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はじめに 

 

二者間の相互作用の過程において，自分の願望や期待が相手によって妨害され不満を感

じた時，我々は，相手に対しその不満をあえて言葉に出して表明するべきかどうかという

問題に直面することがよくある。表明しないことを選択すれば，相手には自分の不満が認

識されず，葛藤は表に現れないまま当事者間で話し合われることはない。なんらかの方法

で表明した場合に初めて，相手と共に問題に対して向き合うことになる。自己内に湧いた

相手への不満を本人に表明するか隠すかの行動選択の違いによって，その後の問題解決の

結果が変わるため，不満を感じた最初の段階でのこの選択は重要である。 

相手に対して不満を感じても，その不満を解消するために積極的な行動をとらない場合

も多々ある。特に，青年期にいる若者達は，葛藤や摩擦を回避しようとする傾向が高い（千

石, 1994; 大平，1995）と指摘されて久しい。対人葛藤対処に関連する日本人大学生に特徴

的な傾向として，発達過程における自己認識の変化も挙げられる。青年期は成人期にむけ

ての日本的自己の発達上の転換期であり，相互独立性は青年期に低下し成人期以降に上昇

する傾向にあり，相互協調性は青年期に極大となり成人期に低下する傾向が明らかになっ

ている（高田, 1999）。つまり，日本の青年の場合，個の確立よりも他者との親和や同調を

目指す自己認識を持ち，個の自立は成人期以降に持ち越される。伝統的な発達課題の考え

方では，青年期は親密な友人との葛藤や摩擦を経験する中で自己を見つめ直し，それまで

の自己を乗り越えアイデンティティを形成しようとする時期である。対人葛藤は，一般に

ネガティブな意味でステレオタイプ化されているが，Shantz（1987）が，葛藤は人間の発

達理論の重要な概念であると述べているように，人間的成長や問題解決能力向上の重要な

機会になりうる。社会生活において，他者との目的の相違，価値観の相違，意見の相違な

ど葛藤の原因を避けては通れない。社会に出る前の学生時代に教員や学生仲間などとの交

流を通じて対人葛藤対処能力を高めていくことは，社会人になる前の大切な準備のひとつ

であるといえる。 

Deutsch（1973）が述べるように, スキル次第で対人葛藤は建設的なものになりえる。対

人葛藤のマネジメント能力が，問題に対する別の見方を与え，耐久性のある解決策を導き，

より強い人間関係の絆をもたらす。価値観の多様化が進む日本社会において，建設的に対

人葛藤を解決できるような問題対処のスキル教育が，今後，教育現場でより重要視される

ことになるだろう。その場合，欧米の研究者が提唱した理論をそのまま当てはめるのでは

なく，日本の文化的特性を考慮したうえで現代の日本人の行動様式を検証し，実践に応用

することが必要となる。葛藤を表に出さないという選択がなされる背景には何があるのか

を解明し，対人コンピテンスや効果との関連を検討することで，今後の教育活動に活かし

たいと考えたのが本研究の動機である。 
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第１章 

 

研究の理論的背景と目的 
 

  



2 

 

1.1 本章の目的 

 

 我々は対立になりそうな問題について相手と直接話し合うかどうかの選択に直面す

る場面がよくある。例えば，会議中に落ち着きのない動作を繰り返す同僚に対して，「こち

らの気が散るからその癖を止めて欲しい」と伝えるかどうか迷うというようなことである。

自分の不満を相手に表明することで発生する損得を天秤にかけて選択することになるが，

自分の不満を伝えないまま対立を避けることが最優先でなされることもある。 

日本人は，自己内に相手に対する不満を抱えていてもそれを表に出さず，解消のための

積極的な行動をとらない場合が多い（大渕，1991）。日米の葛藤解消を比較した Ohbuchi & 

Takahashi （1994）では，直接的対話による解決を好む米国人に比べ日本人は対立を避け

る傾向が強く，表立った抗議をせず葛藤が潜在化されたままの事例は，アメリカ人の 27％

と比較し，日本人は 66％と著しく高いことが報告されている。大渕（1997）は，日本人は

葛藤対処方略選択にあたり，葛藤自体を顕在化しないことを選択するのだとし，日本人に

顕著なこの傾向を「葛藤潜在化」と命名している。 

児童期から，アメリカ人は対立の原因にもなりうる自己主張を学ぶのに対し，日本人は

葛藤を我慢し調和を学ぶ傾向が見られる。日本とアメリカの小学校の教科書の内容分析を

行った今井（1990）では，米国のものに比べ日本の教科書は，「暖かい人間関係」の内容が

アメリカの倍以上あり，「緊張感のある関係」は皆無であった。一方，米国の教科書は「暖

かい人間関係」と「緊張感のある関係」は同程度の頻度であった。日本の教科書には「き

まり，しつけ」と「自己犠牲の精神」，アメリカの教科書は，「自己主張」や「強い意志」

がより多く記述されていた。 

特定の文化の中での価値観や期待される行動様式が異なるため，文化的要因は葛藤対処

時の行動選択に影響し，その文化に特有の傾向がみられる（Kozan, 1997）。Trubisky, 

Ting-Toomey, & Lin（1991）が個人主義文化と集団主義的文化での葛藤対処傾向の差を報告

しているように，近年，文化的視点に立った対人葛藤対処方略の研究が多くなされている。

しかしながら，日本人はアメリカ人に比べ葛藤を潜在化する傾向が高いという知見がある

ものの，従来の研究では潜在化方略を考慮に入れた葛藤対処プロセスが十分に検討されて

こなかった。よって，本研究では，日本人の葛藤潜在化の規定因とその効果を検討するこ

とで，選好の背景にある積極的な理由について解明することを目的とする。本章では，第

一に葛藤潜在化のメカニズムを研究する意義を述べる。その後，対人葛藤対処方略とその

規定因に関する先行研究を概観し，本研究で想定する葛藤潜在化の生起の要因について議

論をする。 
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1.2  葛藤潜在化のメカニズムを明らかにする意義 

 

日本社会は年々多様化し，地域，家庭，教育現場など社会的システムを支えてきた基盤

が急激に変容する中で，対人葛藤の発生要因は増加の一途を辿っている。相互作用上の双

方の価値観の相違や意見の対立においては，その解決方法が人間関係の維持・発展を考え

る際に問題に挙げられる。対人葛藤とは，個人が他者による自己の行動，感情，意図の妨

害を認知した状態（Kelley, 1987）である。対人葛藤状況における対処の方法は，対人葛藤

対処方略と呼ばれ，対人葛藤の研究の中心的テーマのひとつになっている。 

Ohbuchi & Takahashi（1994）の対人葛藤の分類によると，自己の願望や期待が他者によ

って妨害されていると知覚している状況が「潜在的葛藤」，個人がこの妨害知覚を表明する

ことによって，関係者双方が葛藤の存在を認知する状況は「顕在的葛藤」と呼ばれる。当

事者が自己内において葛藤的な事態を知覚していたとしても，あえて潜在的葛藤を表面化

させないことを「葛藤潜在化」，逆に自己内葛藤を相手に表明することを「葛藤顕在化」と

いう（大渕，1997）。 

従来の対人葛藤研究では，価値観が多様化した社会における必要性を考慮し，当事者間

で顕在化された問題を効果的に解決すための方略が研究されてきた。その中で，双方とも

に建設的な解決法を探る協調的 Win-Win の方略が最も有効であると提唱されている 

（Chen, Zhao, Liu, & Wu, 2012; Powell & Hickson, 2000; Weider- Hatfield & Hatfield, 1995; 

Wheeless & Reichel, 1990）。一方，回避的な方略は，理想的とされる Win-Win 方略の正反対

に位置し，お互いの問題解決に消極的な Lose-Lose の方略として非効果的であるという評

価がなされる傾向にある（e.g., Wheeless & Reichel, 1990）。 

Trubisky, et al.（1991）では，個人主義的文化では主張的な葛藤対処がなされ，集団主義

的文化では回避的な葛藤対処がなされる傾向が明らかにされている。欧米の個人主義的視

点からすれば，葛藤における回避行動は，問題を棚上げし解決までに時間がかかり非効率

に映ると推測される。しかしながら集団主義的視点では，自分を犠牲にしてでも維持した

い関係の場合には特に，葛藤回避行動は友好的な関係の維持に役立つ効果もある（Trubisky, 

et al., 1991）。文化心理学的な視点による対人葛藤対処方略の研究では，対処方略の有効性

は文化によると考えられ，状況や関係の重要性に応じて変化する。 

上述の通り，日本人の葛藤対峙への回避傾向が明らかであっても，主張性や攻撃性など

の顕在化方略や顕在葛藤の対処方略に関わる先行研究に比べ，葛藤を潜在化するという目

的とその方略に焦点をあてた研究は少ない。葛藤方略に関する理論的な枠組みが，固有文

化的な観点からまだ十分に論じられていないことから，潜在化という特徴を研究すること

によって，葛藤解消過程における日本人の対処方略の傾向との整合性が確認できるだろう。 

葛藤を潜在化させる行動は，研究領域や理論によって捉え方の方向性が異なる。アサー

ション理論では，葛藤時に自己表明をしない方略は，非主張的行動（non-assertive）と捉え
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られ，自己の権利を放棄するなど本人に不利益をもたらす不適切な行動を捉えられている

（平木,1993; Richmond & McCroskey, 1998）。一方で，感情制御研究やポライトネス理論に

立脚すると，自己の発言を抑制する行動は「自己面子維持」や「相手の面子維持」ならび

に「周囲に対する配慮」によっても生じるとされ，社会的スキルの一部とみなされている

（Brown & Levinson, 1987; Goleman, 1995）。 

相手との関係を大事にするからこそ発言抑制がなされるという報告の例として，青年期

の交友関係で，相手との距離を保ち，深く立ち入らないようにする交際の仕方が見られた

（落合・佐藤, 1996; 岡田, 1995; 上野・上瀬・松井・福富, 1994）。また，社会的情報処理

モデル（Crick & Dodge, 1994）に基づきアサーション行動に対する目標の影響を検討した

久木山（2005）や渡部（2008）は，相手への配慮が高じるほど自己主張が抑制されると報

告している。このように，相手や状況を考えながら調和を保つ相互協調的自己観（Markus 

& Kitayama,1991）を持つ日本人の潜在化方略においては，問題から逃避するというネガテ

ィブな意味合いではない相互利益のための葛藤解決の意図も含有されている。 

顕在化した葛藤をどのように解決するかを中心とする従来のアプローチでは，葛藤潜在

化は単なる問題回避で非建設的なため重要でない方略に過ぎない。しかし，日本人が葛藤

潜在化を多用していることに注目すれば，そこには何らかの建設的な理由が存在すると考

えられる。そして，不満を表明しないことが人間関係上で戦略的に行われていることが明

らかになれば，葛藤潜在化方略にスキルフルな側面が見出せる。潜在化方略のメカニズム

の研究は，上述したアサーション理論に基づくトレーニングや社会的スキル教育の分野に

おいて，日本人は自己主張が苦手
．．

であるという異文化比較の言説に囚われない前提を築け

ることに意義があると考える。 

 

1.3 葛藤潜在化に関する理論的枠組み 

 

ここでは，日本人は米国人に比べて，葛藤を回避する傾向が高く（Ohbuchi, Fukushima, & 

Tedeschi, 1999），表立った抗議をせず葛藤を潜在化させる傾向が高い（Ohbuchi & Takahashi, 

1994）という葛藤潜在化傾向（大渕，1991）の背景にある理論的枠組みを述べる。 

 

個人主義―集団主義 

心の構造を普遍的ではなく文化の通念や慣習によって構成されたものとする立場の文

化心理学では，心理プロセスはその文化に適合した比較的固有なものであり，また，文化

は習慣や社会規範，コミュニケーション様式などに埋め込まれているとしている（石井・

北山，2004）。Triandis（1989, 1995）は，従来からの個人主義―集団主義という 2 分法に水

平―垂直という権力格差の次元を加えた 4 分類で西洋の個人主義と東洋の集団主義を対比

させた。個人主義は自己を共同体から独立しているとみなしている緩やかに結びついた
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人々によって構成される社会的パターンであると定義され，一方，集団主義は，自己を共

同体の一部としてみなしている親密に結びついた人々によって構成される社会的パターン

であると定義されている（Triandis, 1995）。また，文化レベルと個人レベルの区別をしてお

り，どの個人も個人主義的な要素と集団主義的な要素を持ち合わせ，どの文化にも個人主

義的な個人と集団主義的な個人がいるとしている（Triandis, 1995）。 

対人葛藤対処方略の実証研究においても，個人主義―集団主義の文化的要因が方略選好

に影響するという結果が報告されている。Trubisky, et al.（1991）では，集団主義的文化（台

湾）は個人主義的文化（アメリカ）よりも服従方略と回避方略が行使される傾向を報告し

ている。また，Ting-Toomey, Gao, Trubisky, Yang, Kim, Lin, & Nishida（1991）では，個人主

義文化（アメリカ）は集団主義文化（日本・韓国）よりも対決方略を選好し，集団主義文

化（中国・台湾）は個人主義文化（アメリカ）よりも服従と回避方略を選好することが明

らかとなった。 

一方で，個人主義―集団主義の次元の妥当性と矛盾した結果も報告されている

（Gudykunst, Matsumoto, Ting-Toomey, Nishida, Kim, & Heyman, 1996; Matsumoto, Weissman, 

Preston, Brown, & Kupperbusch, 1997）。日本人は Triandis（1995）によると集団主義に基づ

く相互作用を特徴としているが，高野・纓坂（1997）や Matsumoto（1999）のメタ分析で，

日本人の実証研究において集団主義傾向が見られないことが主張されている。Gudykunst, 

et al.（1996）は，アメリカ人のほうが日本人よりも間接的コミュニケーションの解読力に

優れ，間接的コミュニケーションの使用に関しては，両者とも同程度用いていることを明

らかにしている。この矛盾の説明として，状況特定的な研究の必要性と個人レベルでの文

化的自己観の方が個人主義文化―集団主義文化の差よりも予測因子としては適していると

結論付けている。 

  

文化的自己観 

個人の認知・感情・行動に内在化する文化によって自己観が異なるという Markus & 

Kitayama（1991）が提唱する文化的自己観は，多数の比較文化的研究において最も有力な

理論的枠組みとして取り上げられている。文化的自己観のうち，相互独立的自己観は，自

己を独特で他者から分離している実体としてみなし，相互協調的自己観は，自己を他者と

繋がっている実体としてみなす(Markus & Kitayama, 1991)。対人コミュニケーション分野で

の量的研究では，Oetzel（1998）は小集団の葛藤対処において，支配方略は相互独立的自

己観と，回避・服従・妥協方略は相互協調的自己観との正の関連を明らかにし，民族固有

の文化背景よりも文化的自己観がより頑健な予測因であったことを報告している。相互独

立的自己観よりも，相互協調的自己観が優勢な日本人は，個人的な要求よりも関係的な調

和を求めるため，間接的で回避的な対人コミュニケーションを選好しやすいことが明らか

にされている（e.g., Gudykunst, et al.,1996; 森泉・高井, 2006; Singelis & Brown; 1995）。 
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ポライトネス理論 

他者との関係性による言語コミュニケーションとその心理的側面に関する理論として，

Goffman（1967）の面子概念を発展させた Brown & Levinson（1987）のポライトネス理論

がある。相互作用時の自己や他者に対する公的イメージをフェイス（face）と定義してい

る。フェイスには，相手から積極的に受け入れられ承認されたいポジティブフェイス

（positive face），相手に干渉されず独立した自己を守りたいネガティブフェイス（negative 

face）という，相反する 2 種類の欲求がある。それら face を脅かす行為のことは FTA（face 

threatening acts）と呼ばれ，FTA の状況について，相手から無理な依頼や要求をされた時を

否定的面子脅威（negative face threat），批判を受けた時を肯定的面子脅威（positive face threat）

とし区別がなされている。Brown & Levinson（1987）は，人は通常，相互作用時に FTA を

控えるか，FTA をできるだけ軽減するためのストラテジーを採用するとしている。その際，

FTA の評定に関わる要因を彼らは二者間の社会的距離と社会的勢力，そして文化的状況に

おける心的負荷量という 3 つの社会的な変数を挙げ，FAT の評定による 5 段階のストラテ

ジーを提示した。その段階とは，フェイスを脅かす度合いの強い方から，1. 露骨に FTA

を実行する 2. ポジティブ・フェイスを配慮し仲間意識を表現するポジティブ・ポライト

ネス 3. ネガティブ・フェイスを配慮し間接的な言い回しをするネガティブ・ポライトネ

ス 4.ほのめかし（off record）5.FTA を実行しない，という 5 つである。上記 3 つの変数の

程度が大きくなるにつれ，より控え目な間接的言語方略が取られることが明らかとなって

いる（e.g., Holtgraves & Yang, 1992; Okamoto, 1992）。 

 

フェイス交渉理論 

最後に，Ting-Toomey（1988）が Goffman（1967）と Brown & Levinson（1987）の研究に

基づき文化間の対人葛藤方略に対するフェイスの影響を理論化したフェイス交渉理論を挙

げる。Ting-Toomey & Kurogi（1998）によると，相互作用において自己・他者・相互の 3

つフェイスを維持し調整しようとし，個人主義者は自己フェイスに価値を置き，集団主義

者は相互フェイスを考慮する傾向にある。Oetzel, Ting-Toomey, Masumoto, Yokochi, Pan, 

Takai, & Wilcox（2001）では，この根拠を検討し，相互独立的自己観が自己フェイスに強

く影響を与え，相互協調的自己観が他者フェイスと相互フェイスに正の影響があることを

明らかにしている。Ting-Toomey, et al.（1991）では，自己フェイス維持は支配方略と，他

者フェイス維持は回避，統合，妥協方略と関連があった。Oetzel & Ting-Toomey（2003）で

も，個人主義文化にいるか相互独立的自己観を持つ場合は自己フェイスにより関心があり，

支配方略を選好するが，集団主義文化にいるか相互協調的自己観を持つ場合は他者フェイ

スの関心が強まり，統合か回避方略が選好されやすいことが示された。 
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1.4 方略モデルと回避的方略に関する先行研究 

 

対人葛藤対処の方略は，変動のない性質とみなすのではなく，双方の目標や目的，意図，

能力，社会的学習による相互作用で形成される志向である（Knapp, Putnam, & Davis， 1988）。

本節では，主な対人葛藤対処方略モデルおよびその中での回避的な方略の定義や特徴を中

心に，先行研究の結果をまとめる。最後に，本研究で想定される方略選好の規定因に関す

る知見についても触れる。 

 

1.4.1 対人葛藤対処方略モデルと葛藤回避 

 

3 方略分類 

 葛藤対処研究における方略の分類について，集約された基本的な 3 方略（統合方略・分

配方略・回避方略）による研究がある（Sillars, Coletti, Perry, & Rogers, 1982；Canary & 

Cupach, 1988; Canary & Spitzberg, 1989; Keck & Samp, 2007; Oetzel & Ting-Toomey, 2003）。

統合方略とは積極的な情報交換による協調的で支援的な問題解決を指し，分配方略とは

相手の要求に関わらず自分の目標を達成したいという個人が用いる競争的な方略である

（Keck & Samp, 2007）。回避方略は，Sillars et al.（1982）は葛藤についての明確な話し合

いを最小化する方法であると定義している。葛藤相手のコミュニケーション満足とコン

ピテンス認知と 3 方略の関連を検討した Canary & Cupach（1988）では回避方略には何の

関連も見られなかったが，Canary & Spitzberg（1989）では，回避方略は葛藤相手からの

コンピテンスの評価に負の関連が見られた。 

 

２重関心モデル 

対人葛藤対処方略の研究では，Blake & Mouton（1964）による 2 次元による 5 方略のモ

デルが多く支持されてきた（e.g.,Thomas 1976; 1988; Rahim, 1983; van de Vliert & Kabanoff, 

1990; Cai & Fink, 2002）。このモデルの 2 次元とは，方略使用者自身の関心を満たす自己表

明の程度(Assertiveness)と葛藤相手の関心を満たす協力度（Cooperativeness）で，二重関心

モデルとも呼ばれている。その高低によって，対人葛藤対処方略が協調（Collaboration），

譲歩（Accommodation），妥協（Compromise），対決（Competition），回避（Avoiding）の 5

つに分類されている。便宜上，ここではこの 2 次元について，Assertiveness の軸を「自己

志向性」，Cooperativeness の軸を「他者志向性」と変換するが，自己志向性と他者志向性が

ともに高い方略が協調方略，ともに中程度の方略が妥協方略である。また，自己志向性は

高いが他者志向性が低い方略は対決方略，逆に自己志向性が低く他者志向性が高い方略を

譲歩方略と位置づけられている。二重関心モデルによると回避方略は，「自己志向性も他者

志向性も低く，葛藤から身を引き対処を拒否すること」（Rahim, 2002）と定義される
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（Figure1.1 参照）。本邦でも，浅原（2000）と加藤（2003）が 2 重関心モデルに基づき尺

度を開発している。浅原(2000)は Rahim（1983）の職場における対人葛藤対処の 5 方略（統

合・支配・回避・服従・妥協）の尺度 Rahim Organizational Conflict Inventory-Ⅱ(ROCI-Ⅱ)

の日本語翻訳版を作成したが，因子分析の結果，統合と妥協が分別されず，その 2 方略を

合わせて問題解決方略と命名し 4 方略モデルを報告している。一方，加藤（2003）では，

Rahim（1983）とほぼ同様の 5 方略が得られている。 

2 重関心モデルによる分類に基づいた葛藤対処方略と心理的要因の関連については，加

藤（2003）で，パーソナリティの Big Five（和田, 1996; 情緒不安定，外向性, 開放性, 調

和性, 誠実性）との関連において，回避方略には情緒不安定性・調和性の正の影響ならび

に開放性・誠実性から負の影響が示唆されている。森泉・高井（2006）では，相手との関

係性を変数に入れ，文化的自己観，公的自己意識，面子意識と２重関心モデル 5 方略の関

連を検討している。親密性が低い相手との相互作用において，面子意識とともに服従・回

避方略の使用程度が上昇することが明らかにされている。また，相互協調的自己観が，服

従・回避方略に正の影響を及ぼしていることも示唆された。 

 

   

２次元モデル 

Falbo & Peplau（1980）は対人関係の問題解決方法に関して大学生に作文を書かせ，その

対決

譲歩

妥協

回避

協調

自
己
志
向
性

他者志向性

高

低

低 高

Figure 1.1  二重関心による５つの対人葛藤対処方略
（Ruble and Thomas (1976) を参考に作成）
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内容分析から「直接―間接」と「一方向―双方向」の 2 次元を見出し，方略を 4 つに分類

した。直接性の次元は自分の要求や願望を明確に表明する度合いであり，間接性の高い方

略においては，婉曲的な表現となる。一方向は相手に配慮せず，双方向は自他の要求を考

慮する方略となる。依頼や要求などが直接・一方的な方略，交換取引，説明，話し合いな

どが直接・双方向の方略，暗示や肯定的感情表出などが間接・双方向の方略，緘黙や否定

的感情表出などが間接・一方向の方略と分類された。回避的な方略はこのモデルでは間接

的な次元に位置している。 

夫婦や恋人など男女の親密な関係を対象とした Rusbult, Zembrodt, & Gunn（1982）の対

人葛藤対処の離脱―発言―忠義―無視モデルでは，相手の行為から生じた葛藤に対する反

応を積極的―消極的と建設的―非建設的の２軸を用いて４タイプに分類した。消極的反応

のうち，建設的であるのが「忠誠」で，非建設的反応が「無視」である。葛藤回避にあた

る「忠誠」がなぜ建設的かといえば，不満を抑え，物事を荒立てることを避けることによ

って，人間関係を維持することを最優先にしているからである。逆に，「無視」は相手に不

快感を与え，相手の行為を罰する行為とみなされ，非建設的と位置づけられている。 

 van de Vliert & Euwema（1994）は，分類の次元として「協調性（agreeableness）」と活動

性(activeness)」を掲げ方略を分類している。協調性とは葛藤時の行動が快か不快かの印象

の軸であり，活動性は応答が活発で明確か不活発で不明瞭かの印象の軸である。このモデ

ルで回避的な方略にあたるものは，協調・非活動の方略分類の中の「回避」と「譲歩」で

ある。さらにこの 2 方略の区別において，「回避」が非協調的で「譲歩」が協調的だという

定義がなされている。 

 

