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青年期における対人的疎外感と自己関係づけとの関連 
－原因帰属に焦点をあてて－ 

 
宮野麻里絵*1・伊藤宗親*2 

 
本研究は，青年期における大学生を対象に，対人的疎外感における自己関係づけと原因帰属との関連につ

いて検討した．青年期における大学生が強くもつ傾向にあった悩みは，集団にという対人状況における不安

であったという結果が示されている（堀井・小川，1997）．そのため，対人的疎外感をとりあげることによ

って，青年期の集団との付き合い方や対人関係構築についての特質を理解する一助となることが考えられた．

質問紙調査を行った結果，対人的疎外感を持ちやすい傾向にある人は，自己関係づけの傾向も高いことが示

唆された．対人的疎外感を持ちやすい人は，他者の言動に注意が向きやすく，それを自分に関係があること

として，被害的に結びつける傾向があることが考えられた．しかし，原因帰属との関連はみられなかった．

これは，原因帰属に調査対象者の様々な人間観や暗黙の理論が影響したことなどが要因として考えられた． 
 

〈キーワード〉 対人的疎外感，自己関係づけ，原因帰属，青年期 
 

Ⅰ．問題と目的 

 

青年期は，生物学的にも心理社会的にもきわめて変化

の大きい「揺れ動きの時期」として注目される時期であ

る（森岡，2006）．対人場面の中でも，堀井・小川（1997）

の研究では，青年期にある大学生が強くもつ傾向にあっ

た悩みは，集団という対人状況における不安であったと

いう結果が示されている．また，岡田（1999）は，青年

期にある大学生が集団に受容されることに対して強迫

的な努力や気遣いをしていることを指摘している．大学

生の対人関係の諸問題の中でも，前述の岡田（1999）や

堀井・小川（1997）の指摘にもあるように，集団社会へ

の不安や集団から受容されているのか，疎外されるので

はないかという「おそれ」（堀井・小川，1996）を扱う

ことが青年期心性（生田，2000）や青年期の対人関係の

特質を理解する上で，重要であるように思われた．その

ような集団への不安や葛藤を包括する概念として，筆者

は，社会や周囲の人との関係の中で生じる疎外感である

対人的疎外感（杉浦，2000）の研究に着目することとし

た． 

対人的疎外感は，疎外感の下位概念として定義されて

いる．宮下・小林（1981）は疎外感を「集団生活や社会

生活の中で自分が他者から排除されている，あるいは，

他者との間に距離感・異和感を感じ，どうしてもなじめ

ない，溶け込めないという認知的感情」と定義し，

Schimek ＆ Meyer（1975）の研究を参考に，3 つの概

念に下位分類した．1 つ目は，対人的関わりの中で生ず

る孤独感および不信感である，「対人的疎外感」である．

2 つ目は，自己の人生や社会などに対する悲観的な見方

（厭世観），さまざまの事象に対する関心の欠如（無力

感），強い圧力意識（圧迫感），さらに自己目的性の空

しさ（空虚感）など，主に社会との関わりにおいて顕在

化する疎外感である「社会的疎外感」である．3 つ目は，

肯定的な自己評価が困難で，自己を拒絶する自己嫌悪感

である「自己疎外感」である． 

ところで，杉浦（2000）は，学校生活のグループにお

いて生じる「理解されていない感じ」，「一人ぼっちな

感じ」，「疎外されている感じ」，「気詰まりな感じ」

などの否定的な感情は，宮下・小林（1981）が疎外感と

して定義したもののうち，「対人的疎外感（対人的関わ

りの中で生じる孤独感や不信感）」や「圧迫拘束感（社

会や周囲の圧力による拘束感）」などと類似していると

指摘している．そして，宮下・小林（1981）の疎外感尺

度より，対人的疎外感と思われる「孤独感」因子および
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「圧迫拘束感」因子を選び，さらには女子学生へのイン

