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１．はじめに 

1.1 問題 

 近年社会問題として，子どもたちの問題行動のひとつである「いじめ」が多くのメディア

で取り上げられ議論や研究が行われている。その「いじめ」という問題行動に「妬み」が関係

している可能性が示唆されている。澤田(2006)によると，小中学生の妬み感情には，相手を攻

撃したり，相手との関わりを避けたりといった問題行動を導出する可能性が明らかになって

いる。また，大学生においても，妬み感情はストレスに対する心理的反応として抑うつ，不

安，怒りと同程度に生じるものであることが明らかになっている(斉藤, 2010)。これらのこと

から，妬み感情についてさらに研究を進めていくことが必要であると言える。 

 妬み感情に関する研究は欧米では 1970年代，日本においては 1990年代までは行われてお

らず(澤田, 2010)，現状妬み感情に関する研究は少ない。先行研究として行われているものは，

妬み感情のメカニズムを探り，妬み感情そのものや，それによって生じると想定される問題

行動を減らすためのアプローチであるものがほとんどである。妬み感情の喚起要因について

は，妬み感情が他者との比較によって起こるものであることから，多くの研究において Tesser 

& Collins(1988)による自己評価維持モデル(self-evaluation maintenance model)を用いて，

研究が行われている。坪田(2011)，井上・村田(2014)によると，自己評価維持モデルでは，人

間は自分の肯定的な評価を維持しようと動機づけられていると考えられている。そして，自

己評価がどう変化するかに影響する変数として，他者の結果が自分の結果と比較して優れた

ものかどうか(遂行結果)，他者と自分の心理的近さ(心理的距離)，遂行結果の領域が自分にと

って重要な領域であるか(自己関与度)の 3 つが挙げられている。自己評価が変化する過程に

は自己関与度の低い反映過程と自己関与度の高い比較過程がある。妬み感情の場合，比較過

程において生じるもので，自己関与度が高く，他者が心理的に近い状況で，他者の遂行結果

が自分よりも優れていると妬みが喚起されると予測されている。 

さらに，井上・村田(2014)では大学生に対して，澤田・新井(2002)では小中学生に対して，

妬み感情と獲得可能性についての研究を行っている。獲得可能性とは「相手が所有している

望ましい対象を得ることができるというコントロールの可能性」であると澤田・新井(2002)

は述べている。井上・村田(2014)の研究では獲得可能性が高いと妬み感情を感じにくくなる

ことが明らかになり，澤田・新井(2002)の研究では，獲得可能性の影響は年齢と共に現れ，妬

み感情の対処方略の選択にも影響を与えることが明らかになっている。妬み感情の対処方略

については，中里(1993)による大学生を対象とした研究では，状況を肯定的に捉え問題解決

を行う「打開成長」，生じた感情を見て見ぬふりをする「感情制御」，逃避して他者や環境の

変化を待つ「願望逃避」，問題を重要でないとみなす「問題軽視」，責任を受容しそれに伴っ

た行動を行う「反省努力」，諦められず解決方法を他者に求める「支援執着」の 6つが示され

ている。また，澤田・新井(2002)の小中学生を対象とした研究では，問題の解決には結びつか

ない攻撃的な方略である「破壊的関与」，問題や問題解決から回避し従事しないようにする「意

図的回避」，自分と他者の両方を資源として積極的・肯定的に問題解決に取り組む「建設的解

97

Shinshu University Journal of Educational Research and Practice，No.11，pp.97-110，2017
信州大学教育学部研究論集　第11号　pp.97-110　2017年



