出されたものである。しかし、収集された項目をまとめる手

続きにおいて59項目、因子分析の過程において24項目が除外されている。この過程において、３つ

の下位尺度に包括されないコーピング方略が取り除かれた可能性は否定できない。すなわち、対人ス

トレスコーピングには、ポジティブ関係コーピング、ネガティブ関係コーピング、解決先送りコーピ

ングの３つの下位尺度のほかに、別のコーピング方略が存在する可能性がある。この問題に対して、

積極的に対人ストレスコーピングが３つの側面に分類されることを支持する研究報告はなされていな

い。そこで、対人ストレスコーピング尺度の３つの下位尺度が対人ストレスコーピングを包括するこ

とを実証することを本研究の目的とする。

失恋ストレスコーピング尺度

一方、現代青年にとって、失恋は平凡でありふれた経験であると同時に、当事者に強いショックを

与え、ネガティブな心理的反応や情動反応を誘発することが知られている（加藤, 2006b）。例えば、

首都圏の大学３年生以上を対象にした鳴島（1993）の調査（飛田（1997）による。）では、男子学生

の約82％、女子学生のうち約64％が失恋を経験し、「悲しみ」、「胸を締めつけられる思い」などネガ

ティブな情動を報告した学生が40％を越えていた。また、失恋のショックから自殺に至る場合もあ

り、失恋は生命にかかわるほどの影響を及ぼすこともある（飛田, 1997）。これらのことから、失恋は

対人関係に起因したストレスフルなイベントであり、失恋に対するコーピング、すなわち、失恋スト

レスコーピングは対人ストレスコーピングの一種であると考えられる。特定の対人ストレスイベント

に焦点をあて、それに対するコーピングを測定するために開発された自己報告式コーピング尺度は数

少ないが、その一つに、加藤（2005）の失恋ストレスコーピング尺度がある。加藤（2005）の失恋ス

トレスコーピング尺度の36項目は、親密な関係が一定期間継続した後に、その関係が崩壊・解消し

た被調査者387名（離愛群）と、相手に対する熱情を持ちながら、あるいは、相手との交際意思を持

ちながら、親密な関係が形成されずに終結した被調査者372名（片思い群）を対象に、自由記述によ

って627項目を収集し、因子分析によって抽出されたものである。失恋ストレスコーピング尺度は未

練（別れたことを悔やんだ、関係を戻そうとした、など11項目）、敵意（相手の人をうらんだ、相手

の人の悪口を言った、など５項目）、関係解消（相手の人のことを考えないようにした、気にしない

ようにした、など７項目）、肯定的解釈（失恋が自分の成長に役立つと思った、失恋によって何かを

学んだ、など５項目）、置き換え（次の恋を見つけようとした、他の異性を好きになろうとした、な
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ど４項目）、気晴らし（何かに夢中になった、スポーツや趣味に打ち込んだ、など４項目）の６つの