タビューをもとに「自分らしさを出せない，自分らしさ

を理解されてない」ことを表す項目を加え，合計 21 項

目の対人的疎外感尺度を作成している．対人的疎外感に

ついての研究は，筆者の知る限り多くはない．そのため，

対人的疎外感をもちやすい人とは，どのような傾向を持

つ人なのかを調査することによって，対人的疎外感を構

成する要素を明らかにできると考えられる．それによっ

て，青年期における集団との付き合い方や対人関係構築

についての特質を理解することにもなるであろう． 

では，対人的疎外感はどのような傾向を持つ人である

と考えられるであろうか．対人的疎外感は，社会や周囲

の人との関係性のなかで生じる否定的な感情であるた

め，周囲の人に興味がなければ生じないと考えられる．

また，「疎外されている感じ」など，被害的な側面も見

られる．このような被害的な側面は，自己関係づけ（金

子，2000）と類似した側面をもつように思われた．自己

関係づけは，他者の何でもない行動やしぐさを自分に向

けられたものと感じ，自分に関連づけて物事を被害的に

判断する傾向であると定義されている（金子，2000）．

これらの点において，自己関係づけは，対人的疎外感と

関連しているように考えられた． 

また，対人的疎外感の「疎外されている」という被害

的な側面から，他者や環境などに原因を帰属するという

外的帰属をする特性を持っているように考えられる．丹

野（2006）は，被害妄想をもつ妄想型統合失調症と妄想

性障害の患者は，ネガティブな出来事を外的に帰属させ

ていたと述べている．対人的疎外感をもつような状況も

ネガティブな出来事であると思われる．よって，対人的

疎外感を持ちやすい傾向にあるものは，原因帰属におい

て，他者や環境などに原因を帰属する外的帰属をする特

性を持ち合わせていると考えられる．ここで，自己関係

づけは，自己に焦点を当てるため，内的帰属をしている

ように思われ，自己関係づけと外的帰属は，一見相反す

る概念のように思われよう．しかしながら，ある帰属の

判断に到達するまでに，人間が頭の中でどのような認知

的作業を行っているかをモデル化している原因帰属の

情報処理アプローチに基づけば，原因帰属を決定するま

では 10 段階のアプローチを経ることが示唆されている

（Hastie，1984）．そのモデル化とは，①まず，ある行

動，現象を知覚する→②それに対する内的表象を作り，

適当なカテゴリー化を行う→③原因に関する疑問を提

起する→④関連情報を収集する→⑤関連する因果スキ

ーマ，その他過去の知識を探索する→⑥現存の情報とス

キーマ等を比較する→⑦情報がもっと必要か，または入

手可能かを判定する→⑧もしそれ以上の情報が不必要，

または入手不可能ならば帰属の判断を下す→⑨帰属の

判断の結果は記憶に貯えられ，次の帰属場面において過

去の知識として作用する→⑩帰属の結果に基づいて，さ

まざまな認知的，行動的反応をとるというものである．

よって，原因帰属が変化する可能性を含んでいる．ある

事態について，自己関係づけをした後に，その原因を外

的帰属へ変化することがあると考えられた．以上のこと

から，対人的疎外感を持ちやすい人は，まず初めに対人

的疎外感を喚起させるような他者の言動などを知覚し，

自分と被害的に結びつける傾向と，その出来事の原因を

考えたときに，他者や環境に原因があるという外的帰属

の判断を下す傾向の 2 つの傾向を持ち合わせていること

が考えられる． 

これらのことから，2 つの仮説を検証することを目的

とした． 

【仮説 1】 

 自己関係づけ尺度得点が高い群の方が，自己関係づけ

尺度得点の低い群よりも対人的疎外感尺度得点が高い

だろう． 

 

【仮説 2】 

自己関係づけの原因を外的帰属している群のほうが，

内的帰属している群よりも対人的疎外感尺度得点が高

いだろう． 

 

Ⅱ．方法 

 

1．対象 

 Ｚ大学教育学部の 286 名を調査対象者とした．最終的

な有効データは 281 名（男性 102 名，女性 178 名，不

明１名）であった（平均年齢 20.62 歳；SD＝0.70）． 
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2．手続き 

 調査時期は2007年10月上旬に無記名個別記入方式の

質問紙法を実施した．質問紙は，授業時間の一部を利用

して配布し，すべての質問紙は授業時間内に回収した．

質問紙の構成は以下のとおりである． 

1）フェイスシート 

年齢，性別について回答を求めた． 

2）金子（2000）の自己関係づけ尺度と青柳・細田（1992）

の帰属スタイル尺度 

自己関係づけ尺度は，金子（2000）が一般青年に見ら

れる被害妄想的な思考を自己関係づけととらえて，青年

期心性の観点から検討することを目的として作成され

た．全 12 項目からなる．それぞれの質問項目に対して

「あてはまらない」から「あてはまる」の 5 件法で評定

を求めた．分析の際には，自己関係づけ尺度 12 項目に

ついて「あてはまらない」を 1 点，「あてはまる」を 5

点とし，得点化した．自己関係づけそれぞれの項目に対

しての原因帰属の測定は，青柳・細田（1992）の帰属ス

タイル尺度を使用した．本研究では，原因帰属が外的帰

属なのか，内的帰属なのかを測定することが目的である

ため，既存の尺度の一部を筆者が改変して使用した．具

体的には，自己関係づけ尺度それぞれの項目に関して，

「このように感じた理由について伺います．①あなたが

そのように感じた最大の理由は何でしょうか？（自由記

述）」と記載した．次に，「②この理由はあなた自身の

要因に関係している理由でしょうか．それとも，環境や

友達の性格など外部の要因に関係している理由でしょ

うか．どちらかに○をつけて下さい」とし，2 件法（Ａ．

外部の要因に関係している・Ｂ．私自身の要因に関係し

ている）にて，どちらかを選択するように教示した．分

析の際には，12 項目に対して A を 1 点，B を 0 点とし

て得点化した． 

3）杉浦（2000）の対人的疎外感尺度 

21 項目について「あてはまる」から「あてはまらない」

の 5 段階で評定を求めた．分析の際に，「あてはまらな

い」を 1 点，「あてはまる」を 5 点とし，得点化した． 

 