決」の 3 つの対処方略が示された。これらの結果は異なる部分もあるが，妬み感情というネ

ガティブな感情に対し，肯定的に捉える対処方略と否定的に捉える対処方略の両方が存在し

ている，という点において一致していると言える。また，妬みやすさという個人的要因に関

しては澤田(2008)によると自尊感情が高い人は妬みを感じにくいという性質があることが述

べられている。 

 しかし，そもそも「妬み」という感情は原初的な心性のひとつであり社会生活を行う上で

避けることのできないもの(斉藤, 2010)であること，山田(1982)の幼児の要求・拒否行動につ

いての縦断的な観察を行った研究において，1 歳 2 か月頃に兄弟に対する妬みと類似した嫉

妬を感じたと言える行動が見られたように，幼い子どもにおいても持っている感情であるこ

とを踏まえると，多くの先行研究で行われているような「妬み」を軽減・抑制する方法では

なく，妬み感情と上手く付き合っていく方法について研究することが必要なのではないかと

考える。 

 キリスト教の七つの大罪で「妬み」はその一つとされている様に，「妬むことは社会的に好

まれないもの」という認識が古くから多くの人に存在し，潜在的に妬み＝悪い感情，不浄な

感情という認識を持つ人が多いことは想像しやすい。妬み感情は日常生活において怒りや喜

びと同様に自然に生じるにも関わらず，そのような偏見とも言える認識を持っている状態で

は，妬み感情が生じた際に当然その妬み感情を抑制しようとしたり，妬みを感じている自分

自身に対して罪悪感や嫌悪感が生まれたりすると考えられる。実際に，崔・新井(1998)による

ネガティブな感情の表出制御に関する研究では，友人の幸福・満足場面において相手の良い

感情を阻害しないように自分のネガティブ感情を制御することは男女問わず行われているこ

とが明らかになっている。さらに同研究で，自分のイメージを保つためにネガティブ感情の

表出を制御することは抑うつ傾向が高いことと関連があることも明らかになっており，他人

に妬みという不浄な感情を持っている人であると思われないように自分のイメージを保つと

いう過程を想定すると，妬み感情の表出制御においても精神的健康度にも影響を与えるので

はないかと予想される。また，正の理想(そうなりたいと思う接近したい自己像)と現実自己が

かけ離れることによって自己受容が低下するが，それは不合理な信念を媒介することが分か

っており(新井, 2001)，妬み感情について同様に考えると，「全く人を妬まない自分が理想で

あるが，現実はそうではない」という現状が「妬み感情は悪い感情，不浄な感情である」とい

う不合理な信念と言える考えを介して，妬んでいる自分を受容できないことに繋がるのでは

ないか。つまり，妬み感情に対する偏見を無くし，妬み感情が生じた際に「人間として生活

する中で人を妬むことがあるのは当たり前のことである」という様に妬み感情に対して受容

することが妬み感情と上手く付き合う方法なのではないかと考える。そこで，本研究では「妬

み感情に対する受容」をテーマとして取り上げることとする。 

 妬み感情に関する研究は先述の通り，妬み感情や，それによって生じると想定される問題

行動を減らすアプローチがほとんどで「妬み感情に対する受容」に関する研究は行われてお

らず，妬み感情に対する受容度を測定する方法が開発されていないことや，妬み感情に対す

る受容と精神的健康の関係について明らかになっていない。そこでまず，妬み感情に対する

受容度を測定する尺度を作成することと，妬み感情に対する受容と精神的健康の関係につい

て知見を得ることを目的として研究を行う。 

 「妬み感情に対する受容」というテーマに関連して山口・石村・鋤柄・野村(2015)のネガテ

ィブ感情の受容困難さに関する研究を参考にする。この研究ではネガティブ感情全般に関し

てその受容困難さを測定する尺度 (Difficulties in Accepting Negative Emotion Scale: 
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DANES)を作成し，抑うつ状態の有無によってネガティブ感情の受容困難さと抑うつとの影