下位尺度を有する。それぞれの下位尺度は従来の失恋に対する行動や反応と照らし合わせ、その妥当

性が保証されている（加藤, 2005）。

本研究の具体的な目的は、失恋ストレスコーピング尺度の下位尺度が対人ストレスコーピング尺度

の３つの下位尺度に集約されるかどうか検証することによって、対人ストレスコーピング尺度が失恋

状況におけるコーピング方略を包括しうることを実証することである。

方　法

手続きと被調査者

2000年６月から2003年の１月にわたり、専門学校生、短期大学生、大学生を対象に、講義時間中、

質問紙による調査を実施した。有効回答者1,170名のうち、失恋経験のない被調査者245名を除き、

最もつらい失恋経験が離愛であった離愛群：467名（男性257名、女性210名、平均19.04歳、範囲

18－34歳、標準偏差1.29）、片思い群：458名（男性224名、女性234名、平均18.87、範囲18－24歳、

標準偏差1.00）、計925名（男性481名、女性444名、平均18.98歳、範囲18－34歳、標準偏差1.16）

を分析対象とした。この標本は、加藤（2005）および加藤（2007b）の標本をまとめたものである。

両研究の被調査者は相互に独立しており、本研究の目的とは異なるものである。

質問紙

質問紙は失恋に関する基本的な項目と以下の２つの尺度のほか、本分析には用いられなかったいく

つかの項目から構成されていた。本分析で用いたすべての項目は、現在までに、最もつらかった失恋

経験を想起させた後、失恋後にどのように考え、行動したかについて回答を求めた。①を除くすべて

の項目は、４件法（よくあてはまる、あてはまる、少しあてはまる、あてはまらない）で評定させ、

３－0点とした。

①　失恋に関する基本的な項目：失恋経験の有無、最もつらかった失恋経験に関する失恋形態（離愛

か片思いか）などから構成されていた。

②　対人ストレスコーピング尺度：加藤（2000b, 2003, 2007a）の対人ストレスコーピング尺度34項

目を用いた。加藤（2007b）によって、本尺度は失恋状況において使用することが可能であること

が実証されている。

③　失恋ストレスコーピング尺度：加藤（2005）の失恋ストレスコーピング尺度36項目を用いた。

結果

分析に先立ち、失恋状況における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、加藤

（2000, 2003, 2007a）に従い、３因子解を仮定した因子分析を行った（最尤法、promax回転）。回転

前の固有値の減退状況は6.52、4.82、2.68、1.89、1.26であった。Table 1はその結果を示したもので
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あり、その因子寄与は他の因子の影響を無視した因子寄与である。それぞれの項目は加藤（2000,

2003, 2007a）と同様、想定された因子に最も高い負荷を示した。内的整合性はポジティブ関係コーピ

ングではα＝.88、ネガティブ関係コーピングではα＝.86、解決先送りコーピングではα＝.82であっ

た。

対人ストレスコーピング尺度の３つの下位尺度、および失恋ストレスコーピング尺度の６つの下位

尺度、それぞれの合成得点を用いて、因子分析（最尤法）を行った。固有値の減退状況は3.10、1.67、

1.18、0.75、0.64であった。そこで、固有値1.0以上の３因子解を仮定し、再度、因子分析（最尤法、

promax回転）を行った結果がTable 2である。第１因子はポジティブ関係コーピングに最も高い負

荷を示し、肯定的解釈、気晴らし、置き換えが含まれていた。第２因子はネガティブ関係コーピング

に最も高い負荷を示し、敵意、関係解消が含まれていた。第３因子は解決先送りコーピングに最も高

い負荷を示し、未練が含まれていた。

さらに、対人ストレスコーピング尺度34項目と失恋ストレスコーピング尺度36項目、計70項目に

対し、３因子解を仮定し、因子分析（最尤解、promax回転）を行った結果、Table 2とほぼ同様の

因子パターンを示した。すなわち、第１因子はポジティブ関係コーピング14項目、肯定的解釈５項

目、気晴らし４項目、置き換え３項目によって構成され、第２因子はネガティブ関係コーピング10

項目、敵意５項目、関係解消７項目、解決先送りコーピング1項目、置き換え１項目によって構成さ

れ、第３因子は解決先送りコーピング７項目、未練11項目、ポジティブ関係コーピング２項目によ

って構成されていた。本文Table 2と異なる因子に高い負荷を示した項目は、第２因子では「そのこ

とは忘れるようにした」（解決先送りコーピング）、「ほかの異性とデートした」（置き換え）、第３因

子では「友人などに相談した」（ポジティブ関係コーピング）、「自分の存在をアピールした」（ポジテ

ィブ関係コーピング）の4項目であった（括弧内は現尺度の下位尺度）。

加えて、３つの因子以外の因子が存在する可能性を検証するため、計70項目を用いて、４因子解、

５因子解、６因子解、７因子解、８因子解、９因子解、10因子解を仮定した因子分析を行った。そ

して、さまざまな回転方法を用い適切解を探索した。しかし、ポジティブ関係コーピング、ネガティ

ブ関係コーピング、解決先送りコーピング以外の、解釈可能な因子を抽出することはできなかった

（ただし２項目以下の因子は除く）。加えて、３因子解と、４因子解から10因子解とのモデル適合度

を比較すると、明らかに、３因子解より、適合性が低かった。
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Table 1　失恋状況における対人ストレスコーピング尺度の因子パターン（最尤解，promax回転） 

注　負荷量が0.30以上のものをゴシック体で表記した。 
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考　察