本邦における葛藤対処方略モデル 

藤森（1989）は，男子大学を対象にした調査で解決ストラテジー型を提唱している。対

人葛藤に関する自分の欲求や意向を全く表明しない，あるいは間接的にしか表明せず，あ

くまで個人的な解決を図ろうとする方略を「抑制・個別型」としており，これには，「無行

動」「相手の回避」「暗示・例示」などが含まれる。また「抑制・個別型」以外に葛藤潜在

化にあてはまる型は，「抑制・協調型」で，自分の欲求や意向を直接的に表明することを差

し控えるが，自分が譲歩することによって問題解決を図ろうとする点が「抑制・個別型」

と異なる。ここには「共感的調整」「表面的同調」「内面的同調」などが含まれる。またこ

れらの方略をとることで解決可能性にも言及し「抑制・個別型」と「抑制・協調型」はい

ずれも葛藤の結果に不満を残す，不適切な対処法であり，とりわけ「抑制・個別型」は葛

藤の解決に無効果であることを明らかにしている。 

Ohbuchi，Chiba, & Fukushima（1996）は，従来の方略分類を整理し再分類を行い，統合

方略・懐柔方略・分配方略・攻撃方略・同調方略・回避方略・第三者方略の７つの葛藤方

略を設定した。Ohbuchi & Tedeschi（1997）では，この 7 つの方略の項目を因子分析した結
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果，4 つの方略が抽出された。統合・懐柔・同調の 3 方略がまとまった双方の利害を調整

する「協調方略」，攻撃と分配がまとまった一方的な自己主張や攻撃などの「対決方略」，

第三者を介入させる「第三者介入」と対立が公になることを避ける「回避方略」の 4 つで

ある。Ohbuchi, et al.（1996）の分類による回避方略の定義は，潜在的葛藤を顕在化させな

いという回避方略を指している。大渕・福島（1997）では多目標理論（後述）に基づきこ

の 4 方略の規定因を検討している。 

葛藤対処方略モデルの多くは，積極的な対処方略を肯定的に，消極的な対処方略を批判

的に捉える傾向があり，問題解決のみが暗黙の従属変数とされてきたことが指摘されてい

る（久保, 1997）。上記の葛藤対処方略モデルはいずれも顕在的葛藤を中心としたモデルに

なっており，潜在的葛藤を潜在化するか顕在化するかという観点による方略分類について

は検討が行われていない。 

 

葛藤回避に関する先行研究 

以上，方略のモデルや分類を概観したが，葛藤時の回避行動を中心テーマにした研究も

行われている。 

Tjosvold & Sun（2002）では中国の文化的背景に基づいた探索的研究として，中国企業に

勤める中国人管理職 50 人と従業員 35 人を対象に，実際の対人葛藤について回避方略の調

査をしている。相手の決定に従う「同調方略」と情報収集や周りの影響力を利用する「包

囲方略」という中国人に特徴的な回避の 2 方略を取り上げ，企業内葛藤における動機と効

果との相関関係で検討した。同調方略は，相手に任せる信頼の動機と正の相関があり，包

囲方略は，相手からの情報は必要ないという充足感，相手への信頼と報復の恐れの 3 つの

動機との正の相関が報告された。方略の効果については，同調方略は相手への尊敬を増す

ことに正の相関，包囲方略は自信との正の相関があった一方，転職を考えることにも正の

相関がみられた。 

アメリカの大学生に対し，顕在的葛藤の場面を設定し回避的行動と目標の関連を検討し

た Wang, Fink & Cai（2012）の研究もある。彼らは，回避行動を葛藤相手からの回避，話

題からの回避，一時的か継続かという時間の 3 軸によって 6 つ（Withdrawal, Exit, Passive 

domination, Outflanking, Pretending, Yielding）の方略に分類した。一時的に相手と話題から

撤退する Withdrawal は敵意目標に，一時的に相手を避けるが問題からは回避しない Passive 

domination は敵意目標と課題目標に，継続的に相手と話題から撤退する Exit は課題目標に，

継続的に相手を避け問題からは回避しない Outflanking は敵意目標，課題目標，実益目標に, 

Yielding は支援目標に正の関連があり，Pretending については目標との関連がみられなかっ

た。この結果から，顕在的葛藤における回避行動が目標達成のために戦略的に行われてい

ることが明らかとなった。 

日本人を対象とした葛藤回避行動の研究については，Ohbuchi, Hayashi & Imazai （2000）
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が，日本人に葛藤対処に回避方略が選好されやすいことに注目し，日本企業に勤務する社

会人データの重回帰分析により，葛藤回避が，「協調的同一性関心」と「集団調和」という

集団主義的関心と関連している結果を報告している。協調的同一性関心とは，自分が「人

と仲良くできる」「争いを好まない」「温和」といった善良な印象を周囲に印象付けたいと

いう願望であり，集団調和と同様，集団主義的文化圏において価値付けられているものだ

としている。また，社会的調和との関連で日本人の潜在的葛藤における回避行動の多元的

無知を研究した Saito & Ohbuchi（2013）では，社会的調和に価値を置かない個人に，自分

が葛藤回避を選好しないにも拘らず他の集団成員は葛藤回避を選好するだろうと推論する

多元的無知が起こることを明らかにしている。 

 統合方略や対決的な方略に比べ，研究対象として注目されていなかった回避行動である

が，焦点を当てて検討すれば，その生起要因は複雑である。 

 

1.4.2 方略の規定因 

 

以上，葛藤回避方略を中心とした先行研究の知見を述べたが，ここでは，顕在的葛藤で

影響が報告されている規定因の中から，本研究で潜在的葛藤における方略との関連を検討

する要因について概観する。 

 

意図と目標 

福島・大渕（1997）の定義によると，意図とは行動の直接の目標で短期的な下位目標で

あり，動機とは，その行動によって達成しようと行為者がもくろむ長期的な上位の目標の

ことである。 

目標は行動選択に影響を与えるため（Dillard, Segrin, & Harden,1989），葛藤時の対処方略

の規定因のひとつとして検討されている(e.g., Canary, Cunningham, & Cody, 1988)。葛藤対処

に関する多目標理論（大渕・福島, 1997; Ohbuchi, Fukushima & Tedeschi, 1999; Ohbuchi & 

Tedeschi, 1997）では，方略選択の規定因として，長期的な動機である目標に注目している。

本理論では，攻撃性や戦略的コミュニケーションに関する知見をもとに，葛藤状況に関連

する目標が，個人的資源目標，経済的資源目標，関係目標，パワー・敵意目標，公正目標，

同一性目標の 6 つに整理されている。大渕・福島（1997）では，この 6 目標について７点

尺度で測定し，「協調方略」・「対決方略」・「第三者方略」・「回避方略」の４方略との関連を

検討している。その結果では，大渕らの比較文化研究（Ohbuchi & Takahashi, 1994; 大渕・

菅原・Tyler・Lind, 1996）に基づく日本人の回避方略は関係目標に動機付けられるという仮

説が支持されず，肯定的な社会的印象を維持する同一性目標によって促進された。Ohbuchi 

& Tedeschi（1997）では，回避方略は個人的資源目標によって促進されたことから，回避

方略と目標の関連については結果が一致していない。 
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葛藤対処方略は対人的，社会的行動であることから，行動単位の中心にある「意図」が

重要である（福島・大渕，1997）。潜在的葛藤の対処については，顕在的葛藤の対処時より

も短期的な下位目標である意図の影響を受けやすいと考えられる。一般的に，我々が相手

に不満を表明するのを控える行動選択の背景には，目標を意識するよりもむしろ，葛藤を

顕在化することで被る何らかの不利益に対する不安から表明を躊躇することがあると考え

られるためである。代表的なものに「相手に嫌われる」や「反撃を招く」など葛藤の深刻

化や人間関係の悪化への懸念が中心にある（大渕 1991）。大渕・福島（1997）では，自分

の自由やプライバシーを守る「個人的資源目標」が回避方略を抑制した結果が報告されて

いるが，短期的な動機から見れば，直接対決しないことで，「とりあえず」面倒を避けて個

人の自由を守ることもあるだろう。 

大渕・福島（1997）では，葛藤顕在化後に使用する解消方略を想定し，「どのような結

果を望んだか」という質問によって長期的目標との関連が検討されているが，葛藤潜在化

―顕在化という観点から，対人葛藤対処方略と意図と目標との関連について検討はされて

いない。 

 

社会的状況 

日本人は相手との関係性で行動を選択することが先行研究で報告されている。文化的自

己観の理論（Markus & Kitayama, 1991）では，相互独立的自己を強調する個人は欧米にお

いて優勢で，状況や相手に関わらず一貫した自己を維持するが，日本などのアジアで優勢

な相互協調的自己観を有する個人は，相手や場に応じて自己を変化させ調和する。公的自

己観が強く，相手によって自己呈示を大きく変える日本人（Markus & Kitayama，1991）に

とって，呈示の相手が「ミウチ」の人間か「ソト」の人間かということが重要になる（守

崎，2000）。 

ポライトネス理論（Brown & Levinson，1987)によると，相互作用相手との社会的地位や

親密性などの関係性要因がポライトネスのレベルを含めたコミュニケーション行動に影響

を与える。日本人の場合，欧米人より強い状況依存性が相手と自分との心理的距離におい

て顕著に現われることが「日本人論」の中にもみられる。その中で，心理的距離による日

本独特の対人関係のラベリングのうち代表的なものを挙げると，中根（1967）は，夫婦，

親子，兄弟，家族などの密接な関係を「ウチ」，無関係な赤の他人を「ヨソ」，ウチとヨソ

の中間的な存在で学校や職場，近隣の人々などを「ソト」と分類した。また，日本社会は

「タテ社会」で相手が「タテ」（例えば先輩・上司）なのか，「ヨコ」（例えば友達・同僚）

なのかという認知に基づいて行動を決定すると主張している。土居（1971/2007）では，遠

慮の要らない世界を「ウチ」，遠慮の要る世界を「ソト」として捉え，米山（1976）は血縁

意識と集団サイズによって，血縁系を「身内」「同胞」，非血縁系を「仲間」「世間」と分け

ている。また，Midooka（1990）は，これらの先行研究から「無縁の関係」「なじみの関係
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だが他人の関係」「仲間または味方」「気のおけない関係」の 4 つに分類しており，年長者

や権力のあるものに対しては自己表現を控え相手への反論をしないと述べている。 

実証研究による知見として，中根（1967）と土居（1971/2007）の対人関係の分類に基づ

いて相手を尊重した適切な自己主張行動であるアサーションとの関連を検討した玉瀬・馬

場（2003）では，タテの関係よりもヨコの関係でアサーションが使用されることが示され

ている。また，対人葛藤の場面においても，葛藤相手との関係性によって葛藤対処方略の

選好傾向が異なることが明らかとなっている（藤森, 1989; 深田・山根, 2003; 森泉・高井, 

2006; 大渕・福島, 1997; 大西, 2003; 大迫・高橋, 1994）。対人葛藤対処方略と親密性や社

会的地位などの対人文脈との関連を分析した先行研究の多くは，実際の葛藤経験について

回答を求める方法（大渕・福島，1997；加藤，2003；大西，2003）が主流であることと，

仮想場面を使用しても対人関係によって葛藤の状況が異なっているシナリオの使用（大

迫・高橋，1994）が問題に挙げられる。これらの先行研究の場合，葛藤場面が様々で余剰

変数を統制できていないため，行動の変化が社会的状況の違いなのか場面の違いなのか明

確には判断できない。文脈・場面依存性が主張されている日本人の行動（Markus & Kitayama, 

1991; Triandis, 1995）を扱う際に有効であるのが，場面想定法である。そこで，森泉・高井

（2006）では，２重関心モデルの 5 方略の選好に対する社会的状況の影響について，場面

を統制した顕在的葛藤についてのシナリオを用いた場面想定法で分析がなされている。そ

の結果，「顔見知り程度の先輩」といった「なじみであるが他人」という相手に対して回避

と服従方略が選好される結果が示されている。葛藤初期段階の潜在化か顕在化の選択に関

しては，葛藤相手よる方略選好への影響は検討がなされていない。 

 

対人コンピテンス 

葛藤対処時に知覚される対人コンピテンスは，対処行動が人間関係に対して建設的な結

果を導くか否かに強く影響を及ぼす（Canary & Cupach,1988; Canary & Spitzberg, 1989）。効

果的な対人葛藤対処には対人コンピテンスが必要とされる。対人関係は状況や相手との関

係性に応じた適切なメッセージを送受信することで円滑に維持されるが，良好な対人関係

維持のために求められるコンピテンスとは，単なる言語運用能力を意味するものではない。

対人コンピテンスとは，人間関係上と状況上の期待を満たしながら自己の目標を達成する

能力である（Spitzberg & Cupach，1984）。具体例としては，自分の考えや感情を表現する

際に，状況や相手との関係性に合わせて適切な言動を選択し，自己や相互の目的を果たせ

るよう表現を工夫できるというようなことを指す。その構成要素は，目標達成ができる「有

効性」と他者の期待を満たす「適切性」とされる（Spitzberg＆Cupach,1989）。対人コンピ

テンスと葛藤対処方略との関連について，仲間関係における対人コンピテンスを関係開始，

自己開示，他者の行動への不満の主張，感情的サポートの提供，対人葛藤対処の 5 つとし

て研究をした Buhrmester, Furman, Wittenberg, Reis（1988）は，コミュニケーション・スキ
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ルは他者との円滑なコミュニケーションを行う能力であり，スキルの高い人は葛藤状態を

招く可能性がある論争を避けると主張している。 

対人コミュニケーションのコンピテンスと類似する概念として，社会的スキルがある。

社会的スキルは，対人葛藤対処に影響を与える要因のひとつとされているが（Falbo, 1977），

関わる専門領域が多岐にわたり，統一的な定義はない。個人の社会的適応を前提として，

適切な対人行動選択ができる場合に社会的スキルが備わっているとみなされることが多い。

この社会的スキルを図るものとして，様々な尺度が開発されてきた。1980 年代は，主に欧

米の研究者が開発した尺度を日本語に翻訳をして研究がなされていた。その後，菊池（1988）

が，西洋的な対人コンピテンスの定義に基づいて社会的スキル尺度（KiSS18: Kikuchi’s 

Social Skill 尺度 18 項目）を作成した。これは，Goldstein, Sprafkin, Gershaw, & Klein（1986）

が社会生活上の基本的スキルとしてあげた項目を参考にしたもので，初歩的スキル，高度

のスキル，感情対処のスキル，攻撃に代わるスキル，ストレスを対処するスキル，計画の

スキルに関する項目が含まれている。しかし，KiSS18 のように日本以外で開発された項目

を参考にした尺度を日本人対象の研究に使用すると，開発先の文化のバイアスが研究結果

に影響してしまう。 

そこで，Takai & Ota（1994）は，文化的な特徴を考慮する必要性を主張し，文化に特有

なコンピテンス要素と文化に依存しない普遍的な点を同時に考えることを提唱した。彼ら

は，対人コンピテンスは文化によって規定される概念として取り扱い，比較文化的な視点

から日本人を正当に評価するための尺度である Japanese Interpersonal Competence Scale

（JICS）を開発した。この尺度は日本人学生と日本人社会人のデータによる因子分析に基

づき，５つの下位尺度で構成されている。第１に，些細で間接的なメッセージに気づく「察

し能力」，第２に，対人関係の調和を保つために本心を隠して自己主張を控える「自己抑制

能力」，第３に，目上に対する敬語表現の使用など相手との関係性と場面に適した行動がと

れる「社会的適正」，第４に，微妙な内容のメッセージを巧みに扱うことができる「対人感

受性」，第５に，曖昧さを許容しながら相互作用することができる「曖昧耐性」である。こ

の尺度によると，日本人においては，欧米人の研究とは異なり，抑制や察し，関係性の重

視など他者配慮のスキルが必要であり，そのために間接的なメッセージの記号化や解読の

能力が重要であることがわかる。葛藤対処方略と JICS との関連を検討することで，日本人

に特有な対処方略の特徴がより明確になると考える。 

 

個人特性としての文化的自己観 

近年，Markus & Kitayama（1991）が提唱する文化的自己観が対処方略選好の規定因とし

て検討されている。Rusbult, et al.（1982）の対人葛藤対処の離脱―発言―忠義―無視モデ

ルにおいて，相互独立的自己観は，能動的で建設的な反応である「発言」と正の相関，受

動的で建設的な「忠義」とは負の相関があり，相互協調的自己観は，受動的で建設的な反
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応である「忠義」と正の相関があり，受動的で破壊的な「無視」とは関連がなかった（Sinclair 

& Fehr, 2005）。 

本邦における高田（2000）の文化的自己観の尺度には，相互独立的自己観の下位尺度と

して「個の認識・主張」・「独断性」，相互協調的自己観の下位尺度として「他者への親和・

順応」・「評価懸念」の 4 つの要素がある。この短縮版を利用した森泉・高井（2006）では，

相互協調的自己観は服従方略と回避方略に正の影響を及ぼしていた。相互独立的自己観に

ついては，強制方略と妥協方略に正の影響を示した一方，服従・回避方略に負の影響はみ

られなかった。これは Sinclair & Fehr（2005）における相互独立的自己観と忠義の間に負の

関連があった結果と矛盾する。服従・回避方略に負の影響がみられなかったことについて，

森泉・高井（2006）では，相互独立的自己観の尺度の中の独断性の要素の影響からだと推

察している。文化的自己観と潜在葛藤について潜在化―顕在化の軸による方略との関連に

ついての検討はまだなされていない。 

  

1.5 先行研究における問題点の所在 

 

上述の通り，葛藤潜在化は日本人に特徴的な対処方略であることが示唆されているが，

その規定因や効果については，先行研究において十分に検討されていない。そのため，潜

在化に着目して，その生起の要因を検討することは，葛藤解消のプロセスを考える際など，

今後の葛藤対処方略研究において重要な視点であると考えられる。従来の対人葛藤方略の

研究おける問題点として，以下の 2 点について述べる。 

 

（１）潜在的葛藤の段階を含めた対処プロセスが検討されていない点 

Pondy(1967)によると，葛藤には出現および発展の段階があり，潜在的葛藤から顕在的葛

藤への変化が示されている。しかしながら，二重関心モデル（e.g., Rahim, 1983）を含め従

来の方略研究の多くは，顕在的葛藤に対する対処方略を中心に研究がなされているため，

潜在的葛藤に注目した対処について検討がなされていない。不満が表明された場合の葛藤

対処と，表明されないままの葛藤対処では，用いられる解決方略に違いがある(大渕，1991)

ことから，初期段階での自己内葛藤の発生時における潜在化と顕在化の間の選択は，葛藤

解決のプロセスにおいて後の人間関係を決定づける重要な問題であると考えられる。 

 

（２）行動と意図の区別が明確でない尺度項目を使用している点 

回避行動を測定する下位尺度における顕著な傾向として，項目内での動機や意図と行動

の混在が挙げられる。例えば，Rahim（1983）の二重関心モデルによる Rahim  Organizational 

Conflict Inventory- 日本語版（浅原，2000）の回避項目の「面倒な思いをしたくないので，

相手との行き違いは自分の中におさめようとする」などは，一文の前半で動機が明記され，
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限定されている。また，二重関心モデルに基づく加藤（2003）の対人葛藤対処方略尺度の

「回避スタイル」の下位尺度では，「対立を防ごうとする」，「できる限り口論にならないよ

うにする」，「相手との衝突を避けようとする」，「お互いの意見の相違に直面しないように

する」という項目が挙げられている。これらも，大渕（1991）が挙げる葛藤の深刻化や人

間関係の悪化への懸念という回避理由と同様の内容であるため，回避する意図なのか回避

行動そのものなのか不明瞭である。 

状態の悪化防止や関係維持のために不満を言わずに撤退することを例に考えると，行動

は回避的であっても，その意図自体は回避的ではない。葛藤潜在化行動や葛藤回避行動に

ついて他の要因との関連を検討する場合，行動と意図を区別し検討するほうが正確な考察

に繋がるであろう。 

 

1.6 本研究の目的 

 

葛藤解消のために話し合いなどの直接的な対処がないことを葛藤の潜在化傾向と命名

した大渕（1991）は，Falbo & Peplau（1980）による分類上の非言語的なほのめかしを含む

間接方略について，当事者双方が葛藤争点について言明しないため，葛藤の表面化は回避

されるとしている。その根拠として悲しみの表情などの非言語表現では葛藤相手に明確に

伝わらないことを挙げている。Ohbuchi & Takahashi（1994）の顕在的葛藤の定義によると

関係者双方が葛藤の存在を認知する状況であることから，本研究では，葛藤顕在化を「言

語によって相手に自己内の葛藤を表明すること」とし，葛藤潜在化を「言語的な表明をせ

ず相手に自己内の葛藤を隠そうとすること」と定義する。 

本研究では，従来の対人葛藤研究において非効果的な方略として敬遠されてきた回避的

な行動に焦点を当て，葛藤潜在化傾向の高い日本人（大渕，1991）の対処方略のメカニズ

ムを検討することによって，新しい建設的な側面を見出すことを目的とする。自己の願望

や期待が他者によって妨害されていると知覚する対人葛藤の初期段階における対処につい

て，顕在化方略との比較によって，日本人の対人葛藤潜在化の特徴を明らかにしていく。 

前節で述べた問題点を踏まえ，本研究では，葛藤潜在化―顕在化の軸を導入した新たな

方略尺度を作成し，対人葛藤プロセスにおける最初の方略選好に焦点を当て規定因との関

連を検討する。尺度の作成にあたって行動と意図を明確に区別することで，自己志向と他

者志向の二重関心モデルでは説明不可能な潜在化の動機を探る。葛藤回避や葛藤潜在化に

関する研究が不足しているため，探索的に検討していく。また，社会的状況を重視する日

本人の特性を踏まえ，親密性，地位格差，葛藤の重要性など状況要因の違いによる影響も

検討する。日本社会では，葛藤をむやみに表に出さないことが，対人的なスキルとして能

動的に実行されている可能性がある。文化的背景を考慮した日本人的な対人コンピテンス

の高さが潜在化方略選好に関連していれば，欧米と中心とした従来の研究で指摘されてい
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る「回避方略は解決能力が低い」という見解にあてはまらない日本人の文化的特異性が見

出されるであろう。また，潜在化した後の方略使用者の満足感を検討することで，潜在化

方略を選好する積極的な理由がより明確となると考えられる。そして，学生と社会人との

比較を行うことで，発達段階における葛藤潜在化の特徴も明確になる。 

そのために，Figure1.2 のモデル図の通り，5 つの研究を実施する。第２章の研究１では，

短期的な動機としての潜在化意図と葛藤潜在化の方略の分類および意図と方略の関連につ

いて検討する。第３章の研究２では，日本人の葛藤対処方略選好の特徴を明らかにするため，

方略使用者の性別と相手との親密性と社会的地位の差による方略選好の傾向を検討する。第４

章の研究３では，日本人的な対人コンピテンスに関して，方略選択への影響と，対人葛藤

の際の行動満足感や対処後の関係満足感に対して，方略を媒介するだけではなく，満足感

へ直接影響するモデルを仮定し，男女別に検討する。第５章の研究４では，「潜在化―顕在

化」・「建設的―非建設的」の 2 軸による新しい対人葛藤対処方略尺度の開発を試みる。第

５章の研究５では，能動的に行われる潜在化の方略について，社会的状況要因，文化的自

己観，関係目標との関連を大学生と社会人との比較によって検討する。そして，第６章で

は，本研究で得られた知見を総括した上で，本論文の意義や，今後の課題や展望を議論す

る。 

 

 

 

 

遠因 近因 方略 効果

・行動満足感

・能力不足感

・関係満足感

潜在化方略

顕在化方略

・短期的動機
としての意図

（研究１・２）

・長期的動機
としての目標

（研究５）

・対人コンピ
テンス
（研究３）

・相手との
親密性
（研究２・５）

・相手との
地位格差
（研究２・５）

・方略使用者
の性別
（研究２・３）

・葛藤の重要性
（研究５）

（研究３）

Figure1.2 本論文の研究モデル

・方略使用者の
文化的自己観

（研究５）
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1.7 本論文の構成 

 

 本論文は，以下の学術論文および学会発表に基づいて構成されている。 

 

第２章 葛藤潜在化意図と対人葛藤対処方略の分類 

研究 1： Nakatsugawa, S., & Takai, J. (2013) Keeping Conflicts Latent: “Salient” versus 

 “Non-Salient” Interpersonal Conflict Management Strategies of Japanese. 

Intercultural Communication Studies, 22(3), 43-60.  

 

第３章 葛藤潜在化の関係性要因 

研究 2： 中津川智美・高井次郎 「関係性による対人葛藤潜在化―顕在化方略の選好」  

日本社会心理学会第 50 回大会・日本グループ・ダイナミックス学会第 56 回大会 

合同大会発表論文集 pp.1004-1005 

 

第４章 対人コンピテンスと対人葛藤潜在化 

研究 3：Nakatsugawa, S., & Takai, J. (2014) The Relationship between Interpersonal 

Competence and Salient and Non-Salient Conflict Strategies of Japanese Students. 