響力が異なること，つまり，抑うつの程度が低い場合うつ傾向がネガティブ感情の受容困難

さに影響を与えていて，抑うつの程度が高い場合はネガティブ感情の受容困難さがうつ傾向

をさらに高めているということが明らかになった。しかし DANESを妬み感情の受容の指標

として用いることはできない。妬み感情もネガティブ感情のひとつであるが，DANES(山口

ら, 2015)では項目内で「否定的な感情」という言葉を用いている。ただし，教示文として「否

定的な感情とは，悲しさや怒り，不安，恐怖などの感情を指します」という表現が用いられ

ており，回答者がこの教示文を読んで，妬み感情を否定的な感情として想定することは考え

にくい。また，「ネガティブ感情」は複数の感情をまとめた呼称であり，それには様々な不快

感情が含まれているが，それらの定義が様々であるように，それぞれの感情の受容しにくさ

も異なるのではないか。つまり，不安や悲しみのように場面によってはその感情を持つこと

が他者からも受容されやすいと考えられる感情と，先にも述べたが，妬みのように感じるこ

とを罪であると捉える思想のある感情とでは受容の困難さは異なると考えられ，それらを同

一に「ネガティブ感情」として測定することは適切ではない可能性がある。これらの問題点

を踏まえて本研究では，妬み感情はネガティブ感情に含まれる感情ではあるが DANESでは

なく，独自に妬み感情の受容困難さ尺度を作成することとする。 

1.2 妬み感情の定義 

 妬み感情を定義する上で，類似した概念である「嫉妬」についてどの様に捉えるかを述べ

る必要がある。斉藤(2010)によると，Jealousy(嫉妬)と Envy(妬み)は明確に区別されるもの

だが，日本においては意味が混同して使われていることが多いという。実際，日常生活にお

いては「妬み感情」という言葉よりも「嫉妬」という言葉の方がより馴染みがあるだろう。妬

み感情と嫉妬の相違点として，澤田(2010)は「妬みとは，自分にないものを欲する敵意を帯び

た願望であり，嫉妬とは，自分にあるものを失うことに対する不安」，「妬みは嫉妬に含まれ

て理解される場合が多い」と述べている。また，坪田・深田(1991)は嫉妬を社会的関係におけ

る嫉妬と社会比較によって生じる嫉妬の 2 タイプに分けて捉え，前者は従来の嫉妬に関する

研究で多く取り上げられて来た嫉妬のタイプとして「特定の他者との既存の望ましい関係が，

第三者によって脅かされる時に生じる不快な感情」，後者は日常的に使用される嫉妬という言

葉の意味のうち前者では述べられていない部分として「何らかの次元(所有物，業績，地位な

ど)において，自分のほうが優位か同等である，あるいはそうあるべきだと思っているにもか

かわらず，実際には他者が優位に立っている時に生じる不快な感情」と定義している。これ

らのことを踏まえて，本研究では嫉妬とは三者間において起こる，既存の関係や所有物が失

われることへの不快感情であると捉え，妬み感情と区別することとする。よって，妬み感情

については澤田・新井(2002)による「他者が自分よりも何らかの点において有利な立場にあ

ることを知ることによって引き起こされる，不快な感情反応」という定義を用いることとす

る。 

２．研究 1 
2.1 目的 

妬み感情受容困難さ尺度の項目作成及び信頼性・妥当性の検証を行うことを目的とする。 

2.2 方法 
(1)妬み感情の受容困難さ尺度の作成 

 DANES(山口ら, 2015)の項目を参考に，項目内容のネガティブ感情に当たる部分を妬み感

情に置き換えて，対応するように基本となる項目を作成した。さらに，妬み感情に特化して

受容困難さを測定するための項目として，妬み感情が生じている場面とその状態に対する受
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容困難な状態を組み合わせた内容の項目を作成した。妬み感情が生じている場面については，

予備調査として行った「日常場面で妬み感情を感じた場面のエピソード」を具体的に記入す

る内容の質問紙の回答を参考に，類似した場面について複数人から回答を得たものを中心に

取り上げた。また「妬み感情」という言葉について，日常生活においてあまり親しみのない

言葉であることを考慮し，澤田(2002)が妬み感情を表す言葉として使用した妬み感情語(「憎

らしい」，「腹が立つ」，「不満だ」)を用いた。尺度は全 13項目で，DANESと対応する項目が

6 項目，独自に作成した項目が 7 項目で，DANES と同様に 5 件法(1 全く当てはまらない，

2あまり当てはまらない，3やや当てはまる，4かなり当てはまる，5とてもよく当てはまる)

で実施した。得点が高い方が，妬み感情の受容が困難な傾向にある。教示は「以下の質問で

は，あなたの普段の感情体験についてお尋ねします。質問にあるそれぞれの状況に置かれた

ときの自分の状態について，経験のある方は思い出して，経験のない方は想像してお答えくだ

さい。」とし，日常生活における妬みやすさによる影響が生じないように配慮した。 
(2)質問紙の構成 

質問紙の構成は以下に示す項目から成り，合計 50項目であった。 

①フェイスシート項目

フェイスシート項目として，質問紙の表紙に年齢，性別の 2項目の記入を求めた。

②自己受容測定尺度(沢崎, 1993)