Ⅲ．結果 
 
本研究の結果におけるすべての統計処理は，統計処理

ソフト SPSS11.5J for windows を使用して行った． 

1）各尺度について 

自己関係づけ尺度 12 項目を単純加算し，自己関係づ

け尺度得点とした．平均点は，32.48 点（SD＝9.42）＜

得点可能範囲；12～60 点＞であった．今後の分析に使

用するため，自己関係づけ尺度得点における調査対象者

の群分けを行った．平均値（M＝32.48）を基準として，

2 群に分け，自己関係づけ尺度低群・高群と命名した．

低群は，全調査対象者のうち，126 名が該当し，平均値

は 24.40（SD＝5.83）であった．高群は，全調査対象者

のうち，145 名が該当し，平均値は 39.50（SD＝5.47）

であった（Ｔable 1）． 
 

Table 1 自己関係づけ尺度の群分け 

 N M SD

低群 126 24.40 5.83

高群 145 39.50 5.47
 
対人的疎外感尺度 21 項目を単純加算し，対人的疎外

感尺度得点とした．平均は，47.7 点（SD＝14.1）であ

った． 

自己関係づけ尺度 12 項目についての原因帰属を単純

加算し，原因帰属得点とした．平均は，3.6 点（SD＝3.2）

＜得点範囲；0～12 点＞であった．これは，新名（1984）

が日本の学生は出来事が重要であるほど，正・負どちら

の出来事に対しても内的，永続的，全体的な原因帰属（抑

うつ的帰属様式）を示すことを指摘していることからも，

同様の結果が示されたと言える．主な内訳は，0 点；60

人，1 点～5 点；139 人，6 点；27 人，7 点～12 点；48

人であった． 

2）対人的疎外感と自己関係づけの関連について 

独立変数を自己関係づけ低群・高群，従属変数を対人

的疎外感尺度として，一要因の分散分析を行った．自己

関係づけ尺度低群124名の対人的疎外感尺度得点の平均

値は 43.27（SD＝12.93）であり，自己関係づけ尺度高

群 142 名の平均値は 51.24（SD＝14.32）であった（Table 

2）． 

分散分析を行った結果，自己関係づけ高群のほうが自

己関係づけ低群よりも有意に対人的疎外感尺度得点が

高かった（F（1，265）＝22.41，ｐ＜.001）． 
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Table 2 自己関係づけ尺度低群・高群における対人的 