Intercultural Communication Studies, 23(3), in press 

 

第５章 汎用的尺度の開発と関係目標との関連 

研究 4：中津川智美・吉田琢哉・海原有紀子・高井次郎 (2010). 潜在性と建設性の 2 次 

元による対人葛藤対処方略尺度作成の試み 日本社会心理学会第 51 回大会 

発表論文集，pp.360-361. 

 

研究 5：中津川智美・吉田琢哉・高井次郎「対人葛藤における建設的潜在化方略選好の

規定因」名古屋大学大学院教育発達科学研究科紀要（心理発達科学）58, 47-55  
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第２章 

 

研究１： 葛藤潜在化意図と 

潜在化―顕在化を軸にした 

対人葛藤対処方略の分類 
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2.1 目的 

 

序論で触れた通り，葛藤をあえて表に出さない日本人的行動が詳しく研究されることな

く回避
．．

というラベルの中で自動的に意味づけられているが，対人葛藤対処のプロセスにお

いては，方略選択の前の葛藤を潜在化するか顕在化するかの最初の選択ステップはその後

の葛藤解決にとって重要な問題だと考えられる。潜在化の選好の原因解明の第一のステッ

プとしては，意図と行動を区別したうえで，潜在化意図ならびに潜在的葛藤時の対処方略

を考慮にいれた潜在化―顕在化の軸で葛藤対処方略を分類し，それらの関連を検討するこ

とによって，潜在化方略の特徴の骨格を見出すことを目的とする。 

意図について，予備調査で相手に不満を言いたくても言わないという行動を選択した理

由を尋ねることにより，葛藤潜在化の意図の種類を探る。それに基づき，本調査において

潜在化意図の尺度を作成する。個人内で葛藤を感じた際に取る行動については，先行研究

に基づいて潜在化―顕在化を軸に尺度を作成する。そして，それらの尺度を用いて意図と

方略との関連を明らかにする。研究１では，序章で述べた先行研究に基づき設定された以

下の仮説を検討する。 

仮説 1： 対人配慮意図は潜在化方略に正の影響を及ぼす 

仮説 2： 葛藤回避意図は潜在化方略に正の影響を及ぼす 

仮説 3： 対人配慮意図と葛藤回避意図は顕在化方略に負の影響を及ぼす 

 

2.2 予備調査： 潜在化意図の分類 

 

2.2.1 方法 

 

調査対象者と手続き 

静岡県にある私立大学の日本人 1 年生から 3 年生 257 名と，愛知県にある私立短期大学の

日本人 1 年生 53 名および 2 年生 52 名，合計 362 名から，自由記述による質問紙によって

回答を得た。そのうち有効回答数は 352 名分（男性 165 名，女性 187 名）であった（有効

回答率 97.2％）。 

 

質問紙の内容 

アンケートの教示文で，「相手から自分が不快に思うようなことを言われたり，された

りして(例：意見の対立，価値観の不一致，一方的な非難)，不満を感じた時の経験を思い

出し，以下の質問に答えてください。」と，この調査における対立の定義づけがなされ，「嫌

なことがあっても，言いたいことが言えなかったり，態度を示すことができなかったりと

いう経験をしたことが今までにありましたか。」と質問した。「あった」に○をつけた回答
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者は，相手のイニシャルと性別・自分との関係ならびに自己主張しなかった理由を記入す

るよう求められた。イニシャルや性別の設問は，回想した相手を明確に意識してもらうこ

とを意図したものである。 

 

2.2.2 結果 

 

352名の有効回答から，言いたいことが言えなかった経験が「あった」と答えた 316名（89.7%）

のうち理由が記入されていた 313 名（男性 145 名・女性 168 名）の回答を抽出し，KJ 法（川

喜田，1967）で意図の分類を行った。社会心理学を専攻する大学院生１名と評定者間妥当

性を検証したところ，一致率は 76.4％であった。不一致の項目については，二者間で協議

を行い合意のもとに再度分類された。その結果，①「相手のネガティブ反応の予測回避」，

②「わずらわしさからの回避」，③「無価値化」，④「自己評価・プライドの保持」，⑤「事態

悪化阻止」，⑥「立場・状況考慮」，⑦「関係維持」，⑧「集団調和」，⑨「相手に対する配慮」，

⑩「その他」の 10 種類となった。複数（2～3 項目）の意図を上げている回答者 47 名（15.0%）

を含め，意図別の回答数を合計すると，全体では，「相手のネガティブ反応の予測回避」（74, 

23.6%）と「立場・状況考慮」（73, 23.3%）が多い結果となった。Table 2.1 にその分類結果

を示す。 

 

Table2.1 潜在化意図の分類と回答例  

 

回答例

1.　相手のネガティブ反応の予測回避

2.　わずらわしさからの回避

3.　無価値化

4.　自己評価・プライドの保持

5.　事態悪化阻止

6.　立場・状況考慮

7.　関係維持

8.　集団調和

9.　相手に対する配慮

10. その他

「自分より先輩だから立場的に言えなかった」

「相手との関係を悪くしたくなかったから」

「言ったら周りの友人関係も気まずくなるから」

「言ったら相手が嫌な思いをするから」

「言うタイミングがなかった」「本音は言わない」

分類

「言ったら逆ギレされるから」

「言うのがめんどうくさかったから」

「言い返しても意味がないと思ったから」

「言ったら嫌われると思ったから」

「言い返すと余計に状況が悪くなるから」
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次に，相手との関係性については，様々な葛藤相手が挙げられていたが，友人とアルバイ

ト先上司とで半数以上を占めていた。よって，友達・友人・親友・部活仲間・クラスメー

トを「同地位」，アルバイト先上司・監督・先生・先輩を「高地位」とラベリングをし，葛

藤相手が自分と地位が同等の場合と，自分より地位が高い場合との比較を試みた。「同地位」

回答（139，44.0%）中では，「関係維持」（31, 22.4%）と「相手のネガティブ反応の予測回

避」（29, 21.0％）が，「高地位」回答（84, 26.6%）では，「立場・状況考慮」（42, 50.6%）と

「相手のネガティブ反応の予測回避」（22, 26.5%）が高く示された。回答数の結果を Table 

2.2 に示す。 

 

Table2.2  潜在化意図の分類と回答数 

 

 

2.3 本調査：方略および潜在化意図の分類と関連 

 

2.3.1 方法  

 

調査対象者 

静岡県にある私立大学の日本人 1 年生から 4 年生までの 319 名を対象に質問紙による調

査を行った。有効回答分の 309 名（男性 210 名，女性 99 名，有効回答率 96.9％，平均年

齢 19.4 歳）について分析を行った。 

度数 ％ 度数 ％ 度数 ％

1.　相手のネガティブ反応の予測回避
74 23.6 29 21

22 26.5

2.　わずらわしさからの回避
40 12.8 22 15.9

3 3.6

3.　無価値化
35 11.2 14 10.1

8 9.6

4.　自己評価・プライドの保持
31 9.9 17 12.3

6 7.2

5.　事態悪化阻止
7 2.2 5 3.6

0 0

6.　立場・状況考慮
73 23.3 16 11.6

42 50.6

7.　関係維持
51 16.3 31 22.4

5 6

8.　集団調和
13 4.2 7 5.1

4 4.8

9.　相手に対する配慮
19 6.1 11 8

0 0

10. その他
18 5.8 6 4.3

5 6

　　　全体 　　　同地位 　　　高地位

（注：複数回答があるため100％超過）

潜在化の理由
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質問紙の構成と内容 

質問紙は以下の２つの部分で構成される。 

(1) 潜在化意図尺度： 予備調査の自由記述式調査で導き出された 9 つの潜在化の意図に

基づく質問項目に対する回答を求めた。予備調査で回答数が多かった「雰囲気を壊さない

ようにする」という回答は，分類の際は「立場・状況の考慮」に含めたが，本調査では質

問項目としてプラスしたため，予備調査の 9 つの意図に対応する 10 項目となっている。「自

分が不快に感じることを相手から言われたり，されたりして不満を感じた時にとる行動に

ついておたずねします。どの程度，以下のことを意識して行動しますか」と質問し，5 件

法で回答する教示が与えられた。 

(2) 方略尺度： 不快や不満に感じることを相手から言われたりされたりした際に，最初

の反応として考えられる行動を 20 項目挙げた。特に本研究で注目している潜在化の方略に

ついては，Folger, Poole, & Stutman（2005）の方略研究で示されたコミュニケーション・ス

タイルを参考にした。項目の選考については，Brown & Levinson（1987） の「ほのめかし

（off record）」と「FTA を実行しない」を基準にした。教示文では，「自分が不快に感じる

ことを相手から言われたり，されたりして不満を感じた時，あなたは以下に挙げる対応を，

その場でどの程度行いますか」と質問し，5 件法で回答するよう求めた。 

 

2.3.2 結果  

 

潜在化意図の分類 

最初に，潜在化意図 10 項目の平均値と標準偏差を算出したところ，天井効果やフロア

効果のある項目は見当たらなかった。そのまま全項目に対して最尤法による因子分析を行

った。固有値の変化は，4.25，1.37，.94，.67…であり，初期の固有値での因子寄与率は第

1 因子 42.54%，第 2 因子 13.70%，第 3 因子 9.39%であったため，2 因子構造が妥当である

と考えられた。2 因子での累積寄与率は 56.24%であった。そこで 2 因子を仮定して最尤法・

プロマックス回転による因子分析を行った。0.35 の因子負荷量を基準とし，それに満たな

かった因子負荷量の 1 項目を分析から除外し，再度最尤法・プロマックス回転による因子

分析を行った。プロマックス回転後の最終的な因子パターンと因子間相関を Table 2.3 に示

す。第 1 因子は 6 項目で構成されており，相手の立場や気持ちの尊重や周りの人間関係を

壊さないことなど，関係維持・相手と集団への配慮が高い項目を示していたため，「配慮意

図」（α＝.83）と命名した。第 2 因子は 3 項目で構成させており，わずらわしさからの逃避

や，相手の攻撃・非難を回避することなど，葛藤を顕在化した場合のマイナスの事態を予

測し避ける意図が高い負荷量だったことから，「回避意図」（α＝.72）と命名した。確証的

因 子 分 析 を 行 っ た と こ ろ ， χ
2
(21)=40.84, p=.006, GFI=.972, AGFI=.940, CFI=.940, 
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RMSEA=.055 と十分な適合度を示した。 

 

 

 

潜在化―顕在化の軸による方略分類 

方略 20 項目の平均値と標準偏差を算出したところ，天井効果やフロア効果のある項目

は見当たらなかった。そのまま全項目に対して最尤法による探索的因子分析を行った。初

期の固有値の変化は，3.59，2.58，1.94，1.44，1.15…であり，因子寄与率は第 1 因子 17.92%，

第 2 因子 12.92%，第 3 因子 9.72%，第 4 因子 7.18%であったため，3 因子構造が妥当であ

ると考えられた。3 因子で累積寄与率は 40.58%であった。そこで 3 因子を仮定して最尤法・

プロマックス回転による因子分析を行った。0.35 の因子負荷量を基準とし，それに満たな

かった因子負荷量の 2 項目と二重負荷の 1 項目を分析から除外し，17 項目で再度最尤法・

プロマックス回転による因子分析を行った。再度，十分な因子負荷量を示さなかった 1 項

目と二重負荷の 1 項目を分析から除外して，最終的に 15 項目で最尤法・プロマックス回転

による因子分析を行った。プロマックス回転後の最終的な因子パターンと因子間相関を

Table 2.4 に示す。第１因子は 7 項目で構成されており，同意・同調・謝罪・取り入りなど，

自己内の葛藤を相手に気づかれないための能動的行動が高い項目を示したため，「積極的潜

在化方略」（α＝.74）と命名した。第２因子は 5 項目で構成させており，葛藤を顕在化させ

る何らかの主張行動であるため「顕在化方略」（α＝.69）と命名した。第３因子は 3 項目で，

表情で伝える・沈黙・立ち去りの項目であったことから，相手や状況によっては不満が伝

わる可能性がある行動であることから「消極的潜在化方略」（α＝.60）と命名した。確証的

因子分析を行ったところ，χ
2
(81)=155.85, p<.001, GFI=.937, AGFI=.907, CFI=.920, 

Table2.3　潜在化意図尺度の因子分析結果

Ⅰ Ⅱ

配慮意図（α=.83)

7.　相手の立場や地位を尊重する .76 -.30

9.　周りの人間関係が気まずくならないようにする .72 .13

8.　相手との人間関係を壊さないようにする .69 .15

10. 相手の気持ちを傷つけないようにする .68 -.04

6.　その場の雰囲気を壊さないようにする .65 .08

4.  自分が嫌な人間だと思われないようにする .45 .24

回避意図（α=.72)

2.  面倒くさいことにならないようにする -.23 .95

1.  相手から攻撃や非難が返ってこないようにする .07 .56

5.　事態が悪化しないようにする .35 .48

因子間相関 .54

残余項目：

3.　不満を伝えても意味がないと自分に言い聞かせる
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RMSEA=.055 と十分な適合度を示した。 

 

 

  

方略と意図の関連の検討 

上述の通り，潜在化意図は配慮意図と回避意図の 2 種類，方略は積極的潜在化・消極的

潜在化・顕在化の 3 方略に分類された。2 つの潜在化意図が潜在化―顕在化の 3 方略に与

える影響を検討するために，パス解析を行った。そのパス図を Figure2.1 に示す。モデルの

適合度指標は，χ
2
(4) =9.65, p=.047, GFI=.988, AGFI=.955, CFI=.972, RMSEA=.068 で十分な適

合度を示す値であった。配慮意図から積極的潜在化に中程度の有意な正のパス(.37)，消極

的潜在化に低い値の有意な負のパス(-.15)，回避意図から積極的潜在化に低い値の有意な正

のパス(.16)，顕在化に有意な負のパス(-2.5)が見られた。対人を配慮する意図は潜在化方略

に正の関連があるという仮説 1 は，積極的潜在化方略において支持されたが，消極的潜在

化方略では支持されなかった。葛藤を回避する意図は潜在化方略に正の関連があるという

Table2.4　潜在化―顕在化で分類した方略尺度

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

積極的潜在化方略（α=.74)

4.　自分を抑えて、相手の言ったことに同意する .74 .01 .06

6.　不満を言わず、相手の望み通りにする .72 .00 .07

5.　相手の言い分に同意したふりをして、受け流す .56 -.09 .16

7.　とりあえず謝ることで、その場をおさめる .56 .06 -.02

10. 相手が喜ぶようなことを言ったり、したりする .48 .21 -.16

3.　不快なことを言われなかった・されなかったこととして、そのまま会話を続ける .43 -.16 .02

8.　不満は言わず、相手の事情を自分が理解していることを伝える .37 .16 -.21

顕在化方略（α=.69)

18. 不満を口にして、自分の意見を強く主張する -.10 .72 .06

20. 冷静に自分の不満を伝え、話し合いをしようとする .05 .66 -.16

19. 相手のほうが間違っていると責める .01 .61 .23

9.　不満は伝えずに、なぜそんなことを言うのか（するのか）、理由をたずねる .04 .44 -.14

15. その場では不満を口に出さず、後で本人に伝える .17 .40 .09

消極的潜在化方略（α=.60)

14. 何も言わず、不満を表情で表す -.14 .15 .70

12. 何も言わず、無表情でおし黙る .03 -.02 .70

2.　不満については何も言わずに話しを終わらせ、その場を立ち去る .17 -.14 .37

因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ

Ⅰ - -.28 -.06

Ⅱ - .22

Ⅲ -

残余項目：

1.　不満は言わず、話題を変える

11. ジョークを言っておどけて、不満が伝わらないように隠す

13. 何も言わず、苦笑いやごまかし笑いをする

16. 相手には何も言わず、後で別の人に話す

17. 不満をはっきりといわず、ほのめかすように言う
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仮説 2 も，積極的潜在化方略において支持されたが，消極的潜在化方略では支持されなか

った。対人を配慮する意図と葛藤を回避する意図は顕在化方略に負の関連があるという仮

説 3 については，回避意図において支持され，配慮意図については顕在化方略との関連が

みられなかった。 

 

 

 

2.4 考察 

 

研究１では，葛藤潜在化意図の分類と潜在化と顕在化の選択プロセスに注目した対人葛

藤対処方略の分類が主な目的であった。最初に，予備調査において大渕（1991）の知見に

よる葛藤潜在化についてその意図の種類を調査した。それに基づき潜在化意図の尺度を作

成し，本調査を行った。本調査で得られたデータについて因子分析を行い，配慮意図と回

避意図の 2 つの意図が見出された。 

まず，予備調査の結果で示唆されたことは，①複数の意図をもって潜在化する場合があ

ること，②葛藤潜在化方略は「自己志向」も「他者志向」も低いという二重関心モデルの

回避方略の定義では説明できないこと，③相手の地位が高い場合と同等の場合では，意図

に違いがあることである。複数の意図をもって潜在化が行われることは，大渕･福島（1997）

の「葛藤解決において複数の目標を志向する」(p159) という知見と一致する。二重関心モ

デルでいわれる「自己志向」と「他者志向」の観点から比較しながら考察すると，自己志

***

*

**

***

配慮意図

回避意図

.02

消極的潜在化

.22

積極的潜在化

.06

顕在化 e3

e1

e2.52

-.25

.16

.37

-.15

.09

χ 2=9.65, df=4, p<.05
GFI = .988, AGFI =.955,
CFI=.972, RMSEA=.068

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

Figure2.1 潜在化意図と潜在化―顕在化方略のパス解析の結果
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向も他者志向も低いという従来の回避方略の定義にあたる「わずらわしさからの回避」や

「無価値化」の意図のほかに，回答数が全般的に多かった「ネガティブ反応の回避」のよ

うに自己志向ともいえる自己防衛的な意図もあった。また，高地位相手の「立場・状況を

考慮」した意図は，「相手に対する配慮」とともに，他者志向が高い意図として分類が可能

である。「関係維持」の場合は，たとえ感情抑制などの自己負担を強いられたとしても，意

図自体は自己志向も他者志向も高いとされる協調を志向としているといえる。これは，

Ting-Toomey（1988; Ting-Toomey et al., 1991）が提唱している面子交渉理論において，回避

スタイルが自己面子維持と他者面子維持の両方を反映した方略である（Ting-Toomey & 

Kurogi 1998）という知見と一致する。また相手の地位が高い場合にのみ「立場・状況考慮」

の意図が多く見られたことは，中根（1967）で主張されているタテ社会の構成員である日

本人の場合，目上の立場を尊重し口答えをしないことが社会的・道徳的価値観として働き，

潜在化行動を促進すると推測ができる。 

本調査においても，潜在化意図の因子は「自己志向」・「他者志向」に分かれず，二重関

心モデルの定義とは異なる結果となった。第一因子には「自分が嫌な人間だと思われない

ようにする」という自己面子維持と他者と周りの人間関係に気遣う他者面子維持の両方が

含まれていたため，配慮意図と命名された。第二因子は，二重関心モデルでの「回避方略」

の定義である問題対処からの逃避にあてはまる「面倒を回避する」という項目の因子負荷

量が最も高かったことから，問題解決にともなうわずらわしさに対する積極的な回避が伺

えるため，「回避意図」と命名された。しかし，相手からの攻撃や非難が返ってこないよう

にする自己防衛的な意図も因子構成に含まれていたことから，やはり，二重関心モデルの

ように自己と他者のどちらをより大切にするかという単純な２次元では，説明ができない

結果となった。本研究によって，潜在化と顕在化の選択プロセスを考慮に入れた場合には，

自己―他者の二重関心から脱却した新しい葛藤対処方略モデルを使用した研究が妥当であ

ることが示された。 

次に，方略の因子分析の結果，積極的潜在化方略，消極的潜在化方略，顕在化方略の 3

方略が抽出された。積極的潜在化方略は自己内の葛藤を相手に気づかれないための能動的

行動であり，この方略の中に含まれる同意・同調・謝罪・取り入りは，Brown & Levinson

（1987）のポライトネスのストラテジーに相当することから，沈黙や立ち去りなどの消極

的潜在化方略に比べ，コミュニケーション・スキルが高い方略であると考えられる。さら

に，本研究の方略尺度の同調および同意項目は，葛藤が顕在化する前の潜在的葛藤におけ

る潜在化行動の種類である。それらを含む積極的潜在化方略は，潜在的葛藤と顕在的葛藤

の区別が明確になされていない福島・大渕（1997）の回避方略・同調方略，二重関心モデ

ルの回避方略・服従方略，van de Vliert & Euwema（1994）の回避方略・譲歩方略とは性質

を異にする。一方，消極的潜在化方略は，言語メッセージは抑制されているが非言語によ

って表出している。言語で葛藤を表明しないため，その表出は受け手側にとって曖昧で方
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略行使者との間に葛藤が存在することに気付かない可能性がある。本研究の消極的潜在化

方略は，Falbo & Peplau（1980）の「直接―間接」と「一方向―双方向」の 2 次元を援用す

れば，間接・一方向型ということになる。間接・一方向型は非合理的で効果的ではないと

いう主張があり（Ohbuchi & Kitanaka，1991），行動から判断して自分の気持ちを主張せず

なおかつ相手にも協力していないことから，二重関心モデルで言われる「自己志向も他者

志向も低く非効果的な回避方略」という定義に近い方略と言えるであろう。 

最後に，2 つの潜在化意図と潜在化―顕在化の 3 方略との関連を検討するために，パス

解析を行った。その結果，一部の意図と方略において有意な因果関係が明らかとなった。

配慮意図は，積極的潜在化には正の影響，消極的潜在化には負の影響を及ぼしていた。ま

た，配慮意図の顕在化方略に対する影響はみられなかった。この配慮意図との関連で，潜

在化する行動の中でも積極的な方略と消極的な方略の差が明確に示されたことになる。一

方，回避意図は，積極的潜在化に正の影響，顕在化方略に負の影響を及ぼしていた。回避

意図と消極的潜在化方略との関連は，正の影響がみられたが，有意ではなかった。これに

より，各方略の特徴が明らかとなった。積極的潜在化方略は配慮の意図と回避の意図の両

方に影響を受けている方略であることを考えると，周りとの調和のためや自己防衛のため

にわざと相手に気付かれないようにする戦略であることが伺える。逆に，消極的潜在化方

略は，配慮に欠けており，戦略的というよりはむしろコミュニケーション・スキルが低い

ために選択される方略であることが示唆された。そして，顕在化方略は配慮とは関係なく

回避意図が低ければ生起する方略であることが明らかとなった。 

本研究では，潜在化意図と潜在化と顕在化の行動に注目した方略の分類を主な目的とし，

状況や相互作用の相手を特定せずに，調査対象者に自分の全般的な対人葛藤時のコミュニ

ケーションについて自己報告を求めている。葛藤潜在化における日本人の状況依存性，関

係依存性を検討するには，相互作用状況と相手との関係性を調査対象者に提示する別の方

法による研究が必要である。  
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第３章 

 

研究２：葛藤潜在化の関係性要因 

  



30 

 

3.1 目的 

 

研究２では，研究１で分類された意図と方略に基づき，葛藤相手との親密性と社会的地

位格差に代表される関係性要因による潜在化―顕在化の選好について方略使用者の性差を

含めて検討する。 

研究１の予備調査で同地位の相手と高地位の相手では潜在化の意図に違いがあったこ

とから，葛藤潜在化の意図と方略選択の傾向は，相手との関係性によって変化することが

予想される。研究１の本調査では，意図と行動について葛藤場面を想定せず個人の一般的

な傾向を自己評価で探ったが，相手との社会的関係を重視する日本人の特性を踏まえた意

識と行動を明らかにするためには，葛藤の関係性や状況を特定する方法で研究１の結果を

再度，検証していく必要がある。したがって，研究２では，特定の場面を記述したシナリ

オを用い，同じ場面で葛藤相手だけを変化させ，方略や意図の選好の相違を検討する。具

体的には，葛藤相手が親しい者の場合，さほど親しくない場合，社会的地位が高い者，平

等である者という親密性（高・低）と社会的地位（高・同）の対人関係に限って研究をし，

これらを独立変数にする。従属変数は，研究１で分類された潜在化―顕在化方略の 3 方略

とし，潜在化方略の選好の違いや潜在化意図に対する関係性要因の影響を検討することを

第一の目的とする。 

シナリオ場面の状況については，葛藤プロセスの段階と葛藤の性質の 2 側面を考慮し設

定をした。葛藤プロセスにおいてその対処のための行動は変化する（Thomas, 1988）。葛藤

時のコミュニケーションは連続的・逐次的なプロセスであることから，初期の段階の行動

が，その後の対人葛藤対処に影響することが十分に考えられ，葛藤初期の方略選択につい

て研究する意義は大きい。葛藤プロセスについては，個人が自己の願望や期待が他者によ

って妨害されていると最初に知覚した段階が，葛藤潜在化を検討するには最適だと考えら

れる。葛藤の性質について，本研究では，Brown & Levinson（1987）のポライトネス理論

に基づき，相手から積極的に受け入れられ承認されたいという自己フェイスが脅かされる

肯定的面子脅威（positive face threat）である批判を受ける場面に限定し検討する。 

Brown & Levinson（1987）のポライトネス理論によると，相手との親密性が低く，相手

の社会的地位が高く，心的負荷量が高くなるにつれてより間接的な言語形式が使用される

（e.g., Holtgraves & Yang, 1992; Kim, Shin & Cai, 1998; Kim & Wilson, 1994）。日本における研