沢崎(1993)によって開発された自己受容を測定する尺度であり，沢崎(1993, 1994, 1995)に

よって大学生においても尺度の信頼性・妥当性の検証が行われている。尺度は全 37 項目で，

身体的自己，精神的自己，社会的自己，役割的自己，全体的自己の 5 つの領域に含まれるそ

れぞれの項目について自己受容の程度を問うもので，妬み感情の受容困難さ尺度の妥当性検

証を行うために使用する。妬み感情を生じた状態を受容することは自己受容の一部であると

考えられるため，自己受容測定尺度と妬み感情の受容困難さ尺度の得点の相関を検討するこ

とで妥当性を確認する。なお，役割的自己の領域の項目である，「夫または妻としての自分」，

「父親または母親としての自分」の 2 項目は協力者が大学生であることから十分な回答数が

想像しにくいため，尺度の作成者の先行研究(沢崎, 1994)と同様にこの 2 項目を除外した 35

項目を使用することとし，回答は 5 件法(5 それでまったくよい・そのままでよい，4 それで

まあまあよい・それでかまわない，3どちらでもない・わからない，2それでは少しいやだ・

少し気になる，1それではまったくいやだ・気に入らない)で行った。 

③妬み感情の受容困難さ尺度

前述の通り作成した妬み感情の受容困難さ尺度 13項目を使用した。

(3)手続き 

 調査は 2016 年 7 月に講義の後に調査の説明を行い，協力者に質問紙を一斉に配布して実

施し，回収した。倫理的配慮として，調査は匿名で行われ，協力しなくても成績には影響し

ないことを強調した。 
(4)調査対象者 

 回答に不備や記入漏れのなかった，19 歳から 24 歳の信州大学教育学部生 111 人(男性 59

人，女性 50 人，不明 2人)を分析対象とした。また，研究 1 で調査対象者となった人は含ま

れないよう考慮した。 

2.3 結果と考察 
(1)妬み感情の受容困難さ尺度の尺度構成の検討 

 本研究で独自に作成した「妬み感情の受容困難さ尺度」について因子分析を行った。この

尺度では妬み感情が生じた自分自身について受容の程度を測定する目的で作成したため，1因

子であることが想定されることから，主因子法により 1 因子を抽出した。以下にこの方法で
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行った因子分析の結果として，表 1に得た因子負荷行列を示す。 