対人ストレスコーピング尺度の因子パターン

対人ストレスコーピング尺度は全般的な対人関係を対象に作成されたコーピング尺度であるが、失

恋状況においても加藤（2000, 2003, 2007a）と同様の３因子構造が確認された。このことは、対人ス

トレスコーピング尺度の因子的不変性を示唆するものである。

対人ストレスコーピング尺度の包括性の検証

対人ストレスコーピング尺度と失恋ストレスコーピング尺度の下位尺度を因子分析した結果、３因

子が抽出され、それぞれの因子は以下のような解釈が可能であると考えられる。第１因子はポジティ

ブ関係コーピングに最も高い負荷を示し、失恋ストレスコーピング尺度の下位尺度である肯定的解釈、

気晴らし、置き換えが含まれていた。肯定的解釈は失恋相手に対して肯定的な関係を維持しようとす

る方略であり、置き換えは失恋相手以外の他者と肯定的な関係を形成しようとする方略であると考え

られる。気晴らしは「スポーツや趣味に打ち込んだ」、「遊びに出かけた」などの項目からなり、社会
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注　負荷量が0.30以上のものをゴシック体で表記した。 
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Table 3　対人ストレスコーピング尺度と失恋ストレスコーピング尺度の因子分析の結果 
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的活動、人との接触の増加を示唆している。すなわち、第１因子はそれぞれ失恋相手だけでなく、全

般的に人に対して肯定的な関係を維持、形成しようとする方略群であり、ポジティブ関係コーピング

の構成概念に包括されると考えられる。第２因子はネガティブ関係コーピングに最も高い負荷を示し、

失恋ストレスコーピング尺度の下位尺度である敵意、関係解消が含まれていた。敵意、関係解消とも

に、失恋相手との関係を積極的に放棄・崩壊しようとする方略であり、ネガティブ関係コーピングの

構成概念に包括されると考えられる。第３因子は解決先送りコーピングに最も高い負荷を示し、失恋

コーピング尺度の下位尺度である未練が含まれていた。失恋の痛手から立ち直るということは、失恋

相手に対する思いを断念することである。解決先送りコーピングは何もしないことで失恋の痛手から

の回復を待つようなコーピング方略であり、そのような方略を選択することで、失恋相手に対する思

いを断念する方略である。すなわち、何もせず待つことが失恋相手に対する思いを断念することに結

びつくのである。実際、解決先送りコーピングの使用は失恋の痛手からの回復期間を短縮させる効果

があることが実証されている（加藤, 2007b）。一方、未練は失恋相手を思い続けることで、時間が経

過することによって失恋相手への思いが薄れるのを阻止しようとする方略であると考えられる。実際、

未練の使用頻度が高いほど、失恋の痛手からの回復が遅れることが実証されている（加藤, 2005）。す
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注　固有値の減退状況は10.68，6.99，4.96，3.07，2.60，2.12，1.79，1.74であった。 
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なわち、未練は、時間が解決するのを待つことによって、失恋相手への思いを断念する方略を選択す

るのではなく、積極的に時間が解決するのを阻止しようとする方略である。解決先送りコーピングは

時間が解決するのを待つ方略であるのに対して、未練は時間が解決するのを阻止する方略である。こ

のことは、未練のそれぞれの項目は、解決先送りコーピングの意味を逆転させた項目に過ぎず、未練

は解決先送りコーピングの構成概念に包括されると考えられる。

以上のことから、失恋ストレスコーピング尺度のそれぞれの下位尺度は、加藤（2000, 2003, 2007a）

の対人ストレスコーピング尺度の下位尺度に包括されることが示唆された。
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Three basic dimensions of coping behavior with interpersonal stress: 
By the Interpersonal Stress-Coping Inventory 

and the Romantic Break-ups Coping Scale

KATO Tsukasa＊

The Interpersonal Stress-Coping Inventory (ISI; Kato, 2000, 2003) is designed to assess an

individual's coping behavior with interpersonal stress and consists of the following three

scales: Positive Relationship-Orientated Strategies, Negative Relationship-Orientated Strate-

gies, and Postponed-Solution Coping. This study addressed the question the dimensionality of

coping with interpersonal stress, in particular investigating factor structure of the Interpersonal

Stress-Coping and the Romantic Break-ups Coping Scale(RBCS; Kato, 2005). Participants

were 481 male and 444 female undergraduates in Japan who reported experiencing the loss

broken heart and were administered the ISI and the RBCS to assess coping with romantic

break-ups. Factor analysis supported the three-dimensional model reported by Kato (2000,

2003).

Key words : Interpersonal stress, coping behavior, interpersonal stress coping, stress,

Interpersonal Stress-Coping Scale
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