究では，発言抑制行動が生じると回答された 32 項目をクラスタ分析した畑中（2006）によ

ると，「親しくない人に対する否定的感情の表出」のクラスタの発言抑制の生起率（61.7%）

は，「友人に対する否定的感情の表出」のクラスタ（24.7％）よりも高い結果となっている。

先輩・同輩・後輩によって被験者の解決方略の差を検討した藤森（1989）の結果では，先

輩との葛藤において抑制・協調型の方略使用が増加している。依頼と断りの状況での方略

を研究した高井（2002）によると，直接的方略は親密性の高い内集団に，回避を含む間接
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的方略は親密性の低い外集団に対して好まれ，率直的方略は同地位の相手に，回避方略は

高地位の相手に対して選択される傾向が高い。潜在化意図に関しては，親密性が高いこと

が相手との関係を良好に保ちたいという関係目標を強める（大渕・福島，1997）ことから，

親密性と配慮意図の間に有意な関連がみられると予測できる。 

男女差については，複数の先行研究によって，男性は女性に比べ主張的な方略を好むこ

とが明らかとなっている（Berryman-Fink & Brunner, 1987; Papa & Natalle, 1989; Cai & Fink, 

2002; Cocroft & Ting-Toomey, 1994; Ting-Toomey et al., 1991; Ohbuchi & Tedeschi, 1997; Rogan 

& La France, 2003）。日本人の研究では，深田・山根（2003）において，同性の親友に対し

て対決方略を最も少なく使用する現象は，女子大学生だけに見られ，男子大学生には全く

見られなかった。大渕・福島（1997）や Rogan & La France（2003）での方略使用者が女性

の場合に相手との人間関係を良好に保ちたいという関係目標が喚起されやすいという研究

結果と本論文の研究 1 の知見で関係維持を含む配慮意図が最も影響を与えていたのが積極

的潜在化であったことから，以下の仮説を検討する。 

 

上述の先行研究の結果を踏まえた仮説は，以下の通りである。 

仮説 1a：配慮意図は，親密性が低い相手よりも親密性が高い相手に対して高くなる。 

仮説 1b：回避意図は，社会的地位が平等である相手よりも社会的地位が高い相手に対して

高くなる。 

仮説 2： 配慮意図も回避意図も男性より女性の方が高い。 

仮説 3a：潜在化方略は，親密性が高い相手または社会的地位が平等である者よりも親密性

が低い相手または社会的地位が高い相手に対して選好される。 

仮説 3b：顕在化方略は，親密性が低い相手または社会的地位が高い相手よりも親密性が高

い相手または社会的地位が平等の相手に対して選好される。 

仮説 4：男性は女性よりも顕在化方略を，女性は男性よりも積極的潜在化を選好する。 

 

3.2. 方法 

 

調査対象者 

静岡県にある私立大学の日本人 1 年生から 4 年生までの 205 名を対象に質問紙によって

行われた。質問項目が多かったため，回答の負担を考慮して 2 回に分けて調査が実施され

た。分析では 2 回とも回答した者のうち有効であった 175 名（男性 93 名，女性 82 名，平

均年齢 18.3 歳）を対象とした。 

 

質問紙の構成及び内容 

質問紙は，以下の項目から構成される。尺度項目はすべて 5 件法である。 
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(1) 同じ場面で相手を親密性（高・低の 2 水準）と社会的地位（高・平等の 2 水準）で変

化させた４つのシナリオ 

(2) 各シナリオと共に提示される研究１の潜在化意図尺度（配慮意図 6 項目，回避意図 3

項目） 

(3) 各シナリオと共に提示される研究１の潜在化―顕在化で分類した方略尺度（積極的潜

在化方略 7 項目，消極的潜在化方略 3 項目，顕在化方略 5 項目） 

 

 (1)のシナリオは，以下の手順・方法により作成された。まず，筆者が Brown & Levinson

（1987）の自分の面子が脅かされる肯定的面子脅威（positive face threat）にあたる状況を 3

つ準備し記述した。その 3 つの場面とは，相手のために準備した段取りを否定された場面，

バイト先で休みを取ろうとしたら批判された場面，そしてバイト先の親睦会の幹事場面で

ある。そして，社会心理学を専攻する大学院生 5 名にその 3 つの場面を提示し，シナリオ

の現実性，重要性の観点から最も妥当なものを合議で選出した。選出されたのはバイト先

の親睦会の幹事場面で，実際に調査で使用したシナリオ場面は以下の通りである。 

 

「あなたは，ある店でアルバイトをしています。いいバイト先なので，

大学を卒業するまでそこで働き続けたいと思っています。そのバイト先

では，一緒に働く仲間の交流を深めるため，３ヶ月に一度，親ぼく会を

開いています。今回，あなたに幹事の役が回ってきたので，あなたは，

あれこれ悩みながら店を決め，みんなに案内状を出しました。ある日，

同い年で同性の仲のよいバイト仲間と立ち話をした時，「そういえば，今

度の親ぼく会の店は，うちから遠くて不便だよ。それにあの店けっこう

高いでしょう。」と文句のようなことを言われました。あなたは幹事とし

てみんなに喜んでもらうために，自分の時間と労力をかなり費やし，や

っと店を探しました。なのに，文句を言われたので，そのバイト仲間が

言った言葉に対し不満を感じました。」 

 

上記シナリオ内の下線部太字の部分だけを，親密性と地位格差による 4 条件によって変化

させたものを使用した。親密性も社会的地位も高い相手を「親しい関係にある同性で年上

のバイト先正社員」，親密性が高く社会的地位が平等な相手を「同い年で同性の仲のよいバ

イト仲間」，親密性は低く社会的地位が高い相手を「親しい関係ではない同性で年上のバイ

ト先正社員」，親密性が低く社会的地位が平等な相手を「同い年で同性の親しくないバイト

仲間」と設定した。相手の性別まで分析に含めると検討する変数が多くなるため，本研究

では，相手の性別は回答者と同性とすることで統制した。また，質問紙配布の際，呈示順

序のカウンターバランスを配慮した。 
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3.3．  結果 

 

3.3.１.  潜在化意図に対する関係性要因の影響 

 

研究 1 で抽出された配慮意図と回避意図の 2 種類の潜在化意図について，相手の親密性

と地位格差の影響を検証する。まず，4 条件を均して各下位尺度の信頼性を確認したとこ

ろ，配慮意図が α=.88, 回避意図が α＝.87 であった。 

仮説 1a，仮説 1b，仮説 2 について，親密性と地位格差の違いによる潜在化意図の影響を

検討するために，親密性と地位格差を独立変数，2 つの潜在化意図を従属変数，被験者間

因子として性別を入れた，３要因多変量分散分析（混合計画）を行った。親密性と地位格

差の各条件における各意図の平均値は Figure3.1 に示す。分析の結果，多変量効果のうち，

親密性と地位格差に交互作用がみられた（Wilks’ Lambda = .94, F(2,172)=5.95, p<.01, η
2
=.07）。

親密性において（Wilks’ Lambda = .74, F(2,172)=30.34, p<.001, η
2
=.26），ならびに地位格差に

おいて（Wilks’ Lambda = .72, F(2,172)=33.49, p<.001, η
2
=.28）も，有意であった。 

有意であった親密性と地位格差の交互作用の従属変数内での比較において，従属変数は

意図が 2 つであることから，Bonferroni の調整によって p 値を 0.025 以下の基準を採択して

分析したところ，配慮意図に交互作用がみられた（配慮意図：F(1,173)=11.71, p<.01, η
2
=.06）。

平均値から判断すると，親密性が低く地位が同等の相手に対して，配慮意図が低くなる傾

向が認められた。 

 親密性による主効果を検討するために，交互作用の分析と同様に Bonferroni の調整によっ

て，p 値を 0.025 以下の基準を採択して分析したところ，配慮意図に対して有意であった

（配慮意図：F(1,173)=50.83, p<.001, η
2
=.23）。平均値から判断すると，親密性が高い相手の

場合，親密性が低い相手よりも配慮意図が高くなることが明らかとなった。親密性による

回避意図の差は見られなかった。よって，仮説 1a は支持された。 

同様に，地位格差による主効果も検討したところ，配慮意図と回避意図ともに有意であ

った（配慮意図：F(1,173)=62.87, p<.001, η
2
=.27, 回避意図：F(1,173)=31.04, p<.001 ,η

2
=.15）。

平均値から判断すると，社会的地位が高い相手の場合，社会的地位が同等の相手よりも，

配慮意図と同様，回避意図も高くなることが明らかとなり，仮説 1b は支持された。 

 さらに，性別の主効果についても，配慮意図と回避意図の両方おいて有意差が認められ

た（配慮意図：F(1,173)=11.69, p<.01, η
2
=.06, 回避意図：F(1,173)=18.44, p<.001,η

2
=.10）。平

均値から判断すると，男性よりも女性のほうが，配慮意図と回避意図ともに高いことが明

らかとなった。よって，仮説 2 は支持された。 
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3.3.2.  潜在化―顕在化方略選好に対する関係性要因の影響 

 

研究 1 で抽出された積極的潜在化方略，消極的潜在化方略，顕在化方略の 3 種類の方略

選好における相手の親密性と社会的地位の影響を検証する。まず，4 条件を均して各下位

尺度の信頼性を確認したところ，積極的潜在化方略が α=.81, 消極的潜在化方略が α＝.64，

顕在化方略が α=.75 であった。4 条件の違いを均した各方略の下位尺度間相関，平均値，

標準偏差(SD)，α 係数を Table 3.1 に示す。 
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Figure3.1 親密性・社会的地位の各条件における潜在化意図

配慮意図 回避意図
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仮説 3a・3b，仮説 4 について，親密性と社会的地位の違いによる葛藤対処方略への影響

を検討するために，親密性と地位格差を被験者内の独立変数，性別を被験者間の独立変数，

そしてそれぞれ相関があると想定された葛藤顕在化―潜在化の 3 方略を従属変数とした 3

要因多変量分散分析（混合計画）を行った。親密性・地位格差の各条件における潜在化―

顕在化の各 3 方略の平均値は Figure3.2 に示す。分析の結果，多変量効果のうち，親密性と

性別，地位格差と性別，親密性と地位格差に交互作用がみられた。（親密性×性別： Wilks’ 

Lambda = .95, F(3,171)=3.33, p<.05, η
2
=.06，地位格差×性別： Wilks’ Lambda = .95, 

F(3,171)=2.85, p<.05, η
2
=.05，親密性×地位格差：Wilks’ Lambda = .92, F(3,171)=5.31, p<.01, 

η
2
=.09）。また，親密性（Wilks’ Lambda = .69, F(3,171)=25.41, p<.001, η

2
=.31）と，地位格差

において（Wilks’ Lambda = .57, F(3,171)=42.26, p<.001, η
2
=.43）は，有意であった。 

有意であった親密性と性別の交互作用の従属変数内の比較において，従属変数は 3 方略

であることから，Bonferroni の調整によって，p 値を 0.017 以下の基準を採択して分析した

ところ，顕在化方略において交互作用がみられた（F(1,173)=6.81, p＝.01, η
2
=.04）。平均値

から判断すると，女性は親密性が低い相手よりも親密性が高い相手に対して顕在化方略を

使用しやすいが，男性については親密性の影響がみられないことが明らかとなった。 

同様の方法による地位格差と性別の交互作用の従属変数内の比較において，積極的潜在

化方略において交互作用がみられた（F(1,173)=4.61, p<.05, η
2
=.03）。平均値によると，女性

のほうが男性に比べ，同等の立場の相手より高地位者に対して積極的潜在化方略を使用す

る傾向がより高いことが示唆された。 

また，親密性と地位格差の交互作用の従属変数内の比較では，消極的潜在化方略と顕在

化方略において交互作用がみられた（消極的潜在化：F(1,173)=10.05, p<.001, η
2
=.06，顕在

化：F(1,173)=5.74, p<.05, η
2
=.03）。よって，仮説 6 は支持された。平均値をみると，消極的

潜在化方略は，親密性が高い場合には地位が高い方が同等の相手よりも使用頻度が高くな

り，親密性が低い場合には，地位が同等な相手のほうが地位の高い相手より使用頻度が高

くなることが示唆された。顕在化方略は，親密性が低く社会的地位が高い相手に対しては

選択されにくい方略であった。 

親密性による主効果を検討するために，交互作用の分析と同様 Bonferroni の調整によっ

て，p 値を 0.017 以下の基準を採択して分析したところ，消極的潜在化と顕在化において

Table 3.1  各方略の下位尺度間相関と平均，SD，α係数

平均 SD α

積極的潜在化方略 .08 -.12 2.64 .51 .81

消極的潜在化方略 .30 *** 2.15 .58 .64

顕在化方略 2.30 .56 .75

*** P<.001

―

―

1 2 3

―
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有意であった（消極的潜在化：F(1,176)=53.59, p<.001, η
2
=.24,  顕在化：F(1,173)=15.46, 

p<.001, η
2
=.08）。平均値をみると，消極的潜在化方略は，親密性が高い相手よりも低い相手

に対し使用頻度が高くなり，逆に，顕在化方略は，親密性が低い相手よりも高い相手の場

合に使用頻度は高くなった。また，積極的潜在化方略については，親密性によって使用頻

度に差がないことが示唆された。よって，顕在化方略の仮説 3b は支持され，潜在化方略の

仮説 3a は一部支持された。 

 同様に，地位格差による主効果も検討したところ，積極的潜在化方略と顕在化方略に有

意であった（積極的潜在化：F(1,173)=66.30, p<.001, η
2
=.28，顕在化：F(1,173)=72.01, p<.001, 

η
2
=.29）。平均値から判断すると，積極的潜在化方略は，社会的地位が同等な場合よりも高

い相手に対して使用頻度が高くなり，逆に，顕在化方略は，社会的地位が高い場合よりも

同等な相手に対して選択されやすいことが示唆された。また，消極的潜在化方略について

は，地位格差による使用頻度の差はみられなかった。よって，地位格差に関しても顕在化

方略の仮説 3b は支持され，潜在化方略の仮説 3a は一部支持された。 

 さらに，性別の主効果については，積極的潜在化と顕在化において有意差が認められた

（積極的顕在化：F(1,173)=12.03, p<.01, η
2
=.07, 顕在化：F(1,173)=38.53, p<.001,     η

2
=.18）。

平均値から判断すると，男性は女性よりも顕在化方略を選択する傾向が高く，女性は男性

に比べて積極的潜在化方略を選択する傾向が高いことが明らかとなった。よって仮説 2 は

支持された。 

 

3.4．考察 

  

本研究は，場面想定法を用い，研究１で分類された葛藤潜在化意図と潜在化―顕在化方

略に対する関係性要因の影響を検討した。 

仮説 1a，仮説 1b，仮説 2 の関係性要因と潜在化意図の関連については，全面的に支持さ

れた。まず，配慮意図に関する仮説 1a に関して，親密性が高い相手の場合，親密性が低い

相手よりも配慮意図が高くなる結果となり，仮説が支持された。また，配慮意図は親密性

ばかりでなく地位格差とも関連しており，高地位者に対するほうが同地位者よりも高くな

ることが明らかとなった。また，配慮意図に親密性と地位格差の交互作用がみられ，親密

性が低く地位が同等の相手に対して，配慮意図が低くなる傾向も明らかとなった。回避意

図に関する仮説 1b も社会的地位が高い相手の場合のほうが同等の相手よりも回避意図が

高くなる結果となり，支持された。回避意図については，親密性による差は見られなかっ

た。つまり，親密性が高い相手では，配慮意図が高まり，高地位者が相手の場合には配慮

意図と回避意図が高まることが示唆された。親密性が低く地位が同等の相手に対して，配

慮意図が低くなる傾向は，研究１で配慮意図から負の影響を受けていた消極的潜在化方略

が，本研究で親密性が低い場合に地位が同等な相手のほうが地位の高い相手より使用頻度
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が高くなることに矛盾しない結果となった。 

仮説 2 の男女差については，男性よりも女性のほうが，配慮意図と回避意図ともに高い

結果となり仮説は支持された。研究１の結果で積極的潜在化方略は，配慮意図と回避意図

の両方から影響を受けていることから，女性が積極的潜在化方略を男性より頻繁に使用す

るのは，女性のほうが配慮意図と回避意図の両方高いことに関連しているといえるだろう。 

仮説 3a・3b，仮説 4 の関係性要因と潜在化―顕在化 3 方略の関連については，男女差を

含め，ほぼ仮説どおりの結果となった。仮説 4 の通り，男性は女性よりも顕在化方略を選

択する傾向が高く，女性は男性に比べて積極的潜在化方略を選択する傾向が高いことが明

らかとなった。これは，男性はより主張的で，女性はより受身的で協調的であるという葛

藤対処方略の先行研究（e.g. Ohbuchi & Tedeschi, 1997; Rogan & La France, 2003）に一貫する

ものとなった。葛藤における方略選好の男女差は，生物学的というよりもむしろ文化の違

いであるという主張があり（Yelsma & Brown, 1985），女性が葛藤対処に対決的な方略を取

ると対決姿勢の男性よりも否定的に評価される（Korabik, Baril & Watson, 1993）のは，女

性は感じがよくて協力的であることが社会的に期待されているため，主張的な行動は期待

への裏切りとして否定的に認知されるためだという（Ivy & Backlund, 1994）。コミュニケー

ション・スキルが比較的低いとみなされる消極的潜在化方略については，男女の差はなか

ったことから，男性が顕在化方略を，女性が積極的潜在化方略を好むのには，社会的に肯

定されるための自己呈示が関連していることが推測できる。 

潜在化方略に関する仮説 3a については，部分的な支持であった。潜在化方略の中でも積

極的潜在化方略と消極的潜在化方略では，関係性要因の影響が異なっており，積極的潜在

化方略には地位格差との関連，消極的潜在化方略には親密性との関連が見られた。まず，

積極的潜在化方略については，社会的地位が同等な場合よりも高い相手に対して選好され

る結果となった。また，地位格差と性別との交互作用もみられた。女性のほうが男性に比

較して同等の立場の相手よりも高地位者に対して積極的潜在化方略を使用する傾向が高い

ことが明らかとなった。積極的潜在化方略は，親密性によって使用頻度に差はみられなか

った。一方，消極的潜在化方略については，親密性が高い相手よりも低い相手に対し使用

頻度が高くなるが，地位格差による使用頻度の変化はみられなかった。顕在化方略に関す

る仮説 3b については，仮説を完全に支持した。親密性が低い相手よりも高い相手の場合に

顕在化方略の使用頻度は高くなり，社会的地位が高い場合よりも同等な相手に対して選択

されやすいことが明らかとなった。また，親密性と性別の交互作用もみられ，女性は親密

性が低い相手よりも親密性が高い相手に対して顕在化方略を使用しやすいが，男性につい

ては親密性の影響がみられないことが明らかとなった。上記の結果から，親しい関係では，

非言語で不満が伝わりそうな中途半端な潜在化ではなく，葛藤を表明する顕在化方略が使

用されやすくなり，社会的地位が高い相手となると顕在化方略ではなく，能動的に葛藤を

隠す積極的潜在化が好まれる傾向が示唆された。これは，外集団より親密性の高い内集団
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のほうに率直的方略が選好され（高井, 2003），高地位者には二重関心モデルの回避方略の

使用程度が上昇する（森泉・高井, 2006）という先行研究からの知見と矛盾しない結果と

なった。日本人的なコミュニケーションが本研究でも実証されたことで，その文化的な核

にあるといわれる身内に甘え他人には遠慮をみせること（土居，1971/2007）や上下関係を

意識した行動をとるタテ社会の特徴（中根，1967）が現代の若者の葛藤潜在化行動にも見

られることが示唆された。 

消極的潜在化方略と顕在化方略に親密性と地位格差に交互作用がみられ，消極的潜在化

方略は，親密性が高い場合には地位が高い相手のほうが同等の相手よりも使用頻度が高く

なり，親密性が低い場合には，地位が同等な相手のほうが地位の高い相手より使用頻度が

高くなることが示唆された。顕在化方略については，親密性が低い同地位の相手と親密性

が低い高地位者に対しては選択されにくい方略であった。これは，森泉・高井（2006）で

の強制方略が同じ結果であったように，日本人の場合，本人の自発的意思によって選択さ

れる方略というよりもむしろ社会的文脈によって自動的に調節されるべき規範的コミュニ

ケーション行動の側面を有することが考えられる。
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Figure3.2 親密性・社会的地位の各条件における潜在化―顕在化方略の使用頻度
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第４章  

 

研究３： 対人コンピテンスと 

葛藤潜在化 
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4.1 目的 

 

研究１で分類された意図と方略に基づき，対人コンピテンスを方略選好の規定因として

検討する。また，葛藤対処後の方略使用者側の満足度との関連を検討し，方略の効果を考

察する。方略使用者の対人コンピテンスを個人内要因として測定し，葛藤潜在化―顕在化

行動との関連を検討した先行研究は存在しない。第 1 章で述べた通り，Takai & Ota（1994）

の JICS が日本人の対人コミュニケーション・コンピテンスを測定するのに適していること

から，JICS の得点を本研究における対人コンピテンスの変数とする。質問紙で自己内葛藤

の実際の経験を回想してもらい，その際の自己の行動および行動後の満足度に対する自己

評価によって方略と対人コンピテンスの関連と葛藤対処への効果を検討することを目的と

する。具体的には，①対人コンピテンスが潜在化―顕在化の 3 方略と 2 つの潜在化意図に及

ぼす影響，②潜在化―顕在化 3 方略が方略使用者の葛藤対処後の満足感へ及ぼす影響，③対

人コンピテンス・方略・効果の 3 要素の全体的な因果関係モデルの 3 点を検討する。以下

に，先行研究ならびに前章で得られた知見に基づいた研究２の仮説を提示する。 

  

藤本・大坊（2007）で，JICS が関係を良好に保ち葛藤へ対処するという「関係調整」の

対人スキルと有意な相関が見られたことと，研究 1 の結果で配慮意図から正の影響を受け

ている積極的潜在化方略が正の影響を受け，消極的潜在化方略は負の影響を受けているこ

とから以下の仮説を設定する。 

 

仮説 1： 対人コンピテンスは，積極的潜在化方略と正の関連があり，消極的潜在化方略と

は負の関連がある。 

 

 次に，3 方略と葛藤対処後の効果に関する仮説であるが，先行研究に潜在化―顕在化の軸

による方略分類での研究が存在しないため，二重関心モデルの 5 方略による結果を援用し

仮説の設定を試みる。職場での対人葛藤を研究した大西（2002）では，「統合方略」だけが

結果への満足に有意な正の影響を示している。本研究とは方略の分類が違うが，尺度項目

を確認すると大西（2002）での「消極的方略」の下位尺度は，本研究の潜在化の 2 方略を

合わせた項目に類似している。この消極的方略は，有意ではないものの満足感に負の影響

がみられた。よって，本研究での 2 つの潜在化方略のうち，より消極的で回避的であると

定義されている消極的潜在化方略は，満足感に負の影響を及ぼす可能性がある。以下を仮

説として検討する。 

 

仮説 2： 消極的潜在化方略は葛藤対処後の満足感に負の影響を及ぼす   
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最後に，Spitzberg & Cupach（1984）と Spitzberg & Hecht（1984）によると，能力が高い

コミュニケーション行動は相互作用上の満足感を与える。よって，本研究では，(a) 方略選

択に対する行動満足感，（b）コミュニケーション能力の不足感，（c）関係満足の 3 つの対人

葛藤後の効果に対して，方略を媒介するモデルだけではなく，対人コンピテンスが直接影

響するモデルを想定する。以下の仮説とリサーチ・クエスチョンを設定する。 

 

仮説 3： 察し能力，自己抑制能力，社会的適正，対人感受性，曖昧耐性は，直接，自己の

行動満足感に正の影響，能力不足感に負の影響，関係満足感に正の影響を及ぼす 

 

リサーチ・クエスチョン：  

対人コンピテンス・方略・効果の関連にどのような男女差があるだろうか 

 

4.2  方法 

 