 項目番号 8 について，やや低い因子負荷量を示していることが分かる。項目番号 8 は「人

を妬ましく思ったとき，その感情をすぐ抑えようと思う」という内容であるが，文章の解釈

として「その感情をすぐ抑えようと思うことは不適応的である」という解釈と「妬ましいと

いう社会的に望ましくない感情を抑えることは適応的である」という 2 通りの解釈が連想さ

れ，その結果低い因子負荷量を得たことが考えられる。しかし，後者の解釈も妬み感情を社

会的に望ましくないと認識していることから，妬み感情の受容困難さに繋がると考えること

ができる。全体としては設定した尺度の意味内容と結果が一致し，寄与率が 44.8%で十分に

因子を抽出していると言うことができるため，この結果を最終的な尺度決定に用いることに

した。尺度の記述統計のデータを表 2に示す。 

(2)妬み感情の受容困難さ尺度の信頼性・妥当性検証 

 因子分析の結果を用いて，内的整合性の観点から妬み感情の受容困難さ尺度の信頼性を確

かめるために Cronbachのα係数を算出した。その結果，信頼性係数は Cronbach’s ronbach

であり，十分な値であった。 

 次に，妬み感情の受容困難さ尺度の妥当性検証のために，同時に測定した自己受容測定尺

度と妬み感情の受容困難さ尺度の相関を求めた。Pearson の相関係数は r = .45 で中程度の

項目内容 因子 1 共通性 

1 自分より能力の高い人を憎らしいと感じると，落ち込んでしまう .70 .49 

2 自分の中の他人を妬ましく思う感情と向き合うことを怖いと思うことがある .74 .55 

3 友だちが上手くいっているのを見て腹立たしく思うことに，抵抗がある .66 .44 

4 人を羨ましく感じると腹が立つが，そんな自分が恥ずかしいと思う .66 .44 

5 
自分よりも努力していない人が成功したとき不満に思うが，そんな自分が嫌い

だ .63 .39 

6 自分よりも恵まれた環境にある人を見て，不公平だと感じる自分を許せない .67 .46 

7 同じ結果でも自分だけ評価されないとき，イライラしてしまう自分を許せない .64 .42 

8 人を妬ましく思ったとき，その感情をすぐ抑えようと思う .38 .14 

9 自分の感情に圧倒されるように感じることがある .56 .31 

10 妬ましいと感じると，自分を責めたくなる .80 .64 

11 
誰かを妬ましく思う感情で頭がいっぱいになってしまうような恐怖を感じるこ

とがある .74 .55 

12 ちょっとしたことで人を妬んでしまう自分は，ダメな人間だと思う .82 .66 

13 
自分にはない才能を持つ人に才能の違いを何度も見せつけられると，不快だと

感じる自分を受け入れることができない .58 .34 

表１ 項目リストと因子負荷量 

表 2 妬み感情の受容困難さ尺度の記述統計 

平均値 標準偏差 歪度 尖度 最小値 最大値 

31.53 9.18 0.22 0.25 13.00 58.00 
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相関があり，妬み感情の受容は自己受容の一部であると言えるため，妬み感情の受容困難さ

尺度の妥当性の根拠が示されたと言える。 

３．研究 2 
3.1 目的 

妬み感情の受容困難さ尺度の信頼性・妥当性の検証をさらに行うと共に妬み感情の受容と

抑うつ傾向との関連について明らかにすることを目的とする。 

3.2 方法 
(1)質問紙の構成 

質問紙の構成は以下に示す項目から成り，合計 33項目であった。 

①フェイスシート項目

フェイスシート項目として年齢，性別の 2 項目，さらに 2 回の調査において回収する質問

紙を照合するために使用する 4 ケタの数字(誕生日の日付と携帯番号の下 2 ケタ)の記入を求

めた。 

②DANES(山口ら, 2015)

山口ら(2015)によって作成されたネガティブ感情の受容困難さを測定する尺度で，全 7 項

目であった。前述の通り，研究 1 の妬み感情の受容困難さ尺度の作成においてモデルとした

尺度である。回答は 5 件法(1 全く当てはまらない，2 あまり当てはまらない，3 やや当ては

まる，4かなり当てはまる，5とてもよく当てはまる)で実施した。 

③妬み感情の受容困難さ尺度

研究 1において作成した妬み感情の受容困難さ尺度 13項目であった。教示，回答方法は研

究 1と同様であった。 

④日本語版K10(古川・大野・宇田・中根, 2003)

K10は一般の成人が対象の精神健康度のスクリーニングを目的としてKessler, et al.(2002)

によって作成された尺度で，これを古川ら(2003)が日本語訳したものを使用した。日本の大

学生を対象として日本語版K10を用いた研究も行われており，大学生に対しても有用である

ことが確認されていて(藤本, 2014; 酒井・野口, 2015)，本調査でも精神的健康度を測定する

目的で使用した。回答は 5件法(5いつもある，4たいていある，3ときどきある，2少しだけ

ある，1全くない)で行った。項目数は全 10項目であった。 
(2)手続き 

 調査は 2016 年 12 月に 3 週間の期間を空けて 2 度実施した。講義の後調査の説明を行い，

協力者に質問紙を一斉に配布して実施し，回収した。倫理的配慮として研究 1 と同様の説明

を行った。 

(3)調査対象者 

 回答に不備や記入漏れが無く 2 度の調査に両方回答があった，19 歳から 24 歳の信州大学

教育学部生 72人(男性 31人，女性 41人)を分析対象とした。1回目の調査の協力者は全体で

124 人(男性 55 人，女性 69 人)，2 回目の調査の協力者は全体で 95 人(男性 40 人，女性 55

人，不明 2人)であった。研究２の対象者に、研究 1の対象者は含まれていなかった。 

3.3 結果と考察 
(1)記述統計 
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DANES，妬み感情の受容困難さ尺度，K10の記述統計のデータを表 3に示す。 