疎外感尺度得点の平均値と標準偏差 

 N M SD 

自己関係づけ尺度低群 124 43.27 12.93

自己関係づけ尺度高群 142 51.24 14.32
 
3）自己関係づけ尺度高群における原因帰属と対人的疎

外感との関連 

自己関係づけ尺度高群において，原因帰属を独立変数，

対人的疎外感尺度得点を従属変数として一要因の分散

分析を行った．本研究において，原因帰属を内的帰属し

ていた人が多くみられた（0 点～5 点；199 人，6 点；27

人，7 点～12 点；48 人，M＝3.6）．そのため，内的帰

属と外的帰属の比較において，人数をできるだけ同数に

するためとより明確に内的帰属と外的帰属を比較する

ために，原因帰属得点が 0 点だった者を内的帰属群，7

～12 点だった者を外的帰属群として分析を行った．内訳

は，内的帰属群 28 名，外的帰属群 25 名であった．内的

帰属群の対人的疎外感尺度得点の平均点は 52.07（SD＝

15.54），外的帰属群は，平均点 49.60（SD＝14.98）で

あった（Table 3）． 
 

Table 3 自己関係づけ尺度高群における原因帰属の群

分けと対人的疎外感尺度の平均点と標準偏差 

  N M SD 

内的帰属群 28 52.07 15.54

外的帰属群 25 49.6 14.98
 
一要因の分散分析を行った結果，内的帰属群と外的帰

属群との間に対人的疎外感尺度得点における有意な差

はみられなかった（F（1，51）＝.346，n.s.）． 

4）自己関係づけ尺度低群における原因帰属と対人的疎

外感との関連 

前項において，自己関係づけ尺度高群における内的帰

属群と外的帰属群との間に対人的疎外感尺度得点の有

意な差はみられなかった．そのため，自己関係づけ尺度

低群においても，内的帰属群と外的帰属群との間に有意

な差はないことが予想されたが，補足的に原因帰属が影

響を及ぼしていないかを確かめる必要があると思われ

た．そこで，自己関係づけ尺度低群において，原因帰属

を独立変数，対人的疎外感尺度得点を従属変数として一

要因の分散分析を行った．内訳は，内的帰属群 31 名，

外的帰属群 19 名であった．内的帰属群の対人的疎外感

尺度の平均点は 40.84（SD＝10.79）であり，外的帰属

群の平均点は 40.53（SD＝15.47）であった（Table 4）． 
 

Table 4 自己関係づけ尺度低群における原因帰属の群分

けと対人的疎外感尺度の平均点と標準偏差 

  N M SD 

内的帰属群 31 40.84 10.79 

外的帰属群 19 40.53 15.47 
  
その結果，内的帰属群と外的帰属群との間に対人的

疎外感尺度得点における有意な差はみられなかった

（F（1，48）=.007，n.s）． 

 

Ⅳ．考察 

 

1）対人的疎外感と自己関係づけの関連について 

 自己関係づけ高群のほうが自己関係づけ低群よりも

有意に対人的疎外感尺度得点が高いという結果が示さ

れた．そのため，本研究の仮説 1 は支持された．対人的

疎外感の傾向が高い人は，自己関係づけの傾向が高いこ

とが考えられる．この結果から，対人的疎外感を持ちや

すい人は，自分とは無関係かもしれない出来事や他者の

なんでもないしぐさを，自分と被害的に結びつける傾向

があるということが示唆された．対人的疎外感を構成す

る要因として，自己関係づけが存在するとも考えられる． 

2）自己関係づけ尺度高群における原因帰属と対人的疎

外感との関連 

内的帰属群と外的帰属群との間に対人的疎外感尺度得

点における有意な差はみられないという結果が得られ

た．よって，本研究において，自己関係づけの原因を外

的帰属している群のほうが，内的帰属している群よりも

対人的疎外感尺度得点が高いだろうという仮説 2 は支持

されなかった．つまり，対人的疎外感を持ちやすい人は，

対人的疎外感を喚起させるような他者の言動などを知

覚し，自分と被害的に結びつけるという傾向は前項にお

いて示唆されたが，その出来事の原因を考えたときに，

他者や環境に原因があるという外的帰属の判断を下す
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傾向は示唆されなかった．そのため，対人的疎外感を持

ちやすい傾向にある人は，この 2 つの傾向を持ち合わせ

ているわけではないことが示された． 

これは，質問紙という調査方法では，Hastie（1984）

の帰属のプロセス・モデルという情報処理的アプローチ

を捉えきれなかったことが要因として挙げられる．それ

に加えて，自己関係づけというネガティブな状況におい

ての帰属スタイルという限定的な場面を使用すること

によって，他の要因を排除することを目的としていたが，

外山（2000）が指摘するように，調査対象者の人間観や

世界観や暗黙の理論が影響し，「出来事→帰属様式」の

図式のような結果が得られなかったことも考えられる．

それゆえに，自己関係づけの原因を外的帰属している群

のほうが，内的帰属している群よりも対人的疎外感尺度

得点が高いだろうという仮説 2 は支持されなかったと考

えられる．また，自己関係づけを行う傾向が低い者にも，

内的帰属群と外的帰属群との間に対人的疎外感尺度得

点における有意な差はみられなかったため，対人的疎外

感には，原因帰属のスタイルにおける影響がみられない

ことが示された． 

 

Ⅴ．今後の課題 

 

 本研究では，仮説 2 を設定するにあたり，時系列的な

モデルを描いていたが，質問紙では十分にとらえきれな

かった可能性がある．このことから，今後は，実験場面

などを用いて，時系列的な対人的疎外感をとらえ，自己

関係づけと原因帰属との関連を捉える必要があるだろ

う．また，本研究においては，自己関係づけの性質に注

目し，自己関係づけ尺度を独立変数に対人的疎外感尺度

得点を従属変数として扱ったが，対人的疎外感を感じる

ために自己関係づけが高まるということもあり得るこ

とである．今後，両者の因果関係の解明が重要になって

くると思われる． 

本研究では，対人的疎外感を持ちやすい傾向にある人

は，自己関係づけの傾向も高いことが示唆された．しか

し，金子（2000）が述べているように，他者に敏感であ

ることは，気配りができたり，他者の立場に立つことが

できたりするとも考えられ，必ずしも不適応指標となる 

わけではないと思われる．このような適応的な面も忘れ

ることなく，今後の対人的疎外感の研究を進めていくこ

とが望まれるだろう． 
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