調査対象者と手続き 

静岡県にある私立大学の日本人学生 1 年生から 4 年生までの 205 名を対象に質問紙によ

る調査を行った。有効回答分の 200 名（男性 112 名，女性 88 名，平均年齢：18.4 歳，有効

回答率 97.6％）について分析を行った。質問紙では，実際の経験をたずねるものであるこ

との一文に続き，「相手から嫌なことを言われたり，不快なことをされたりした時のことを

思い出して回答してください」と教示文が示された。また，相手のイニシャルと自分との

関係を記入するよう求められた。イニシャルと関係の設問は，回想した相手を明確に意識

してもらうことを意図したものである。 

 

質問紙構成 

本分析に該当する質問紙は以下の項目から構成される。尺度項目はすべて 5 件法である。 

(1) Takai & Ota(1994)の日本的コミュニケーション・スキル尺度（JICS）22 項目  

下位尺度：察し能力（6 項目），自己抑制能力（7 項目），社会的適正（3 項目），対人感

受性（3 項目），曖昧耐性（3 項目） 

(2) 研究１の潜在化―顕在化方略尺度：積極的潜在化方略（7 項目），消極的潜在化方略（3

項目），顕在化方略（5 項目） 

(3) 自己の方略選択の満足度（1 項目）―「その時に自分がとった行動に満足している」 

(4) 自己のコミュニケーション能力の不足感（1 項目）―「その時に自分のコミュニケーシ

ョン能力の不足を感じた」 

(5) 相手との人間関係の満足度（1 項目）―「その後，その相手との人間関係に満足してい

る」 
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4.3  結果 

 

対人コンピテンス 

まず，JICS の全 22 項目に対して最尤法による因子分析を行った。初期の固有値の変化は

3.83，2.66，1.82，1.54，1.30，1.08，.98…であり，寄与率は順に，17.38% 12.09% 8.28% 6.99% 

5.87% 4.93% 4.44%…であったため，5 因子構造が妥当であると考えられた。5 因子での累積

寄与率は 50.61%であった。そこで再度 5 因子と仮定して最尤法・プロマックス回転による

因子分析を行った。結果を Table 4.1 に示す。Takai & Ota（1994）と同様の下位尺度による 5

因子構造となった。 

 

 

 

JICS の各因子に相当する項目の内的整合性を検討するために，各下位尺度の α 係数を算

Table4.1　Japanese Interpersonal Competence Scale （JICS)日本語版の因子分析結果

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

自己抑制能力（α=.72)
12. 上司・先生に嫌な仕事を頼まれも、嫌気をみせずにそれを引き受けることができる .67 .09 .01 -.03 .24

9. 嫌いな上司・先生であっても、敬意を表しその人をたてることができる .66 -.06 .13 -.05 -.08

8. 自分に責任がなく単なる誤解によって上司・先生に叱られたとしても反省している態度をみせることができる .55 -.25 .03 .07 -.07

10. 嫌いな相手とつきあうときに、相手に対する自分の本心が伝わらないようにすることができる .48 .07 .12 .06 .02

7. つまらない話をながながと続ける相手に対して興味深く聞いてあげることができる .48 .15 -.13 -.13 -.05

13. 強い反対意見をもっていても、それを表現せずに抑えて周囲の人に協調することができる .43 -.06 -.08 .16 -.08

11. 嫌いな相手にほめられても、謙遜な態度をみせることができる .36 .08 .01 .04 -.09

察し能力（α=.72)
3. 相手が自分に対して何か不満があるとき、言われなくてもそれを察することができる .03 .78 -.05 -.09 .01

2. 何か婉曲に示唆されていることにすぐ気がつく -.05 .61 -.16 .03 .02

1. 相手から明確な返事をもらえなくても、大体どのような返事が意図されているのかがわかる -.04 .55 .09 .06 -.06

6. 相手が何か言いにくそうなことがあることをすぐに察知できる .07 .54 .00 -.05 .04

4. 誠心誠意の招待と社交辞令的な招待を簡単に見分けることができる .02 .47 .09 .09 .01

5. 相手が自分に対してどのように思っているのかを推測することが苦手である -.11 .36 .16 .08 -.21

対人感受性（α=.72)
17. 好きな異性に自分の気持ちをさりげなくわかってもらえるようにすることに自信がある .01 -.08 .91 -.06 -.09

19. 言葉で言われなくても異性の相手が自分に好意があることを察知できることに自信がある .05 .00 .64 -.01 .05

18  相手に話しにくいことでも、婉曲（えんきょく）に示唆（しさ）して伝えることができる .05 .14 .50 .02 .16

社会的適正（α=.62)
16. どのような相手に、どのような場面で敬語を使わなければならないのかがはっきりわかる -.09 .02 .01 .82 .04

14. 上司・先生には常に敬語で接するように心がけている .24 -.04 -.18 .49 .02

15. 重要なことを目上の人に話す場合、適切な場所と時を難なくわきまえることができる .14 .17 .10 .39 -.06

曖昧耐性（α=.56)
21.「はい」か「いいえ」をはっきりしない相手とつきあうのはどうも苦手である -.01 -.05 -.05 .06 .60

20. 自分の感情を素直に表さない相手は苦手である .03 .00 .03 -.06 .57

22. 相手と意見が対立したとき、自分の意見を主張しないと気がすまない -.22 -.03 .15 .08 .44

因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

Ⅰ - .26 -.05 .26 -.12

Ⅱ - .29 .38 -.03

Ⅲ - .20 .16

Ⅳ - .09

Ⅴ -
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出したところ，「自己抑制能力」7 項目が α=.72，「察し能力」6 項目が α=.72，「対人感受性」

3 項目が α=.72，「社会的適正」3 項目が α＝.62，「曖昧耐性」3 項目が α=.56 であった。すべ

ての項目について.35 以上の因子負荷量で二重負荷の項目もなく，曖昧耐性の内的整合性が

若干低かったものの，再検討が必要な値ではないと判断し，全体として Takai & Ota (1994)

と同様の下位尺度で分析を進めることにした。 

 

潜在化―顕在化 3 方略 

次に，潜在化―顕在化 3 方略に関して，方略の各下位尺度の α 係数を算出したところ，「積

極的潜在化方略」が α=.82，「消極的潜在化方略」が α=.56，「顕在化方略」が α＝.69 であっ

た。消極的潜在化方略の内的整合性が低めではあるが，項目数が少ないことを考慮し再検

討が必要な値ではないことから，このままの下位尺度構成で分析を行うこととした。  

 

対人コンピテンス・方略・効果の因果関係モデルの検討 

 仮説 1，仮説 2，仮説 3 ならびにリサーチクエスチョンを検討するため，対人コンピテ

ンス（JICS の 5 能力），方略（潜在化―顕在化 3 方略），葛藤対処後の効果（行動満足感・

コミュニケーション不足感・関係満足感）の 3 要素について，因果関係モデルを検討する。

これまでの分析結果で性差が認められていることから，モデルの構成に先立ち全変数の相

関を男女別の分析を行った結果を Table 4.2 に示す。 

 

 

相関を見ると，JICS のそれぞれの能力と方略との相関，ならびに各方略と効果との相関，

JICS の各能力と効果の相関について，男女で差異が見られ集団の効果が反映されることが

考えられる。よって，最尤法による多母集団同時分析を行うこととした。対人コンピテン

スから方略を媒介した効果への影響だけでなく，対人コンピテンスから効果への直接的な

影響も仮定したモデルを検討した。まず，すべてのパス係数が男女で異なる配置不変性の

検討を行った。適合度指標を確認すると χ
2
(48)=44.82, p=.60，GFI= .962，CFI=.999，

RMSEA=.000 で適合は良好であり，両母集団に共通して適合がよく配置不変が成り立つ可能

1.察し能力 .18 .23 * .30 ** .06 -.05 -.09 -.03 .32 ** .00 .14

2.自己抑制能力 .19 * .34 ** .14 .40 *** .35 *** -.34 ** -.21 .08 .05 .28 **

3.社会的適正 .40 *** .30 ** .06 -.03 .05 -.16 .11 .14 .15 .21 *

4.対人感受性 .23 * -.08 .14 -.18 .00 -.07 .15 .35 *** -.18 .34 **

5.曖昧耐性 .10 -.02 -.01 -.16 .23 * -.30 ** -.31 ** -.07 -.05 .13

6.積極的潜在化 -.27 ** .08 .11 -.07 .04 -.16 -.16 -.04 .07 .29 **

7.消極的潜在化 .00 -.12 -.13 -.06 .05 .06 .17 -.06 .10 -.21 *

8.顕在化 -.04 .05 -.25 ** .14 -.16 -.14 .12 .12 .03 .03

9.行動満足感 .09 .11 .10 .07 -.26 ** -.11 .05 .12 -.17 .26 *

10.能力不足感 .13 -.02 -.01 -.22 * .09 .21 * .14 -.10 -.05 -.05

11.関係満足感 .14 .21 * .00 -.06 .19 -.16 -.24 * .07 .00 .09

* p < .005  ** p  < .001  *** p < .0001

右上：女性, 左下：男性

―

9 10

―

―

―

―

―

―

6 7 8

―

―

―

11

―

1 2 3 4 5

Table 4.2 　JICS下位尺度・潜在化―顕在化3方略・葛藤対処後の効果間の相関
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性が高いと考えられる。 

パス係数の各推定値に関する集団間での差異を検討するため，パラメーター間の差の検

定を行った。自己抑制能力から積極的潜在化方略へのパス(C.R.=2.15)，察し能力から積極的

潜在化方略へのパス(C.R.=2.16)，社会的適正から顕在化方略へのパス(C.R.=2.06)，積極的潜

在化方略から関係満足感へのパス (C.R.=2.97)，対人感受性から関係満足感へのパス

(C.R.=2.81)に有意な差が認められた。 

次に，有意な差が認められたパラメーターにも等値制約を入れ集団の同質性を仮定した

同じモデルでの分析を行ったところ，適合度が GFI= .923，CFI=.867，RMSEA=.042 となり

低下したため，集団の異質性を仮定した配置不変性のモデルを本研究の採択モデルとした。

Figure 4.1（男性）と Figure 4.2（女性）として男女別に有意なパスのみ標準化推定値と共に

示した（誤差変数及び共分散は省略）。 

 

対人コンピテンスから方略への影響 

 分析の結果をみると，自己抑制能力が女性の積極的潜在化方略に正の影響，消極的潜在

化方略に負の影響を及ぼし，察し能力が男性の積極的潜在化方略に負の影響を与えていた。

社会的適正は，男性の積極的潜在化方略に正の影響を，男性の顕在化方略に負の影響を与

えている結果となった。曖昧耐性は，女性の顕在化方略に負の影響を及ぼしていることが

示唆された。対人感受性については，潜在化―顕在化で分類された方略への影響は見られ

なかった。仮説 1 は一部的な支持にとどまった。 

 

各方略から葛藤対処後の満足感への影響 

仮説 2 に関して，潜在化―顕在化 3 方略と自分が取った行動に満足しているかという「行

動満足感」，自分のコミュニケーション能力に不足を感じたかという「能力不足感」，その

後の相手との人間関係に満足しているかという「関係満足感」の 3 変数の関連を見ると，

男性の場合，積極的潜在化方略が，能力不足感に正の影響，関係満足感に負の影響がみら

れ，また男性の消極的潜在化方略も関係満足感に負の影響を及ぼしていた。一方，女性の

場合は，積極的潜在化方略が関係満足感に正の影響を及ぼしている。仮説 2 については，

男性にのみ一部支持された。 

 

対人コンピテンスと方略の葛藤対処結果への影響 

最後に，対人コンピテンスから葛藤対処後の満足感への直接的影響をみると，男性の場

合，自己抑制能力が関係満足感に正の影響，対人感受性が能力不足感に負の影響，曖昧耐

性が関係満足感に正の影響，行動満足感に負の影響を示していた。女性の場合，察し能力

が行動満足感に正の影響，対人感受性が行動満足感と関係満足感に正の影響を及ぼしてい

た。よって仮説 3 は一部のみ支持された。  
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Figure4.1 対人コンピテンス・方略・効果のパス解析結果（男性）
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Figure 4.2  対人コンピテンス・方略・効果のパス解析結果（女性）
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4.4   考察 

 

本節の分析では，調査対象者の実経験から，研究 1 で分類された潜在化―顕在化 3 方略

と規定因としての対人コンピテンスとの関連と葛藤対処後の満足感への効果を検討した。

対人コンピテンスが積極的潜在化方略と正の関連があり，消極的潜在化方略とは負の関連

があるという仮説 1 は，一部的な支持となった。仮説を支持した部分を挙げると，自己抑

制能力が女性の積極的潜在化方略に正の影響，社会的適正が男性の積極的潜在化方略に正

の影響，女性の自己抑制が消極的潜在化方略に負の影響を及ぼしている点である。逆に，

仮説を支持しない部分は，察し能力が男性の積極的潜在化方略に負の影響を与えることで

ある。男性の社会的適正が積極的潜在化方略に正の影響，顕在化方略に負の影響があった

ことと，社会的適正が目上に対する敬語表現の使用など相手との関係性と場面に適した行

動がとれるという規範的コミュニケーションの側面を含むことから，男性は社会的規範と

して潜在化―顕在化を選択していることが示唆された。また男性の察し能力が積極的潜在

化方略に有意な負の影響があったことに関しても，察し能力があれば相手の状況や感情に

応じた方略のバリエーションを考えることができるが，能力がないために無難な規範的方

略のパターン化した選択に頼っている可能性が示唆される。女性の場合，本心を隠して相

手と調和できる自己抑制能力の高さが積極的潜在化方略に影響し，曖昧耐性は顕在化に対

して有意な負のパスを示していたことから，曖昧さを許容できないことが顕在化方略の生

起に影響することも示唆された。曖昧耐性が高ければ相手の反応に肯定・否定の白黒をつ

けたがることなく，自己抑制も働き，積極的潜在化方略の選好にも繋がると考えられる。

また，消極的潜在化方略は，自己抑制能力からの負の影響が見られたことから，配慮意図

との負の関連が見出された研究１の考察通り，スキル不足によるところが大きく，戦略的

なほのめかしとは異なる方略だといえる。いわば潜在化を意図してもスキルフルに出来な

い行動が消極的潜在化方略だといえるだろう。  

次に，方略の葛藤対処後の心理効果についての仮説 2 は男性にのみ支持され，消極的潜

在化方略が関係満足感に負の影響を及ぼしていた。男性の場合，積極的潜在化方略が，能

力不足感に正の影響，関係満足感に負の影響を及ぼしており，潜在化方略の 2 種類ともに

対処後の満足感とは負の影響があることが明らかとなった。積極的潜在化方略は研究１の

考察では戦略的方略との位置づけであったが，使用者本人にとってはコミュニケーション

能力の不足感が感じられる方略という結果となった。これは，特に男子学生にとって理想

とするコミュニケーション能力が相手の意見を尊重することよりも自分の意見や考えを自

由に表明できる能力のほうに偏っているとからではないかと推測できる。女性の場合は，

積極的潜在化方略が，関係満足感に正の影響を及ぼしている。顕在化方略は男女ともに葛

藤対処後の行動満足感・能力不足感・関係満足感のすべてにおいて有意な影響を及ぼさな

かったことから，大渕（1991）の顕在化のほうが潜在化より満足度が高いという知見とは
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一致しなかった。葛藤対処方略の効果は使用者本人の満足度ばかりではなく使用された相

手側の測定も重要となる。方略効果については満足度だけではなく，誤解が解け問題が解

決するという有効性や適切性などもあり，葛藤の逐次的プロセスを踏まえ多角的に検討し

ていく発展的課題といえよう。 

対人コンピテンスが方略を媒介して満足感に影響を与えるだけでなく，対人コンピテン

スも直接満足感に影響を与えていることが明らかとなったが，対人コンピテンスから満足

感への影響に関しては，仮説 3 は一部のみ支持された。男性の場合，対人関係の調和を保

つために本心を隠して自己主張を控える自己抑制能力が高いと，葛藤後の人間関係の満足

感につながることが示唆された。また，対人感受性が能力不足感に有意な負の影響があっ

たことから，微妙な内容のメッセージでも巧みに記号化したり解読したりできる能力が高

いと，葛藤時には特にその場に適した対処方略が選択できるというプラスの影響を及ぼし，

能力の肯定感に繋がる可能性が示唆された。曖昧耐性は関係満足感に正の影響を示したの

は，葛藤時において直ちに相手を否定的に断定せず判断を保留できる能力は，関係調和に

プラスに働くからだと考えられる。一方，曖昧耐性が行動満足感に負の影響を示したこと

に関しては，葛藤時はそれ以外の相互作用時よりも，相手や状況に関する情報を明確に把

握したいという欲求が高まるため，逆に曖昧さを許容できることが行動満足感に負の影響

を及ぼすのではないかと考えられる。女性の場合，察し能力として些細で間接的なメッセ

ージに気付けることが行動満足感に繋がり，相互作用上のメッセージを巧みに解読・記号

化できる対人感受性が関係満足感に正の影響を及ぼすことが明らかとなった。 

 リサーチ・クエスチョンに関しては，多母集団同時分析によってモデルは同じでも男女

別で推定値に違いがあることが明らかとなり，男女間のパス係数の相違を統計的に検定し

た。対人コンピテンスから方略へのパスについては，察し能力から積極的潜在化方略への

影響と自己抑制能力から積極的潜在化方略への影響，社会的適正から顕在化方略への影響

において男女差が有意であった。方略から満足感へのパスについては，積極的潜在化方略

から関係満足感への影響に差があり，対人コンピテンスから満足感のパスでは，対人感受

性から関係満足感への影響に有意な男女差が認められた。 

以上の結果より，対人コンピテンスの 5 つの能力の中でも，葛藤潜在化と顕在化行動に

関わる能力と関連のない能力があり，性別によっても能力と方略，そして効果への関連が

異なることが明らかとなった。葛藤潜在化方略について，男性は対処後の関係満足が低い

が，女性は逆に関係満足が高いことが示された。これは，研究２による男性は女性よりも

顕在化方略を選択する傾向が高く，女性は男性に比べて積極的潜在化方略を選択する傾向

が高いという知見と矛盾しない結果となった。 
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第 5章  

 

汎用的尺度の開発と関係目標との関連 
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第１節 研究４： 潜在性と建設性による対人葛藤対処方略尺度の作成と信頼性・妥当

性の検討 

 

5.1.1 目的 

 

日本人に葛藤潜在化の傾向が高いという大渕（1991）の知見を踏まえ葛藤潜在化の意図

と方略の関連を検討した研究１では，個人内で葛藤が知覚された際に最初に選択する行動

に関して，葛藤潜在化―顕在化の軸により方略の分類を検討した｡その結果，同調・謝罪・

取り入りなど自己内葛藤を相手に察知されないための能動的行動である「積極的潜在化方

略」と，沈黙や立ち去りなど相手や状況次第では相手に葛藤が伝わってしまう可能性があ

る「消極的潜在化方略」の 2 方略を抽出した。研究１の分類では，潜在化方略に焦点をあ

てたため，顕在化方略については詳細に項目を含めておらず，１方略でまとまっている。 

本研究では，葛藤対処の初期プロセスに関連する研究での応用の可能性を広げるために，

研究１の方略尺度に基づき顕在化方略の項目を充実させることで汎用的な尺度を作成する。

研究１で葛藤を相手に気づかれない方法で巧みに隠す積極的潜在化方略が人間関係へ配慮

する意図と正の影響，言語的な表明はないものの非言語では不満を隠し切れず相手に伝わ

ってしまう可能性がある消極的潜在化方略が，人間関係へ配慮する意図と負の影響がみら

れたことから，葛藤に対する言語的表明の軸としての「潜在化―顕在化」に加え，対人関

係に対し建設的か非建設的かという影響の軸も想定される。そこで，「潜在化―顕在化」・「建

設的―非建設的」の 2 軸を導入し，初期プロセスにおける潜在的葛藤の対処について新し

い方略尺度の開発を試みる。潜在性とは，自己内の葛藤を隠そうとする方向性であり，そ

の反対は，葛藤を意図的に表面化させようとする顕在性である｡建設性とは，相手に配慮す

ることで葛藤によって関係が悪化しないよう緩和する方向性であり，その反対は，相手へ

の配慮に欠けているために関係悪化を促進する非建設性とする｡ 

また，潜在性・建設性による対人葛藤対処方略尺度の信頼性および妥当性について検討

する。相川（2009）は社会的スキルの一つとして，対人葛藤対処のスキルを挙げている。

本研究で開発する建設性の観点を含む対人葛藤対処方略尺度は，対人的な適切性を測定す

る社会的スキル尺度と近いものであるので，構成概念妥当性を確認するために，社会的ス

キルとの相関を検討する｡ 社会的スキルの中でも，潜在化―顕在化の次元に対応すると考

えられるのは，自分の意思を抑えることなく相手に伝える主張性である。不愉快な思いを

させられた時や自分の気持ちが相手から傷つけられた際など葛藤状況における主張性を訪

ねる項目構成となっている相川・藤田（2005）のソーシャルスキル自己評定尺度の下位尺

度「主張性」との関連を検討する。潜在化 2 方略と主張性は負の相関，顕在化の 2 方略と

は正の相関が予測される｡建設的―非建設的の次元については，従来の日本人論をスキルの

視点で分析した堀毛（1987, 1988）の「人あたりの良さ」尺度を援用する。９つの下位尺度
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のうち，対人葛藤対処に関連すると考えられる３つの下位尺度について建設性の指標とす

る。相手に合わせる「同調性」，自分の考えを押し付けない「自己抑制」，感情が安定し不

快な感情を表に出さない「情緒安定」との相関を検討する｡建設的な 2 方略は「同調性」，「自

己抑制」，「情緒安定」との正の相関，非建設的な 2 方略は「同調性」，「自己抑制」，「情緒

安定」と負の相関が予測される｡ 

 

5.1.2  方法 

 

調査対象者   

静岡県と愛知県の大学で，授業時間を利用して調査用紙を配布し，大学生 218 名生から

回答を得た．そのうち回答に不備のあるものを除き，最終的に 203 名（男性 103 名，女性

100 名，平均年齢 18.6 歳）を分析に用いた｡ 

 

質問紙構成   

本研究で用いた質問・尺度は以下の通りである｡ 

(1) 方略尺度  潜在性と建設性の 2 次元による対人葛藤対処方略尺度 26 項目．研究１の

「潜在化―顕在化の軸による対人葛藤対処方略尺度」を参考に，筆者の 3 名による合議に

より作成した．建設的潜在化方略は，積極的潜在化方略の項目をほぼ使用したが，非建設

的潜在化方略については，消極的潜在化方略の項目内の行動が相手に葛藤を悟られないよ

うにする潜在化の意図に因ることを強調する文言に変えた｡顕在化方略については項目数

を増やし，相手への配慮がある行動かどうかにより建設／非建設を明確にした｡「自分が不

快に感じることを相手から言われたり，されたりして不満を感じた時，あなたは以下に挙

げる対応を，その場でどの程度行ないますか」という教示に続き，1：「まったくしない」

から 5：「よくする」の 5 件法で回答を求めた｡ 

(2) 社会的スキル尺度  a) 相川・藤田（2005）の「成人用ソーシャルスキル自己評定尺度」

のうち「主張性」7 項目 b) 堀毛（1987；1988）の「人あたりの良さ尺度」のうち「同調

性」5 項目，「自己抑制」6 項目，「情緒安定」5 項目．すべて「あなた自身のことについて

質問をします｡以下の各項目が，あなたにどれだけあてはまるか答えてください｡」という

教示の後，1：「まったくあてはまらない」から 5：「よくあてはまる」の 5 件法で回答を求

めた｡ 

 

5.1.3  結果と考察   

 

因子分析による尺度項目の分析   

まず，作成した尺度 26 項目の平均値，標準偏差を算出した．フロア効果が見られた 1 項
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目を分析から除外し，残りの 25 項目に対して最尤法による因子分析を行った｡初期の固有

値の変化は 5.06, 3.21, 3.01, 1.67, 1.18, 1.13…であり，寄与率は順に，20.23%, 12.85%, 12.02%, 

6.66%, 4.71%, 4.53% …であった｡3 因子と 4 因子でそれぞれ回転をしてみたが，3 因子構造

では解釈不能であったため，4 因子構造が妥当であると考えられた｡そこで再度 4 因子と仮

定して最尤法・プロマックス回転による因子分析を行った｡0.35 の因子負荷量を基準として，

因子分析を繰り返した結果，20 項目による最尤法・プロマックス回転での因子パターンと

因子間相関を Table 5.1 に示す｡全体での因子分析を行なった後，男女別にも検討したが，い

ずれも全体と同じ因子構造を示したため，以降は男女合わせて分析を行った｡第 1 因子の４

項目は，相手に配慮せず自己内の葛藤を表明する行動で構成されているため「非建設的顕

在化方略」（α＝.83），第 2 因子の 5 項目は，相手に配慮し巧みに自己内の葛藤を隠す行動で

あるため「建設的潜在化方略」（α＝.79），第 3 因子の 5 項目は，相手に配慮しながら自己内

の葛藤を表明する行動のため「建設的顕在化方略」（α＝.78），第 4 因子の 6 項目は，自己内

の葛藤を隠そうとするが相手への配慮に欠ける行動であるため「非建設的潜在化方略」（α

＝.75）と命名した。 

 

信頼性の検討   

尺度の信頼性を検討するため，α 係数を調べたところ，非建設的顕在化方略は.83，建設

的潜在化方略は.79，建設的顕在化方略は.78，非建設的潜在化方略は.75 と 4 因子とも充分

な値が得られた｡ 

 

妥当性の検討   

作成した尺度の構成概念妥当性を検討するために，下位尺度項目を合算して平均を出し，

相関係数を算出することで他尺度との関連を確認した（Table 5.2）｡まず，自己内葛藤の言

語的表出の軸である潜在化―顕在化の弁別について，潜在化の 2 方略はともに主張性と負

の関連があり，顕在化の 2 方略は主張性と正の関連があった．対人関係への影響の軸であ

る建設的―非建設的については，情緒安定との関連で，建設的潜在化方略と建設的顕在化

方略に正の相関，非建設的潜在化方略と非建設的顕在化方略に負の相関があった｡自己抑制

との関連では，建設的潜在化方略と有意な正の相関があった。これは研究３の結果とも一

致する。建設的顕在化方略については，抑制しすぎると自己内葛藤を表明できないため自

己抑制では正の相関が有意ではなかったと考えられる｡非建設的潜在化方略と非建設的顕

在化方略とは有意な負の相関があった｡同調性との関連についても，建設的潜在化方略に正

の相関の傾向(ｐ＜.10)，建設的顕在化方略に有意な正の相関があり，非建設的潜在化方略と

非建設的顕在化方略は有意な負の相関であった．以上のことは, 予測の通りであり，この

尺度の妥当性を支持するものである｡ 
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Table5.1　潜在性と建設性の２次元による対人葛藤対処方略尺度

 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

非建設的顕在化方略（α =.83)
A18 相手の気持ちにかまわずに、相手の悪い点を指摘する .85 .07 .00 -.10
A10 相手のことを気にせず、自分の不満を強く主張する .79 -.01 -.09 -.06
A13 感情的になって相手に不満をぶつける .72 .03 .03 .19
A4 相手のほうが間違っていると責める .64 .00 .10 .00

建設的潜在化方略（α =.79)
A15 不満を言わず、相手の望み通りにする .08 .81 -.12 -.16
A5 自分を抑えて、相手の言ったことに同意する .02 .70 .00 -.06
A23 相手が喜ぶようなことを言ったり、したりする .02 .66 .16 .08
A7 とりあえず謝ることで、その場をおさめる .04 .60 -.01 .10
A25 不満について何も言わず、笑ってごまかす -.34 .45 -.03 .13

建設的顕在化方略（α =.78)
A14 相手の気分を悪くしないように気をつけながら、自分の気持ちを言葉で伝える -.18 .03 .81 -.09
A3 相手の気持ちを思いやりながら、自分の不満を言葉で伝える .14 .03 .67 -.07
A24 自分の不満を、相手の気分を害さないように言う -.03 .09 .60 .16
A9 相手に理解を示しながら、自分の不満を言う .08 -.12 .60 .01
A19 冷静に自分の不満を言葉で伝え、話し合いをしようとする .05 -.03 .57 -.04

非建設的潜在化方略（α =.75)
A17 言葉には出さないが、むっとした表情をしてしまう .27 -.04 .01 .67
A22 何事もなかったかのようにふるまおうとするが、動揺が表に出てしまう -.14 .16 .03 .63
A11 相手にさとられまいとするが、不満が表情に出てしまう .06 -.19 -.03 .62
A1 その場をとりつくろうとするが、つい無表情になってしまう -.18 -.15 .00 .61
A21 そのまま会話を続けようとするが、うまくいかず、その場を立ち去ってしまう .14 .16 .00 .49
A6 そのまま自然に会話を進めようとするが、上手く言葉が出てこない -.11 .12 -.06 .47

因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
Ⅰ - -.45 .21 .09
Ⅱ - -.01 .08
Ⅲ - -.01
Ⅳ -

残余項目
2 何事もなかったふりをして、そのまま会話を続ける

8 あからさまに不満の表情を出す

12 不満を隠すために、それとなく話題を変える

16 相手を責めることなく、不満をそれとなくほのめかしてみる

20 冗談を言って、不満が伝わらないように隠す

26 相手の言動を一方的に非難する
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本研究では，対人葛藤が個人内で最初に知覚された初期段階におけるコミュニケーシ

ョンを測定するための潜在性・建設性による対人葛藤対処方略尺度を開発した。因子分

析の結果，建設的潜在化方略，非建設的潜在化方略，建設的顕在化方略，非建設的潜在

化方略の 4 方略が抽出された。各下位尺度において充分な α 係数が得られたことと，想

定した通りに社会的スキルとの相関が認められたことから，本尺度は信頼性と妥当性を

備えていることが検証された。 

 

第 2 節 研究 5： 建設的潜在化方略に対する文化的自己観と関係目標の影響 

 

5.2.1 目的 

 

研究 4 で信頼性と妥当性が支持された 4 つの下位尺度のうち，本研究では，建設的潜在

化方略に焦点をあて，回想法を用いて規定因を分析する。 

建設的潜在化方略は，相手に自己内の葛藤の存在を気付かれないよう隠す巧みで能動的

な潜在化行動であるが，どのような条件の下で生起するのかを明らかにすることによって，

日本人における潜在化選好の原因解明の一助となりうる。また，社会認知発達の視点によ

る対人交渉方略のモデルでは，年齢とともに問題解決方略が未文化・自己中心的なレベル

から第三者的・相互的のレベルに上がることを示しており（Selman, Krupa, Beardslee, Schultz, 

& Podorefsky, 1986），大学生と社会人では，方略選好の規定因に違いが見られることが予測

される。本研究で一般的な大学生と社会人との間に規定因の変化を見いだせたならば，建

設的潜在化方略と互恵的志向との関連についての示唆が得られると考える。よって，本研

究では，状況に関する規定因，個人要因，そして対人的な目標による建設的潜在化方略へ

の影響を大学生と社会人の比較によって検討する。具体的には，対人葛藤に関する先行研

究で検討されてきた以下の規定因を取り上げる。 

 

葛藤相手との関係性と葛藤の重要性 

 Brown & Levinson（1987）のポライトネス理論では，相手の社会的地位が高く，親密性が

低く，心的負荷量が高くなるにつれてより間接的なコミュニケーションが使用されるとさ

れ，その中に謝罪や暗示など表面に出さない方略も含まれている。相手の社会的地位と親

Table 5.2　対人葛藤対処方略と社会的スキルとの相関

 平均 SD
建設的潜在化 -.34 *** .15 * .27 *** .11 † 2.87 0.83

建設的顕在化 .39 *** .26 *** .05 .17 * 2.83 0.76

非建設的潜在化 -.16 * -.38 *** -.22 * -.23 *** 2.87 0.69

非建設的顕在化 .36 *** -.26 *** -.40 *** -.16 * 2.04 0.77
†p ＜.10　　*p ＜.05　　**ｐ ＜.01　　***p ＜.001

主張性 (α =.76) 情緒安定 (α =.61) 自己抑制 (α =.74) 同調性 (α =.76)
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密性に関して，研究２では，場面想定法により積極的潜在化方略は親密性によって使用頻

度に差がないことと，社会的地位が同等な場合よりも高い相手に対して使用頻度が高くな

ることが示唆された。 

一方，葛藤の重要性に関しては，先行研究の結果は一貫していない。ルームメイトの葛

藤を検討した Sillars（1980）では，重要性が低いよりは高い問題のほうが受動的で間接的方

略を選択していた。これは，心的負荷量が高いと間接的な方略になるという Brown & 

Levinson（1987）と一致している。一方，職場の対人葛藤についての大西（2002）では，本

研究の潜在化の 2 方略（建設的潜在化方略・非建設的潜在化方略）を合わせた項目に類似

した消極方略は，重要な問題の時には使用が減少するという結果であった。以上のことか

ら，状況要因の中でも先行研究で頑健に影響が示されている相手との地位格差が建設的潜

在化方略の選好に影響を示すであろう。 

 

文化的自己観 

高田（2000）の文化的自己観の尺度には，相互独立的自己観の下位尺度として「個の認

識・主張」・「独断性」，相互協調的自己観の下位尺度として「他者への親和・順応」・「評価

懸念」の 4 つの要素がある。個の認識・主張の要素については，他者とは異なる自己を意

識し表現することである（高田, 1999）ので，服従的もしくは回避的な方略に負の影響がみ

られるのではないか。よって，建設的潜在化方略にも負の影響を及ぼすであろう。また，

相互協調的自己観の中の評価懸念の要素について，先行研究では，話し合うことを避ける

などの回避行動との間に正の相関がみられている（Leary, 1983; Watson & Friend, 1969）。よ

って，建設的潜在化方略に正の影響を及ぼすと考えられる。以上のことから，本研究では，

高田（2000）の尺度の中でも，相互独立的自己観うちの「個の認識・主張」の下位尺度，

相互協調的自己観のうちの「評価懸念」の下位尺度を使用し，建設的潜在化方略と個人要

因との関連を検討する。 

 

関係目標 

日本人が対人葛藤を感じた場合には，対立者との間に良い関係を維持したいという関係

目標や集団調和が葛藤対処の上位目標にある（Ohbuchi & Tedeschi, 1997; 大渕・福島, 1997; 

Ohbuchi, et al., 2000; 大渕・渥美, 2002）。大渕・福島（1997）では，対立者との良好な関係

の維持を志向する関係目標は，自他双方の利害を調整する顕在化行動としての協調方略を

強める結果となり，回避方略とは関連がみられなかった。一方，研究１では意図に注目し，

葛藤を表明しない理由を自由記述によって得た項目の「潜在化意図」と潜在化―顕在化の

軸による葛藤対処方略との関連を検討している。潜在化意図は，配慮意図と回避意図に分

類され，両方の意図から積極的潜在化方略に有意な正の影響がみられている。潜在化意図

を関係性の視点からみると，関係の悪化への懸念が中心にある（大渕，1991）ため，現状
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の関係を壊さないように配慮して葛藤の潜在化が起こる。よって，大渕・福島（1997）の

関係の維持を志向する関係目標と潜在化意図には対応関係があると考えられるが，方略へ

の影響に関する結果は矛盾している。 

潜在化―顕在化の軸による葛藤対処方略と長期的な動機との関連が検討されていないこ

とから，本研究では，潜在化意図より包括的な対人関係の目標が，如何に建設的潜在化方

略の選好に影響するかを検討する。関係維持目標が制御焦点理論（Higgins, 1998）のネガテ

ィブな結果に対する予防焦点による目標追求だとすれば，ポジティブな結果に対する促進

焦点による目標追求である関係深化目標も考えられる。また，関係の志向性の軸で考える

と，関係維持目標や関係深化目標のように関係を志向する目標の他に，関係を志向しない

関係解消目標も検討する必要があるだろう。相手に自己内の葛藤を気付かれないよう巧み

に隠す建設的潜在化方略は，関係への志向性のある目標との関連が予測されるが，接近的

な関係深化目標はお互いの理解を深められる顕在化方略に正の影響があると考えられ，建

設的潜在化方略については，関係深化目標は低いほうが選択されやすいであろう。 

 

目的と仮説 

 以上をまとめると，本研究では，葛藤の状況要因として相手との親密性と地位格差なら

びに葛藤の重要性，個人要因として文化的自己観の要素うち「個の認識・主張」と「評価

懸念」，そして対処方略選好の近因として関係維持目標，関係深化目標，関係解消目標の３

つの関係目標から，建設的潜在化方略への影響について大学生と社会人との比較によって

検討することを目的とする。これまでの議論を踏まえ，以下の５つの仮説を設けた。 

 

仮説１：葛藤相手の地位が高いほど，建設的潜在化方略が選択される 

仮説２：方略使用者の相互独立的自己観の要素である「個の認識・主張」が低いほど建

設的潜在化方略が選択される 

仮説３：方略使用者の相互協調的自己観の要素である「評価懸念」が高いほど，建設的

潜在化方略が選択される 

仮説４：方略使用者の関係維持目標が高いほど，建設的潜在化方略が選択される 

仮説５：方略使用者の関係深化目標が低いほど，建設的潜在化方略が選択される 

 

5.2.2 方法 

 

調査対象者 

静岡県と愛知県の大学生 214 名，主に静岡県に在住する社会人 309 名から回答を得た。

社会人のデータ収集には，スノーボールサンプリングを用いた。大学生データ，社会人デ

ータともに，回答に不備があるものや回想した葛藤の発生時期が古いものは分析から除外
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した。最終的に大学生 205 名（男性 109 名，女性 96 名），社会人 259 名（男性 119 名，女性

140 名）のデータを分析に用いた。平均年齢は，大学生が 19.07 歳（SD=1.18），社会人が 43.86

歳（SD=11.02）であった。社会人の業種の内訳は，製造 74 名(29%)，サービス 60 名(23%)，

医療 23 名(9%)，教育 20 名(8%)，流通・小売 14 名(5%)，建設・住宅・不動産 14 名(5%)，

金融 10 名(4%)，運輸 8 名(3%)，介護 5 名(2%)，その他 31 名(12%)であった。 

 

質問紙の構成及び内容 

本研究で用いた質問・尺度は以下の通りである。 

1. 対人葛藤に関する質問「自分が不快に感じることを身近な人から言われたり，されたり

した経験を思い出してください」と教示した後，a) 葛藤相手のイニシャルと葛藤の起こっ

た時期，b) 葛藤相手との親密性（1 項目）と地位格差（1 項目），葛藤の重要性（1 項目）。

各項目は 1：まったくあてはまらない～5：とてもあてはまるの 5 件法，c) 研究４の潜在性

と建設性の 2 次元による対人葛藤対処方略尺度の下位尺度「建設的潜在化方略」の 5 項目。

各項目は「上記の相手に対してあなたがとった行動にどの程度あてはまりますか」の教示

に続き，1：まったくあてはまらない～5：とてもあてはまるの 5 件法。 

2. 相互独立的―相互協調的自己観尺度（高田, 2000）のうち「個の認識・主張」の 4 項目と

「評価懸念」の 4 項目。各項目は「普段のあなた自身にどの程度あてはまるかをお答えく

ださい」の教示に続き，1：まったくあてはまらない～5：とてもあてはまるの 5 件法。 

3. 関係目標尺度 26 項目： 関係維持目標（12 項目)は，研究１の潜在化意図に関する項目

を参考にした。関係深化目標に対応する 7 項目は，杉浦（2000）の親和動機尺度を基に作

成した。関係解消目標（7 項目）については，大渕・福島（1997）のパワー・敵意目標の項

目や，畑中（2006）の関係継続意思の欠如に関する項目を参考に，筆者らの合議の上で作

成した。各項目は「その状況で不満を持った時，その相手に対して，どの程度以下のこと

を意識して行動しましたか」という教示に続き，1：まったく意識しなかった～5：強く意

識したの 5 件法で回答を求めた。  

 

5.2.3 結果 

 

関係目標の因子構造 

葛藤直面時の関係目標尺度 26 項目の平均値と標準偏差を算出したところ，天井効果やフ

ロア効果のある項目が各１項目ずつ見つかった。その 2 項目を除外し，最尤法による因子

分析を行った。初期の固有値の変化は，5.64，3.58，3.13，1.18，1.02，0.84…であり，3 因

子構造が妥当であると考えられた。そこで，3 因子を仮定して最尤法・プロマックス回転に

よる探索的因子分析を実施した。その結果，二重負荷の 5 項目を除外し，再度最尤法・プ

ロマックス回転による因子分析を行った。最終的な因子構造と因子間相関を Table 5.3 に示
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す。なお，回転前の 3 因子で累積寄与率は 45.28%であった。ほぼ想定通りの因子負荷を示

したことから，第一因子を「関係維持目標」（α＝.85），第二因子を「関係深化目標」（α＝.83），

第三因子を「関係解消目標」（α＝.73）と命名した。   

 

  

 

 

状況要因と個人要因，関係目標の建設的潜在化方略への影響 

大学生と社会人それぞれにおける各変数の基礎統計量，α 係数および t 検定の結果を Table 

5.4 に示す。各尺度の信頼性について α＝.70 以上の十分な値が得られた。 

次に，状況要因と個人要因，関係目標が建設的潜在化方略に及ぼす影響について検討す

るために，強制投入法による階層的重回帰分析を実施した。第 1 ステップで状況要因とし

ての相手との親密性，地位格差，葛藤の重要性を投入した。第 2 ステップで個人要因とし

て文化的自己観の「個の認識」と「評価懸念」の変数を，第 3 ステップで 3 つの関係目標

を順次加えた。分析にあたり，各変数の相関について検討した（Table 5.5）。多重共線性が

Table5.3　 関係目標の因子構造　（最尤法・プロマックス回転）

F1 F2 F3

F1　関係維持目標 (α =.85)

　関係が気まずくならないようにしたい .76 .04 -.14

　相手から嫌な人間だと思われないようにしたい .72 .07 .02

　相手から非難されないようにしたい .71 -.05 .23

　その場の雰囲気を壊さないようにしたい .67 -.13 .10

　事態が悪化しないようにしたい .65 .01 .10

　面倒くさいことにならないようにしたい .64 -.14 .20

　相手との関係を壊さないようにしたい .59 .18 -.28

　相手の立場や地位を尊重したい .45 .03 -.15

F2　関係深化目標 (α =.83)

　自分の本心を理解してほしい .04 .83 .10

　自分の考えをわかってほしい .03 .79 .09

　自分が思っているこをと伝えたい -.14 .75 .06

　相手と本音で話し合いたい -.15 .68 -.06

　相手の本当の気持ちを聞きたい .20 .54 -.03

F3　関係解消目標 (α =.73)

　これ以上、相手と付き合い続けたくない .00 -.23 .69

　相手を打ち負かしたい .09 .07 .60

　相手にも同じ苦しみを味あわせたい .15 .00 .58

　相手に自分の非を認めさせたい -.03 .29 .51

　相手との関係を壊してもかまわない -.28 .08 .51

　相手との関係を解消したい .17 .08 .49

因子間相関　　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　F1 .16 -.29

F2 -.08
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見られるほど相関が高いものはなく，VIF も 1.01～1.47 と十分に低かったため，全変数を説

明変数に投入することが可能であると判断した。大学生と社会人それぞれの分析結果を，

Table 5.6 に示す。 

 

 

 

 

 

大学生 

大学生データの分析の結果，重相関係数と分散説明率は，第 1 ステップでは，R
2 
=.09 (F (3, 

201) = 6.82, p <.001)， 第 2 ステップでは，R
2 
=.12 (F (5, 199) = 5.23, p <.001)，全体が R

2 
=.40 

(F (8, 196) = 16.01, p <.001)であった。第 1ステップ―第 2ステップの変化量がΔR
2 
=.02 (ΔF (2, 

199) =2.66, p <.10)，第 2 ステップ―第 3 ステップの変化量が，ΔR
2 
=.28 (ΔF (3, 196) =30.16, p 

<.001)であった。地位格差の標準偏回帰係数は，第 1 ステップで β=.27 (p <.001)，第 2 ステ

ップで β=.27 (p <.001)，第 3ステップで β=.25 (p <.001)であった。個の認識・主張 (第 2：β=-.09，

第 3：β=-.07) と評価懸念 (第 2：β=.10，第 3：β=.00) については，建設的潜在化方略に有

意な影響がみられなかった。関係維持目標の標準偏回帰係数は，第 3 ステップで β=.56 (p 

<.001)であり，関係深化目標の値（β=-.08）は有意ではなかった。投入されたその他の変数

について，親密性ならびに重要性，関係解消目標には有意な影響が見られなかった。 

 

Table 5.4 　各独立変数における学生と社会人の平均得点と標準偏差、α 係数、およびｔ検定の結果

変数 平均値 標準偏差 α 平均値 標準偏差 α

親密性 3.24 1.43 ― 2.65 1.29 ― 4.62 ***

地位格差 3.14 1.35 ― 3.54 1.50 ― 3.07 **

重要性 3.46 1.32 ― 3.52 1.24 ― 0.53

個の認識・主張 3.25 0.74 .73 3.38 0.72 .77 1.87 ✝

評価懸念 3.71 0.77 .72 3.26 0.80 .74 6.17 ***

関係維持目標 3.25 0.91 .85 3.24 0.83 .86 0.12

関係深化目標 3.35 1.02 .83 3.22 0.92 .84 1.40

関係解消目標 2.85 0.93 .74 2.83 0.80 .73 0.26

建設的潜在化方略 2.71 1.02 .82 2.57 0.93 .80 1.55
✝p <.10   * p <.05   ** p <.01   *** p <.001

学生 社会人

　　t値

Table5.5  各独立変数の相関係数

 

親密性 -.10 -.05 -.01 -.04 .12 .28 *** -.39 *** -.09

地位格差 .03 .11 -.05 -.03 .03 -.03 .07 .29 ***

重要性 .10 .06 -.07 .17 * .08 .19 ** .25 *** .11

個の認識・主張 .05 .05 -.04 -.37 *** -.08 .23 *** .03 -.14 *

評価懸念 .06 .08 .21 *** -.29 *** .21 *** .12 ✝ .10 .13 ✝

関係維持目標 .09 .18 *** .06 -.15 * .43 *** .15 * -.26 *** .54 ***

関係深化目標 .19 *** -.17 ** .12 ✝ .14 * .11 ✝ .11 ✝ .07 -.04

関係解消目標 -.20 *** -.04 .20 *** .08 .10 -.14 * .01 -.05

建設的潜在化方略 -.02 .29 *** .03 -.22 *** .24 *** .58 *** -.14 * .01
✝p <.10   * p <.05   ** p <.01   *** p <.001

右上：　学生　　左下：　社会人

―

―

―

関係深化目標 関係解消目標 建設的潜在化

―

―

―

親密性 地位格差 重要性

―

個の認識・主張 評価懸念 関係維持目標

―

―
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社会人 

社会人データの分析の結果，重相関係数と分散説明率は，第 1 ステップでは，R
2 
=.08 (F (3, 

255) =7.67, p <.001)， 第 2 ステップでは，R
2 
=.16 (F (5, 253) =9.80, p <.001)，全体が R

2 
=.44 (F 

(8, 250) =24.13, p <.001)であった。第 1 ステップ―第 2 ステップの変化量が ΔR
2 
=.08 (ΔF (2, 

253) =12.00, p <.001)，第 2 ステップ―第 3 ステップの変化量が，ΔR
2 
=.27 (ΔF (3, 250) =40.39, 

p <.001)であった。地位格差の標準偏回帰係数は，第 1 ステップで β=.29 (p <.001)，第 2 ステ

ップで β=.28 (p <.001)，第 3 ステップで β=.17 (p <.001)であった。個の認識・主張の標準偏

回帰係数は，第 2 ステップで β=-.19 (p <.001)，第 3 ステップで β=-.15 (p <.001)だった。評価

懸念については，第 2 ステップで β=.17 (p <.01)，第 3 ステップで β=-.07 (n.s.)であった。関

係維持目標の標準偏回帰係数は，第 3 ステップで β=.59 (p <.001)で，関係深化目標は，β=-.15 

(p <.001)であった。投入されたその他の変数について，親密性と重要性には，有意な影響が

見られなかった。関係解消目標には，β=.12 (p <.05)の有意な正の影響が示された。 

 

 

 

5.2.4 考察 

 

本研究の目的は，対人葛藤対処方略のうち自己内に感じた葛藤を相手に悟られないよう

隠そうとする建設的潜在化方略に焦点をあて，葛藤の性質に関する要因と個人要因として

の文化的自己観ならびに関係目標が如何に影響を及ぼしているかを大学生と社会人との間

で検討することであった。葛藤の性質にあたる状況要因としては，多くの先行研究で確認

Table5.6　建設的潜在化方略を従属変数とした階層的重回帰分析の結果

 

第1ステップ

　親密性 -.06 -.06 -.09 -.03 -.03 -.01

　地位格差 .27 *** .27 *** .25 *** .29 *** .28 *** .17 ***

　重要性 .08 .06 .04 .02 -.02 -.01

第2ステップ

　個の認識・主張 -.09 -.07 -.19 *** -.15 ***

　評価懸念 .10 .00 .17 ** -.07

第3ステップ

　関係維持目標 .56 *** .59 ***

　関係深化目標 -.08 -.15 ***

　関係解消目標 .04 .12 *

F 6.82 5.23 16.01 7.67 9.80 24.13

R 2 .09 *** .12 *** .40 *** .08 *** .16 *** .44 ***

Δ R 2 .02 ✝ .28 *** .08 *** .27 ***

✝p <.10   * p <.05   ** p <.01   *** p <.001

第3ステップ

β

学生 社会人

第1ステップ 第2ステップ 第3ステップ 第1ステップ 第2ステップ 第3ステップ

第1ステップ 第2ステップ 第3ステップ 第1ステップ 第2ステップ
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されている相手との親密性と地位格差，葛藤の重要性を取り上げた。葛藤対処方略との関

連で研究されている文化的自己観について，相互独立的自己観の要素である「個の認識・

主張」と相互協調的自己観の要素である「評価懸念」を潜在化の個人要因とした。そして，

探索的因子分析によって想定通り弁別された「関係維持目標」，「関係深化目標」，「関係解

消目標」を近因として，建設的潜在化方略との関連を検討した。 

階層的重回帰分析によるモデルの検証として，大学生の場合，文化的自己観の要因につ

いては投入された第 2 ステップの R
2の増分が少なく，有意傾向しかみられなかった。社会

人の場合は文化的自己観の要因の投入により有意な R
2 の増分がみられた。第 3 ステップで

関係目標を投入した場合の R
2 の増分については，大学生，社会人ともに有意であった。葛

藤の性質に関する相手との親密性，地位格差ならびに葛藤の重要性などの状況要因を統制

しても，関係目標が説明力を有することが示された。 

大学生では，地位格差と関係維持目標が建設的潜在化方略に有意な正の影響を及ぼして

おり，仮説 1 と仮説 4 が支持され，先行研究（藤森，1989; 森泉・高井，2006）の知見と矛

盾しない結果となった。関係目標については，状況の悪化を避けて関係を維持するという

目標が高いことによって建設的潜在化方略が選好される一方，関係深化目標に有意な負の

影響がみられず仮説 5 が支持されなかったことから，大学生にとって，相互理解を深めよ

うとしないことは建設的潜在化方略選好の条件ではないことが示された。個の認識・主張

と評価懸念については，第 2 ステップならびに第 3 ステップにおいて標準偏回帰係数が有

意ではなく，仮説 2 と 3 が支持されなかったことから，大学生の場合には，文化的自己観

の要因には建設的潜在化方略の生起との明確な関連性が見られなかった。研究１で，積極

的潜在化方略が「面倒くさくならないようにする」という項目が最も高い因子負荷量の回

避意図と正の関連がみられたことから，文化的自己観の要素の中でも個の認識・主張につ

いて仮説通りに負の影響が見られなかったのは，大学生は，ある程度自己を認識し立場を

守るよう防衛的に建設的潜在化方略を使用している可能性が考えられる。また，評価懸念

が高いと葛藤の潜在化を志向するという予測であったが，建設的潜在化方略に対して評価

懸念が正の影響を及ぼさなかった。大学生は評価懸念が行動不安に繋がりやすく，巧みに

葛藤を隠そうとする能動的な行動に対する選択を抑制する可能性があるのかもしれない。 

社会人では，建設的潜在化方略に対し，状況要因の地位格差が有意な正の影響，個人要

因の個の認識・主張が有意な負の影響，関係維持目標と関係解消目標が有意な正の影響，

関係深化目標が有意な負の影響を及ぼしていた。よって，仮説 1，仮説 2，仮説 4，仮説 5

は支持された。一部に予測していなかった結果がみられた。関係目標を投入すると評価懸

念の有意な影響がみられなくなったことから，他者からの評価を気にする個人特性よりも

関係に対する動機のほうが建設的潜在化方略に強く影響することが示唆された。葛藤場面

では，自己観よりも当該状況で活性化する目標の影響が強いと考えられる。また，関係解

消目標に有意な正の影響がみられた点については，社会的な規範が影響していると考えら
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れる。付き合い続けたくないと思う場合であっても，社会人として穏便にその場をやり過

ごすことが望ましいという規範によって，あえて建設的潜在化方略を選択することが考え

られる。ただし，関係解消目標を持っていた場合，最初に葛藤を感じた際に建設的潜在化

方略を選好したとしても，その後の方略は，関係にとって建設的ではなく非建設的な行動

へ変化する可能性がある。本研究は葛藤の初期の１回目の方略選好に限って検討したが，

今後は，短期的な視点だけではなく，葛藤対処を連続したコミュニケーション・プロセス

として捉える研究も必要である。 

 本研究の比較では，大学生よりも社会人のほうが仮説を支持する結果となった。Selman 

Krupa, Beardslee, Schultz, & Podorefsky（1986）の知見と照らし合わせると，自己中心的なレ

ベルは本研究においては個の認識・主張と対応している。関係を保つという相互レベルの

方略である建設的潜在化方略と個の認識・主張との間にネガティブな関連が見られたのが

社会人のみであったことは，自己中心的なレベルから相互協力的な方略が選択されるレベ

ルへの発達的な変化を示唆している。 

 自分との比較において相手の地位の方が高いことと関係を維持しようとする目標が最も

明確に説明力を有することから，集団主義の行動特徴とされる文脈依存・関係依存（Markus 

& Kitayama, 1991; Triandis, 1995）が，建設的潜在化方略の選好にも影響していることが示唆

された。本研究の限界としては，過去の葛藤経験に基づき測定を行ったことが挙げられる。

現在の自己概念や評価が影響を与えるため（Ross & Buehler, 2004），過去の出来事を忠実に

想起し評定していない可能性は否めない。また，本研究の主眼は建設的潜在化方略に対す

る規定因の影響を明らかにすることにあったため，その他の方略との比較まではなされて

いない。また，本研究で取り扱った要因も一部に限られており，方略の選好を説明するに

十分とはいえない。よって，葛藤潜在化のメカニズムを解明するためには，今後は回想法

とは異なる研究方法による知見を積み上げるとともに，新たな要因を検討することや顕在

化方略との比較を行う必要がある。 
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第６章 

 

総合的考察 
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6.1 本章の目的 

 

対人葛藤の当事者双方が葛藤の存在を認知する前の段階で，当事者一方だけが自己の願

望や期待が相手によって妨害されていると知覚している状態において，葛藤を顕在化させ

るか否かの選択は，その後の人間関係において重要な問題となる。その場合，日本人は葛

藤の潜在化を選好する傾向が高い（大渕，1991）という知見があるが，従来の研究ではそ

の原因はあまり究明されてこなかった。本研究では，対人葛藤潜在化を「言語的な表明を

せず相手に自己内の葛藤を隠そうとすること」と定義し，日本人における葛藤潜在化の生

起のメカニズムとその効果について検討した。 

本章では，この目的のために実施した一連の研究の結果を総括する。その後，本論文の

課題と今後の展望について議論する。 

 

6.2 本研究で得られた知見 

 

従来の葛藤対処方略研究においては，回避的な方略は，理想的とされる協調的で統合的

な方略に比べ，お互いの問題解決に消極的で非効果的な方略である評価がなされている 

(e.g., Wheeless & Reichel, 1990)。日本人と米国人の比較によると，日本人は米国人に比

べて，葛藤を回避する傾向が高く（Ohbuchi, Fukushima & Tedeschi, 1999），表立った抗議を

せず葛藤を潜在化させる傾向が高い(Ohbuchi & Takahashi, 1994) ことが明らかとなってい

る． 

しかしながら，主張性や攻撃性などの顕在化方略や顕在葛藤の対処方略に関わる先行研

究に比べ，葛藤潜在化方略に焦点をあてた研究は少ない。先行研究の問題点として，葛藤

回避の傾向は指摘しても，潜在化か顕在化の選択プロセスを検討していないことや行動と

意図の区別が明確でない尺度項目を使用していることが挙げられる。このような問題点を

踏まえ，本研究では，自己の願望や期待が他者によって妨害されていると知覚する対人葛

藤の初期段階における対処について，顕在化方略との比較によって，日本人の対人葛藤潜

在化の建設的な側面を明らかにすることを目的とした。 

本研究では，対人葛藤対処の初期の過程における個人内での葛藤認知後の対処方略の選

択に関して，葛藤の潜在化行動に注目し，先行研究とは別の新たな枠組みで潜在化する意

図と方略選好の規定因と効果を検討した。実施された 4 つの研究から得られた知見を概観

する。 

第 2 章（研究 1）では，潜在化意図と潜在化―顕在化を軸にした新しい方略の分類を行い，

潜在化意図と潜在化―顕在化方略の関連を検討した。まず，潜在化意図の分類について，

予備研究で葛藤を潜在化する理由を調査した後，その結果に基づいた潜在化意図の尺度の

検討を含む本調査を行った。本調査のデータの因子分析によって，自己面子維持と他者と
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周りの人間関係に気遣う他者面子維持の両方が含まれた「配慮意図」と自己防衛的な「回

避意図」の 2 つの意図が見出された。二重関心モデルのように自己と他者のどちらをより

志向するかという単純な 2 次元では，説明ができない結果となり，潜在化―顕在化の選択

過程の検討には，自己―他者の二重関心から脱却した新しい葛藤対処方略モデルの使用が

妥当であることが示された。次に，先行研究に基づき顕在化と潜在化を軸にした方略尺度

を作成した。因子分析の結果，自己内の葛藤を相手に気づかれないための能動的行動であ

る「積極的潜在化方略」，相手や状況次第では相手に葛藤が伝わってしまう可能性がある「消

極的潜在化方略」，顕在化方略の 3 方略が見出された。パス解析の結果，配慮意図は，積極

的潜在化には正の影響，消極的潜在化には負の影響を及ぼしていた。また，配慮意図の顕

在化方略に対する影響はみられなかった。回避意図は，積極的潜在化方略に正の影響，顕

在化方略に負の影響がみられたが，消極的潜在化とは関連がみられなかった。 

 第 3 章（研究 2）では，場面想定法に基づく社会的状況の 2 要因（親密性・社会的地位）

の潜在化―顕在化方略および潜在化意図への影響の検討を行った。 

まず，対人関係の効果をより正確に検討できる場面想定法を採用し，各対人条件に共通

した状況を設定した。場面の選択の基準としては，Brown & Levinson(1987)のポライトネス

理論における自己の承認欲求が脅かされる肯定的面子脅威（positive face threat）の状況を設

定した。そして，研究 1 で分類された葛藤潜在化意図と潜在化―顕在化方略への社会的状

況の影響を検討した。 

潜在化意図に関する結果として，配慮意図については，親密性が低い相手よりも親密性

が高い相手のほうが，同地位者よりも高地位者に対するほうが高くなることが明らかとな

った。また，配慮意図に親密性と社会的地位の交互作用がみられ，親密性が低く地位が同

等の相手に対して，配慮意図が低くなる傾向が見られた。回避意図については，社会的地

位が高い相手の場合のほうが同等の相手よりも高くなる結果となり，親密性による差は見

られなかった。また，男性よりも女性のほうが，配慮意図と回避意図ともに高い結果とな

った。 

方略選好については，積極的潜在化方略には社会的地位との関連，消極的潜在化方略に

は親密性との関連が見られた。積極的潜在化方略については，社会的地位が同等な場合よ

りも高い相手に対して選好され，積極的潜在化方略は，親密性によって使用頻度に差は見

られなかった。一方，消極的潜在化方略については，親密性が高い相手よりも低い相手に

対し使用頻度が高くなるが，社会的地位による使用頻度の変化は見られなかった。消極的

潜在化方略は，親密性が高い場合には地位が高い相手のほうが同等の相手よりも使用頻度

が高くなり，親密性が低い場合には，地位が同等な相手のほうが地位の高い相手より使用

頻度が高くなることが示唆された。顕在化方略については，親密性が低い相手よりも高い

相手の場合に顕在化方略の使用頻度は高くなり，社会的地位が高い場合よりも同等な相手

に対して選択されやすいことが明らかとなった。 
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男女差については，男性は女性よりも顕在化方略を選択する傾向が高く，女性は男性に

比べて積極的潜在化方略を選択する傾向が高い結果となった。女性のほうが男性に比較し

て同等の立場の相手よりも高地位者に対して積極的潜在化方略を使用する傾向が高いこと

が明らかとなった。女性は，親密性が低い相手よりも親密性が高い相手に対して顕在化方

略を使用しやすいが，男性の顕在化方略については親密性の影響が見られなかった。 

 第 4 章（研究 3）では，実経験に基づき対人コンピテンス，潜在化―顕在化方略，ならび

に葛藤対処後の満足感との関連を検討した。対人コンピテンスの 5 つの能力の中でも，葛

藤潜在化―顕在化に関わる能力と関連のない能力があり，性別によっても能力と方略，そ

して効果への関連が異なることが明らかとなった。日本人的な対人コンピテンスを測定す

る JICS の下位尺度である「自己抑制能力」・「察し能力」・「対人感受性」・「社会的適正」・「曖

昧耐性」と方略の関連では，自己抑制能力が女性の積極的潜在化方略に正の影響，消極的

潜在化方略に負の影響を及ぼし，察し能力が男性の積極的潜在化方略に負の影響を与えて

いた。社会的適正は，男性の積極的潜在化方略に正の影響を，男性の顕在化方略に負の影

響を与えている結果となった。曖昧耐性は，女性の顕在化方略に負の影響を及ぼしている

ことが示唆された。対人感受性については，潜在化―顕在化で分類された方略への影響は

見られなかった。 

 次に，方略と葛藤対処後の効果との関連について，男性の場合，積極的潜在化方略が，

能力不足感に正の影響，関係満足感に負の影響がみられ，また男性の消極的潜在化方略も

関係満足感に負の影響を及ぼしていた。逆に，女性の場合は，積極的潜在化方略が関係満

足感に正の影響を及ぼしている。顕在化方略は葛藤対処後の行動満足感・能力不足感・関

係満足感のすべてにおいて有意な影響を及ぼさなかった。 

最後に，対人コンピテンスも直接満足感に影響を与えていることが明らかとなった。男

性の場合，自己抑制能力が関係満足感に正の影響，対人感受性が能力不足感に負の影響，

曖昧耐性が関係満足感に正の影響と行動満足感に負の影響を示していた。女性の場合，察

し能力が行動満足感に正の影響，対人感受性が行動満足感と関係満足感に正の影響を及ぼ

していた。 

第 5 章の前半（研究 4）では，「潜在化―顕在化」・「建設的―非建設的」の 2 軸による新

しい対人葛藤対処方略尺度の開発を試みた。相手に配慮し巧みに自己内の葛藤を隠す「建

設的潜在化方略」，自己内の葛藤を隠そうとするが相手への配慮に欠ける「非建設的潜在化

方略」，相手に配慮しながら自己内の葛藤を表明する「建設的顕在化方略」，相手に配慮せ

ず自己内の葛藤を表明する「非建設的顕在化方略」という，日本人の葛藤対処の特徴を踏

まえた 4 方略の因子構造で，信頼性と妥当性が支持された。 

第 5 章の後半（研究 5）では，日本人に特有の葛藤潜在化について，生起の要因をさらに

追究した。相手に自己内の葛藤の存在を気付かれないよう巧みに隠す能動的な潜在化行動

である建設的潜在化方略に焦点をあて，社会人と学生のサンプル比較により，相手との親
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密性と地位格差，葛藤の重要性，文化的自己観，関係目標を葛藤方略の規定因として，建

設的潜在化方略への影響を検討した。因子分析の結果，関係目標には関係維持目標，関係

深化目標，関係解消目標の 3 つの目標が抽出された。階層的重回帰分析の結果，親密性，

地位格差，重要性を統制しても関係目標に説明力を有することが示された。大学生では，

地位格差と関係維持目標が建設的潜在化方略に有意な正の影響を及ぼしており，文化的自

己観の要因には建設的潜在化方略の生起との明確な関連性が見られなかった。社会人では，

建設的潜在化方略に対し，状況要因の地位格差が有意な正の影響，個人要因の個の認識・

主張が有意な負の影響，関係維持目標と関係解消目標が有意な正の影響，関係深化目標が

有意な負の影響を及ぼしていた。また，葛藤場面では，文化的自己観よりも当該状況で活

性化する目標の影響が強いという示唆も得られた。 

 

6.3 得られた知見の整理と意義 

 

本節では，本研究の一連の分析で得られた知見を再度整理し，7 つの点に集約する。そし

て，それらの知見の意義や応用について議論する。 

 

１．葛藤場面で抗議をせず不満を言わずに潜在化させる方略は，行動自体は回避的であっ

ても，意図や目標は回避的とは限らないという点 

既述の二重関心モデル（e.g., Rahim, 1983）の定義によると，回避方略は自己利益に対す

る関心も他者利益に対する関心も低いとされる。本研究では，葛藤潜在化方略はその定義

にあてはまらないことが，「意図」と「行動」を分離して分析した結果で示された。潜在化

する意図には，面倒を避ける回避意図だけではなく他者への気遣いや自己体面の維持など

の配慮意図が存在し，潜在化方略に影響を及ぼすことが明らかとなった。また，関係目標

との関連の検討において，建設的潜在化方略は関係維持目標が生起の規定因であったこと

から，相手に自己内の葛藤を気付かせない潜在化方略が人間関係の維持のために戦略的に

選択されていることが示唆された。 

 

２．先行研究の方略モデルでは「回避」の分類に入る潜在化行動も，相手に配慮し自己内

の葛藤を戦略的に隠す能動的な潜在化方略と自己内葛藤を隠そうとするが相手への配慮が

欠けているため状況によっては相手に伝わる可能性がある潜在化方略の 2 種類に大別でき

ることが明らかになった点 

主な差異を挙げると，積極的潜在化方略には社会的地位との関連，消極的潜在化方略に

は親密性との関連がみられたことである。また，自己抑制能力が積極的潜在化に正の影響

に，消極的潜在化には負の影響を及ぼしていることから，消極的潜在化方略は，葛藤によ

る不快な感情を隠し切ないスキル不足の側面が伺える。一方，積極的潜在化方略は，Brown 



68 

 

& Levinson（1987）のポライトネス・ストラテジーに相当する言語表現にあてはまるが，パ

ターン化された方略である可能性が，配慮意図と回避意図の両方と正の関連があったこと，

察し能力と負の関連があることから伺える。Brown & Levinson（1987）が普遍的だとするポ

ライトネスについて西洋のバイアスがかかっていると主張する Ide（1989）は，日本社会に

おいてはストラテジーである「働きかけ」としてだけでなく，社会的慣習に則った「わき

まえ」の視点の導入を提唱している。本研究の結果を踏まえて推測できることは，日本人

の場合，潜在化―顕在化方略は，本人の自発的意思によって選択される方略というよりも

むしろ社会的文脈によって自動的に調節されるべき規範的コミュニケーション行動の側面

が強く影響していることである。社会的地位が高い者に対して，葛藤を潜在化することは，

日本的な文化的規範を守る社会的スキルがあるとみなされ，自動的に選好されやすいと考

えられる。規範に基づいたコミュニケーションの例としては，顔見知り程度の社会的地位

が高い相手は自分の意見を最小限にし，相手の意見を尊重したり対立を回避したりする（森

泉・高井, 2006）ことなどが挙げられるが，本研究においては，消極的潜在化方略よりも積

極的潜在化方略が日本人の葛藤対処方略の特徴を象っているといえるため，規範性の観点

から再度検討する必要があるだろう。 

 

３．相手との親密性と社会的地位の程度によって潜在化―顕在化の方略選択が異なる点 

日本人は何時でも葛藤潜在化傾向が高い訳ではなく，相手の親密性，社会的地位によっ

て潜在化の選好が異なることが明らかとなった。また親密性と社会的地位は単純な加算で

はなく，相乗効果が見られた。これは二重関心モデルの 5 方略への影響を調査した森泉・

高井（2006）の結果と一致する。本研究から，顕在的葛藤の対処方略ばかりでなく，その

前段階の潜在的葛藤における潜在化と顕在化の選択時においても，社会的状況による影響

を受けることが示された。消極的潜在化方略と顕在化方略に親密性と社会的地位の交互作

用がみられ，親密性の主効果は消極的潜在化方略と顕在化方略に，社会的地位の主効果は

積極的潜在化方略と顕在化方略に見られた。本研究の 3 方略の中でも特に，顕在化を選択

することに親密性と社会的地位の効果が明確に現れた。相手との関係性で顕在化するかし

ないかを計っている日本人の状況依存・関係依存的コミュニケーションが本研究でも示さ

れた結果となった。 

 

４．方略使用者の性別によっても各方略の規定因や効果に違いがあることが示唆された点 

親密性や社会的地位と性別との交互作用は，女性の方略使用に顕著だった。女性は，男

性に比べ葛藤状況で柔軟に対応し，より高いスキルで状況に対応した行動を取る（Yelsma ＆ 

Brown, 1985）という先行研究での知見があるが，それは生物学的な差ではなく，社会的な

環境による学習の違いではないかと推測できる。本研究で明らかとなった男女差では，女

性は男性より他者の気持ちや自己の面子に気を配る配慮意図とトラブルを招きそうな顕在
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化を避ける回避意図の両方が強い点，女性は男性より積極的潜在化を選好する点，女性だ

けに積極的潜在化方略と関係満足感に正の関連があった点である。さらに，女性の積極的

潜在化方略には自己抑制能力の有意な影響がみられたことから，女性は幼い頃からグルー

プ行動を取ることが多いため，相手との力関係や状況を見極めながら関係維持のために自

己を抑える経験からの学習が影響していると思われる。しかし，職場や家庭においては，

葛藤状況に対し示す反応も，対処方法も男女ともに似通っているとする先行研究（Chusmir & 

Mills, 1989; Renwick, 1977; Turner & Henzel, 1987）もあることから，今後さらなる検討が必

要であろう。 

 

５．対人コンピテンスと関連について，潜在化 2 方略にそれぞれ特定の能力からの影響を

受けていることが明らかとなった点 

積極的潜在化方略については，男性の場合，察し能力から負の影響と社会的適正から正

の影響を受け，女性には，自己抑制能力からの正の影響が示唆された。消極的潜在化につ

いては女性の自己抑制能力との負の関連が見受けられたが，積極的潜在化方略には，対人

コンピテンス要素からの正の影響がみられたことから，葛藤対処時に回避的な行動したと

しても対人能力が低いと単純には結論づけることができない示唆を得られた。 

 

６．葛藤潜在化方略において対処後の関係満足感に正の影響が見られた点 

先行研究では葛藤回避方略には満足感や使用適切感などの良い効果がみられないとされ

ていた（e.g., Gross, Guerrero, & Alberts, 2004; Wall & Nolan，1987; Wheeless & Reichel, 1990）。

本研究では，女性に限り，積極的潜在化方略において関係満足感へのポジティブな効果が

認められた。一方，男性にとっては，潜在化方略は葛藤対処後の効果がネガティブである

ことが示唆された。顕在化方略は男女ともに葛藤対処後の効果において影響が見られず，

大渕（1991）の潜在化より顕在化の方が満足度が高いという知見とは一致しなかった。顕

在化後にどのような葛藤対処をするかによって満足感が変るため，顕在化したからといっ

て満足感には直結しないと推測される。より詳細な研究計画によって葛藤潜在化―顕在化

の方略について効果の測定を再度実施する必要がある。 

 

７．建設的潜在化方略における規定因の検討の結果，学生よりも社会人のほうが仮説を支

持する結果となり，自己中心的なレベルから相互協力的な方略が選択されるレベルへの発

達的な変化の示唆を得られた点 

これは，社会経験によるスキル獲得（Argyle, 1992）によって社会人の方が対人コンピテ

ンスが高い（Takai, & Ota, 1994）ことに関連していると考えられる。社会人の場合，大学生

よりも規定因が多く，建設的潜在化方略の生起の条件は複雑であるといえるが，対人コン

ピテンスが大学生より高いことを考えると，Spitzberg & Cupach (1989)の対人コンピテンス
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における適切性の観点から，建設的潜在化方略が適応的とみなされ使用されている可能性

がある。大学生を対象にした研究３では，積極的潜在化方略と関係満足感との正の効果が

見られているが，今後は，社会人データについても建設的潜在化方略の効果を検討する必

要がある。 

 

 本研究の成果をまとめると，日本人の葛藤潜在化方略には状況依存・関係依存のコミュ

ニケーションの特徴が顕著に現れること，そして，葛藤潜在化には二重関心モデルなどの

欧米の尺度による単なる「回避」の定義に当てはまらない意図・目標と能力が関連してい

ることが明らかとなった。そして特に，自己内葛藤を巧みに隠そうとする積極的潜在化方

略（建設的潜在化方略）に日本人の葛藤潜在化方略の選好に対する積極的な理由が顕著に

見られた。本研究の目的の通り，葛藤潜在化の建設的な側面を見出せたことから，回避的

な方略に関して定義の検討を含めた再認識の一端となる結果を提供できた。 

学問的貢献については，状況依存性などの日本人の文化的特質に沿った対人葛藤対処モ

デルを提唱でき，より正確な比較文化研究への一助となることが考えられる。大渕らの先

行研究では日米文化の方略選好の違いを明らかにしているが，本研究ではその点に踏み込

み，対人コミュニケーションの研究に心理学的なアプローチを導入することで日本人の選

好に至るまでのメカニズムを検討した。結果的に人文学的に研究されてきた日本人論や日

本人の回避的行動に対する言説について，行動科学的な量的研究によって実証した形とな

った。グローバル社会を生きる現代の大学生においても，状況可変性が見られ，「タテ」の

関係に配慮し，無関係な赤の他人でもなくウチでもないソトの人間に対して遠慮をすると

いう状況可変性を支持する結果について社会学的な示唆の提供にもなると考える。 

特に強調する意義としては，本研究によって葛藤潜在化の戦略的で建設的な側面の一部

が明らかになったことで，葛藤回避はスキルが低いというステレオタイプの払拭と日本人

の回避的なコミュニケーションに対するより正確な理解の促進に繋がることである。これ

は比較文化研究や異文化間コミュニケーション研究における貢献のみならず，今後重要性

を増す実践的教育の場にも適用する知見である。具体的にはソーシャルスキルトレーニン

グやアサーティブトレーニングなどにおいて，行動評価のツールとして本研究で開発され

た尺度が応用できる。不満を表明しない行動選択についてスキルフルな側面があるという

本研究の結果から，異文化比較の言説にあるように日本人は自己主張が「苦手」なわけで

はなく，戦略的に自己主張を控えている可能性があるという前提が築ける。状況，相手，

目標に応じた葛藤対処方略の選択の多様性を高める意味においても，回避的行動をより詳

細に理解したうえでトレーニングを行うことが望ましい。本研究の知見はその理解の促進

に貢献するものと考える。 
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6.4 本研究の課題と今後の展望 

 

本稿の一連の分析を通して，従来の葛藤対処方略研究では注目されてこなかった葛藤の

回避的な行動に関する新たな知見を得られた一方で，多くの課題も残された。そこで本節

では，今後の研究課題と本分野における研究の発展性について，特に重要と思われる点を

述べる。 

まず，研究の限界としてサンプル対象の問題を挙げる。日本人をサンプルに日本の文化

背景に基づいた研究計画で行った結果から得られた知見は，日本人に限定されたものと見

るが，それらが日本特有かどうかの検証には，複数の文化における比較研究が求められる。

また，研究１から研究４までは大学生をサンプルにした研究であり，社会人のデータの検

討が出来ていない。日本人の一般的傾向を探索するならば，社会人サンプルを取り入れる

などして，年齢層の異なる成人を対象にした研究が必要であろう。社会的スキルの研究に

おいて，社会人はより高度なレベルでのスキルを有することが明らかにされているため（菊

地,1988），学生よりも高い母集団の代表性を有することが予想できる。潜在化方略の効果に

ついて社会人での検討が求められる。 

次に，研究方法の問題である。本研究の調査は，当事者本人による自己評価であったた

め，自己防衛的なバイアスや社会的望ましさの影響により，報告された内容が事実と異な

っている可能性も否定できない。また，過去に経験した対人葛藤の想起を求め，それにつ

いて評定してもらう方法の問題点として，様々な要因により記憶が歪められ，実際の行動

と回答との間にズレが生じている可能性もある。これらの問題の解決策の一つとして 4 人

以上を 1 組とし個々の相手に対して方略と効果を評定させる Kenny & La Voie（1984）が

提案した社会的関係モデル（Social Relations Model=SRM）によるラウンド・ロビン・デザ

インを使用することが考えられる。また，質問紙による内省判断以外にも実験や観察法に

よる行動指標などを取り入れるなどして，葛藤に関与する余剰変数を出来る限り統制しな

がら，複数の方法で検討する工夫が必要であろう。 

最後に，本研究の発展性に関する課題について述べる。第一に，葛藤対処では，第三者

介入の重要性が指摘されている（大渕, 1997）。第三者に不満を話すという項目は本研究の

因子分析では残余項目に入ったが，潜在化するか顕在化するかの初期段階の選択にも影響

があると考えられることから，第三者介入を含めた更なる研究が必要である。 

第二に，研究対象とする葛藤種類の拡大である。本研究では，Brown & Levinson （1987）

のポライトネス理論に基づく肯定的面子脅威（positive face threat）の状況に限定したが，次

は無理な依頼をされた時など否定的面子脅威（negative face threat）の状況を取り上げて検討

し，状況別の比較を通じて潜在化―顕在化方略の体系的な検討を行いたい。また別の葛藤

分類として，課題葛藤と関係葛藤の区別もある（Guetzkow & Gyr 1954）。課題葛藤とは集団

の意思決定時に生じる成員間の意見の対立であり，関係葛藤とは他者との関係において生
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じる様々な不一致のことであり，不快感や敵対意識など感情に負の影響を及ぼすものであ

る。課題葛藤や関係葛藤はすでに葛藤が顕在化している状況として設定されやすいが，潜

在化行動についての検討の余地もあると考えられる。 

第三に，選好の規定因とその生起機制をより詳細に明らかにしていく必要がある。葛藤

対処方略の選好に関連する要因は，本研究で扱った社会的状況や対人コンピテンス・関係

目標・文化的自己観以外にも多数考えられるが，本研究の発展という観点から，自発性―

規範性の次元での検討が必要だろう。考察で述べた通り，潜在化―顕在化方略は，規範意

識との関連が推測される。自発性―規範性に関わる要因として，社会的スキルが備わって

いるかが問題である。社会的スキルとの関連を検討するため，本研究では JICS を使用した

が，JICS には社会的スキルのうちの自己主張能力を測定する下位尺度が含まれていない（藤

本・大坊, 2007）。対人葛藤時の個人内のコミュニケーション特性として，他人を脅かした

りせずに自己の要求や意見を表明する主張性（assertiveness）と相手を責める攻撃性

(aggressiveness)が挙げられるが，攻撃性が低く主張性が高いほうが，人間関係が良好に保た

れる（McCroskey & Richmond, 1996）。葛藤潜在化の更なる特徴を究明するには，主張性の

関連も重要だと考えられる。また，葛藤潜在化は打算ではなく，日本人の弱く傷つきやす

い自我に原因があるのではないかという考察もある（大渕，1991）。「対人コミュニケーシ

ョンに対する不安あるいは恐れの個人的なレベル」（Richmond & McCroskey 1998）と定義さ

れるコミュニケーション不安（Communication Apprehension）や傷つきやすさ等との関連は

先行研究には見当たらない。葛藤の潜在化を促し顕在化を抑制するだろうと推測される個

人内要因と葛藤対処方略の関連を検討することによって自発性―規範性への新たな示唆が

得られると推測される。また，潜在化―顕在化の選択時に活性化する目標について，本研

究は日本人が葛藤時に最も志向するとされる関係目標と方略との関連を検討することが主

眼であったため，関係目標以外の目標については扱っていない．対人葛藤に対して多様な

目標が活性化する（大渕・福島，1997）ことや，同時に複数の目標が複数の方略に影響す

る(Samp & Solomon, 2005)ことを考えると，他の目標との影響力の比較を行う必要がある． 

第四に，葛藤潜在化方略の受け手側に関する影響の検討である。本研究は方略使用者の

視点に留まっている。相互作用上，方略使用者だけでなく，受け手側の方略の正確な解読

が，葛藤解消には有効であると考えられる。相手の曖昧性に対する意図が理解できるかの

感受性がある人と，ない人では相手の反応の解釈にズレがでると予想されるように，受け

手がもつ特性によって，場面から受け取る意図の解釈が異なる可能性がある。葛藤場面の

方略使用の解釈を尋ねることによって，使用者の方略や意図が理解できた人とそうでない

人の個人的特性の違いを検討することや，相手の満足感の検証など，方略の受け手側から

の視点に立つ分析を行うことは，対人コミュニケーションの観点からすれば，必須である

といえるだろう。 

最後に，将来的な研究テーマの発展として，葛藤解決の長期的視点の導入が挙げられる。
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本研究は葛藤の初期の段階の１回の働きかけに限って検討したが，葛藤は短期的な視点だ

けではなく，長期的なコミュニケーション・プロセスによって相互理解が深まる可能性が

ある（Putnam, 2006）。個人内で葛藤が発生し，潜在化または顕在化の方略の選択がなされ

た後は，現状維持，親密化または関係解消という特定の関係目標の持続または変化によっ

て，次の行動が選択され，新たな対人関係の過程に入る。潜在化を選択した場合と顕在化

を選択した場合では，葛藤解決にどのような相違があるのか，葛藤潜在化によって維持・

深化する対人関係のダイナミズムについても考察していくことが望まれる。 

以上，葛藤の潜在化―顕在化という観点から本稿がまとめられたが，潜在化―顕在化に

関わらず実際の場面では，葛藤が適切に対処されていない場合も多いように思われる。今

後さらに文化，個人，状況等の諸要因から葛藤対処のメカニズムを解明する研究が求めら

れるであろう。上述の通り研究課題が山積されている分野であるが，様々な研究方法や視

点を吟味していくことにより，対人葛藤対処の複雑な心理プロセスが除々に解明されるこ

とを期待する。 
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第２章 研究１ 

 

潜在化意図についての質問項目（10 項目） 

1. 相手から攻撃や非難が返ってこないようにする 

2. 面倒くさいことにならないようにする 

3. 不満を伝えても意味がないと自分に言い聞かせる 

4. 自分が嫌な人間だと思われないようにする 

5. 事態が悪化しないようにする 

6. その場の雰囲気を壊さないようにする 

7. 相手の立場や地位を尊重する 

8. 相手との人間関係を壊さないようにする 

9. 周りの人間関係が気まずくならないようにする 

10. 相手の気持ちを傷つけないようにする 

  

潜在化―顕在化方略についての質問項目（20 項目） 

1. 不満を言わず，話題を変える 

2. 不満については何も言わずに話を終わらせ，その場を立ち去る 

3. 不快なことを言われなかったこととしてそのまま会話を続ける 

4. 自分を抑えて，相手の言ったことに同意する 

5. 相手の言い分に同意したふりをして，受け流す 

6. 不満を言わず，相手の望み通りにする 

7. とりあえず謝ることで，その場をおさめる 

8. 不満は言わず，相手の事情を自分が理解していることを伝える 

9. 不満は伝えずに，なぜそんなことを言うのか理由をたずねる 

10. 相手が喜ぶようなことを言ったり，したりする 

11. ジョークを言っておどけて，不満が伝わらないように隠す 

12. 何も言わず，無表情でおし黙る 

13. 何も言わず，苦笑いやごまかし笑いをする 

14. 何も言わず，不満を表情で表わす 

15. その場では不満を口に出さず，後で本人に伝える 

16. 相手には何も言わず，後で別の人に話す 

17. 不満をはっきりと言わず，ほのめかすように言う 

18  不満を口にして，自分の意見を強く主張する 

19. 相手のほうが間違っていると責める 

20. 冷静に自分の不満を伝え，話し合いをしようとする 
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第３章 研究２ 

 

潜在化意図尺度（9 項目） 

 

配慮意図 （6 項目） 

・相手の立場や地位を尊重する 

・周りの人間関係が気まずくならないようにする 

・相手との人間関係を壊さないようにする 

・相手の気持ちを傷つけないようにする 

・その場の雰囲気を壊さないようにする 

・自分が嫌な人間だと思われないようにする 

 

回避意図（3 項目） 

・面倒くさいことにならないようにする 

・相手から攻撃や非難が返ってこないようにする 

・事態が悪化しないようにする 

 

潜在化―顕在化で分類した方略尺度 （15 項目） 

 

積極的潜在化方略 （7 項目） 

・自分を抑えて，相手の言ったことに同意する 

・不満を言わず，相手の望み通りにする 

・相手の言い分に同意したふりをして，受け流す 

・とりあえず謝ることで，その場をおさめる 

・相手が喜ぶようなことを言ったり，したりする 

・不快なことを言われなかったこととしてそのまま会話を続ける 

・不満は言わず，相手の事情を自分が理解していることを伝える 

 

消極的潜在化方略（3 項目） 

・何も言わず，不満を表情で表わす 

・何も言わず，無表情でおし黙る 

・不満については何も言わずに話を終わらせ，その場を立ち去る 

 

顕在化方略（5 項目） 

・不満を口にして，自分の意見を強く主張する 
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・冷静に自分の不満を伝え，話し合いをしようとする 

・相手のほうが間違っていると責める 

・不満は伝えずに，なぜそんなことを言うのか理由をたずねる 

・その場では不満を口に出さず，後で本人に伝える 

 

シナリオＡ：  

あなたは，ある店でアルバイトをしています。いいバイト先なので，大学を卒業するまで

そこで働き続けたいと思っています。そのバイト先では，一緒に働く仲間の交流を深める

ため，３ヶ月に一度，親ぼく会を開いています。今回，あなたに幹事の役が回ってきたの

で，あなたは，あれこれ悩みながら店を決め，みんなに案内状を出しました。ある日，親

しい関係にある同性で年上のバイト先正社員と立ち話をした時，「そういえば，今度の親ぼ

く会の店は，うちから遠くて不便だよ。それにあの店けっこう高いでしょう。」と文句のよ

うなことを言われました。あなたは幹事としてみんなに喜んでもらうために，自分の時間

と労力をかなり費やし，やっと店を探しました。なのに，文句を言われたので，そのバイ

ト仲間が言った言葉に対し不満を感じました。 

 

シナリオＢ： 

あなたは，ある店でアルバイトをしています。いいバイト先なので，大学を卒業するまで

そこで働き続けたいと思っています。そのバイト先では，一緒に働く仲間の交流を深める

ため，３ヶ月に一度，親ぼく会を開いています。今回，あなたに幹事の役が回ってきたの

で，あなたは，あれこれ悩みながら店を決め，みんなに案内状を出しました。ある日，同

い年で同性の仲のよいバイト仲間と立ち話をした時，「そういえば，今度の親ぼく会の店は，

うちから遠くて不便だよ。それにあの店けっこう高いでしょう。」と文句のようなことを言

われました。あなたは幹事としてみんなに喜んでもらうために，自分の時間と労力をかな

り費やし，やっと店を探しました。なのに，文句を言われたので，そのバイト仲間が言っ

た言葉に対し不満を感じました。」 

 

シナリオＣ：  

あなたは，ある店でアルバイトをしています。いいバイト先なので，大学を卒業するまで

そこで働き続けたいと思っています。そのバイト先では，一緒に働く仲間の交流を深める

ため，３ヶ月に一度，親ぼく会を開いています。今回，あなたに幹事の役が回ってきたの

で，あなたは，あれこれ悩みながら店を決め，みんなに案内状を出しました。ある日，親

しい関係ではない同性で年上のバイト先正社員と立ち話をした時，「そういえば，今度の親

ぼく会の店は，うちから遠くて不便だよ。それにあの店けっこう高いでしょう。」と文句の

ようなことを言われました。あなたは幹事としてみんなに喜んでもらうために，自分の時
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間と労力をかなり費やし，やっと店を探しました。なのに，文句を言われたので，そのバ

イト仲間が言った言葉に対し不満を感じました。 

 

シナリオＤ： 

あなたは，ある店でアルバイトをしています。いいバイト先なので，大学を卒業するまで

そこで働き続けたいと思っています。そのバイト先では，一緒に働く仲間の交流を深める

ため，３ヶ月に一度，親ぼく会を開いています。今回，あなたに幹事の役が回ってきたの

で，あなたは，あれこれ悩みながら店を決め，みんなに案内状を出しました。ある日，同

い年で同性の親しくないバイト仲間と立ち話をした時，「そういえば，今度の親ぼく会の店

は，うちから遠くて不便だよ。それにあの店けっこう高いでしょう。」と文句のようなこと

を言われました。あなたは幹事としてみんなに喜んでもらうために，自分の時間と労力を

かなり費やし，やっと店を探しました。なのに，文句を言われたので，そのバイト仲間が

言った言葉に対し不満を感じました。」 
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第４章 研究３ 

 

日本的コミュニケーション・スキル尺度（JICS）22 項目（Takai & Ota, 1994） 

自己抑制能力（7 項目） 

・上司・先生に嫌な仕事を頼まれも，嫌気をみせずにそれを引き受けることができる 

・嫌いな上司・先生であっても，敬意を表しその人をたてることができる 

・自分に責任がなく，単なる誤解によって上司・先生に叱られたとしても，反省している態度を

みせることができる 

・嫌いな相手とつきあうときに，相手に対する自分の本心が伝わらないようにすることができる 

・つまらない話をながながと続ける相手に対して興味深く聞いてあげることができる 

・強い反対意見をもっていても，それを表現せずに抑えて周囲の人に協調することができる 

・嫌いな相手にほめられても，謙遜な態度をみせることができる  

 

察し能力（6 項目） 

・相手が自分に対して何か不満があるとき，言われなくてもそれを察することができる 

・何か婉曲に示唆されていることにすぐ気がつく 

・相手から明確な返事をもらえなくても，大体どのような返事が意図されているのかがわかる  

・相手が何か言いにくそうなことがあることをすぐに察知できる 

・ 誠心誠意の招待と社交辞令的な招待を簡単に見分けることができる                                                               

・相手が自分に対してどのように思っているのかを推測することが苦手である 

 

対人感受性（3 項目） 

・好きな異性に自分の気持ちをさりげなくわかってもらえるようにすることに自信がある                                                           

・言葉で言われなくても異性の相手が自分に好意があることを察知できることに自信がある  

・相手に話しにくいことでも，婉曲に示唆して伝えることができる 

  

社会的適正 （3 項目）   

・どのような相手に，どのような場面で敬語を使わなければならないのかがはっきりわかる 

・上司・先生には常に敬語で接するように心がけている                                                                     

・重要なことを目上の人に話す場合，適切な場所と時を難なくわきまえることができる 

 

曖昧耐性  （3 項目）                                                  

・「はい」か「いいえ」をはっきりしない相手とつきあうのはどうも苦手である 

・ 自分の感情を素直に表さない相手は苦手である                                                                   

・ 相手と意見が対立したとき，自分の意見を主張しないと気がすまない 
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潜在化―顕在化で分類した方略尺度 （15 項目） 

 

積極的潜在化方略 （7 項目） 

・自分を抑えて，相手の言ったことに同意する 

・不満を言わず，相手の望み通りにする 

・相手の言い分に同意したふりをして，受け流す 

・とりあえず謝ることで，その場をおさめる 

・相手が喜ぶようなことを言ったり，したりする 

・不快なことを言われなかったこととしてそのまま会話を続ける 

・不満は言わず，相手の事情を自分が理解していることを伝える 

 

消極的潜在化方略（3 項目） 

・何も言わず，不満を表情で表わす 

・何も言わず，無表情でおし黙る 

・不満については何も言わずに話を終わらせ，その場を立ち去る 

 

顕在化方略（5 項目） 

・不満を口にして，自分の意見を強く主張する 

・冷静に自分の不満を伝え，話し合いをしようとする 

・相手のほうが間違っていると責める 

・不満は伝えずに，なぜそんなことを言うのか理由をたずねる 

・その場では不満を口に出さず，後で本人に伝える 

 

 

自己の方略選択の満足度（1 項目） 

・その時に自分がとった行動に満足している 

 

自己のコミュニケーション能力の不足感（1 項目） 

・その時に自分のコミュニケーション能力の不足を感じた 

 

相手との人間関係の満足度（1 項目） 

・その後，その相手との人間関係に満足している 
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第５章 研究４ 

 

潜在性・建設性の２次元による対人葛藤対処方略についての質問項目（26 項目） 

 

・その場をとりつくろうとするが，つい無表情になってしまう 

・何事もなかったふりをして，そのまま会話を続ける 

・相手の気持ちを思いやりながら，自分の不満を言葉で伝える 

・相手のほうが間違っていると責める  

・自分を抑えて，相手の言ったことに同意する 

・そのまま自然に会話を進めようとするが，上手く言葉が出てこない 

・とりあえず謝ることで，その場をおさめる 

・あからさまに不満の表情を出す 

・相手に理解を示しながら，自分の不満を言う 

・相手のことを気にせず，自分の不満を強く主張する 

・相手にさとられまいとするが，不満が表情に出てしまう 

・不満を隠すために，それとなく話題を変える 

・感情的になって相手に不満をぶつける 

・相手の気分を悪くしないように気をつけながら，自分の気持ちを言葉で伝える 

・不満を言わず，相手の望み通りにする 

・相手を責めることなく，不満をそれとなくほのめかしてみる 

・言葉には出さないが，むっとした表情をしてしまう 

・相手の気持ちにかまわずに，相手の悪い点を指摘する 

・冷静に自分の不満を言葉で伝え，話し合いをしようとする  

・冗談を言って，不満が伝わらないように隠す 

・そのまま会話を続けようとするが，うまくいかず，その場を立ち去ってしまう 

・何事もなかったかのようにふるまおうとするが，動揺が表に出てしまう 

・相手が喜ぶようなことを言ったり，したりする 

・自分の不満を，相手の気分を害さないように言う 

・不満について何も言わず，笑ってごまかす 

・相手の言動を一方的に非難する 
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主張性（7 項目）（相川・藤田，2005） 

・自分が不快な思いをさせられたときには，はっきりと苦情を言う 

・友達が自分の気持ちを傷つけたら，そのことをはっきりと伝える 

・どんなに親しい人に頼まれても，やりたくないことははっきりと断る 

・人の話の内容が間違いだと思ったときには，自分の考えを 述べるようにしている 

・どちらかといえば，自分の意見を気軽に言うほうだ 

・たとえ人から非難されたとしても，うまく片付けることができる 

・相手と意見が異なることをさりげなく示すことができる 

 

同調性（5 項目）（堀毛，1987；1988） 

・他人の意見にうまく同調できる 

・自然と相手に調子をあわせることができる 

・相手に合わせて自分をコントロールできる 

・人と話をあわせるのがうまい 

・さりげなく相手をほめることができる 

 

自己抑制（6 項目）（堀毛，1987；1988） 

・自分の考えを人に押しつけない 

・余計な事を言わない 

・必要な時以外，自分の考えはあまり表に出さない 

・人の嫌がる事をしない 

・目つき，言動などで相手に嫌な（不快な）印象を与えない 

・相手の立場を良く考えて行動する 

 

情緒安定（5 項目）（堀毛，1987；1988） 

・感情が安定している 

・相手に不快な感じを持ってもそれを表に出さない 

・誰にでも同じように接することができる 

・ある程度の距離を保つ人とつきあえる 

・どんな人とも，いつも変らない態度で話ができる 
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第５章 研究５ 

 

葛藤相手との親密性・地位格差・葛藤の重要性に関する質問項目 （3 項目） 

・相手とは親しい関係だ 

・自分より相手のほうが地位が高いと思う 

・その問題は自分にとって深刻なものだった 

 

相互独立的―相互協調的自己観尺度（高田，2000） 

個の認識・主張（4 項目） 

・常に自分自身の意見を持つようにしている 

・自分が何をしたいのか常に分かっている 

・自分の意見をいつもはっきり言う 

・いつも自信をもって発言し，行動している 

評価懸念（4 項目） 

・人が自分をどう思っているかを気にする 

・何か行動をするとき，結果を予測して不安になり，なかなか実行に移せないことがある 

・相手は自分のことをどう評価しているのかと，他人の視線が気になる 

・他人と接するとき，自分と相手との間の関係や地位が気になる 

 

関係目標に関する質問項目（26 項目） 

・面倒くさいことにならないようにしたい 

・相手の立場や地位を尊重したい 

・相手と本音で話し合いたい 

・相手との関係を壊してもかまわない 

・相手からの攻撃が返ってこないようにしたい 

・今まで以上にお互いのことを深く知りたい 

・相手とけんかになってもかまわない 

・相手から非難されないようにしたい 

・相手の気持ちを傷つけないようにしたい 

・相手の本当の気持ちを聞きたい 

・相手にも同じ苦しみを味あわせたい 

・事態が悪化しないようにしたい 

・相手から嫌な人間だと思われないようにしたい 

・相手と喜びや悲しみを共有したい 

・相手を打ち負かしたい 
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・自分が傷つかないようにしたい 

・その場の雰囲気を壊さないようにしたい 

・自分が思っていることを伝えたい 

・相手に自分の非を認めさせたい 

・問題を長引かせたくない 

・関係が気まずくならないようにしたい 

・自分の本心を理解してほしい 

・相手との関係を解消したい 

・自分の考えをわかってほしい 

・これ以上，相手と付き合い続けたくない 

・相手との関係を壊さないようにしたい 

 

建設的潜在化方略（5 項目） 

・不満を言わず，相手の望み通りにする 

・自分を抑えて，相手の言ったことに同意する 

・相手が喜ぶようなことを言ったり，したりする 

・とりあえず謝ることで，その場をおさめる 

・不満について何も言わず，笑ってごまかす 

 