(2)妬み感情の受容困難さ尺度の信頼性・妥当性の検証 

 表 4 に妬み感情の受容困難さ尺度，DANES，K10 の相関係数を示す。研究 2 において調

査した 2 回のデータを用いて妬み感情の受容困難さ尺度の再検査信頼性を求めた。妬み感情

の受容困難さ尺度(T1)と妬み感情の受容困難さ尺度(T2)の相関係数は r = .81で強い相関を得

た。これにより妬み感情の受容困難さ尺度の再検査信頼性が確認された。 

 また，表 4より妬み感情の受容困難さ尺度の尺度得点と DANESの尺度得点について T1，

T2共に中程度の相関があることが分かる。概念として妬み感情はネガティブ感情に含まれて

いることから，この結果は妬み感情の受容困難さ尺度の妥当性の根拠のひとつと言える。 

(注)**p < .05 

(3)妬み感情の受容困難さ尺度の尺度得点の性差 

日本の妬み感情の研究において，性差については以下のような研究から，妬み感情の様々

表 3 尺度の記述統計 

平均値 標準偏差 歪度 尖度 最小値 最大値 

DANES(T1) 19.75 5.13 0.09 0.22 8.00 32.00 

妬み感情(T1) 33.63 10.78 0.49 -0.17 13.00 60.00 

K10(T1) 20.88 9.03 0.83 -0.29 10.00 44.00 

DANES(T2) 19.19 4.42 0.33 -0.46 9.00 28.00 

妬み感情(T2) 32.03 9.39 0.43 -0.26 13.00 52.00 

K10(T2) 20.86 8.48 0.98 0.60 10.00 47.00 

※T1:一回目，T2:二回目

表 4 尺度間相関 

DANES(T1) 妬み(T1) K10(T1) DANES(T2) 妬み(T2) 

DANES(T1) 

妬み(T1) .66** 

K10(T1) .50** .43** 

DANES(T2) .68** .63** .50** 

妬み(T2) .47** .81** .33** .59** 

K10(T2) .54** .41** .87** .59** .32** 

表 5 妬み感情の受容困難さ尺度(T1)の記述統計 

妬み感情の受容困難さ尺度(T1) 

男性 女性 

データ数(人) 55 69 

平均値(点) 30.69 35.28 

標準偏差 9.72 9.50 
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な側面において性差があるという結果が示されている。小中学生においては，澤田・新井

(2002)が行った研究では妬み感情の対処方略に，澤田(2005)が行った研究では妬み喚起場面

の領域ごとに性差があるという結果を得ている。また，澤田(2002)が行った研究では妬みや

すさを測定する尺度において妬み感情を「有利な立場にある他者に否定的な感情を持ってい

る状態」と，「他者より劣っている自分に苛まれている状態」に因子が分かれており，その

因子ごとに性差も変化するという結果も得られている。さらに，原(2014)の大学生を対象と

した研究においては対象者における男性のケース数の少なさという問題点はあるが，妬み感

情の対処方略において性差を確認している。これらの研究の結果は妬み喚起場面や領域にお

いて全て同じ結果を得ているわけではなく，研究も不十分であるが，妬み感情と性別とは関

連がある可能性を示唆している。このことを踏まえて，本研究において妬み感情の受容困難

さの尺度得点において性差がみられるかどうかを検討した。表 5に妬み感情の受容困難さ尺

度の得点(T1)について得られたデータ，及び各尺度得点の平均値，標準偏差を示す。t検定

の結果，妬み感情の受容困難さ尺度得点の男女間における差は有意であった(両側検

定:t(122) = -2.64, p = .009, d = 0.48)。この結果から女性の方が男性よりも妬みの受容困難度

が高い，つまり女性の方がより妬みを受容しにくいことが明らかになった。 

(4)DANES の尺度得点の性差 

 山口ら(2015)では明らかになっていない，DANES の尺度得点において性差がみられるか

どうかを検討する。表 6 に DANESの尺度得点(T1)について得られたデータ，及び各尺度得

点の平均値，標準偏差を示す。t検定の結果，妬み感情の受容困難さ尺度得点の男女間におけ

る差は有意ではなかった(両側検定:t(122) = -1.65, p = .103, d = 0.30)。この結果からネガティ

ブ感情の受容困難さについて男女差はないことが明らかになった。 

(5)妬み感情の受容困難さ尺度とその他の変数との関連―多母集団パス解析による検討― 

 妬み感情の受容とその他の変数との関係を明らかにするためにパス解析を行うが，モデル

を作る上で 3 つの変数以外に考慮するものとして性別を挙げる。その根拠としては，前述の

通り妬み感情にはいくつかの側面において性差があることが先行研究で明らかになっている。

また本研究においても妬み感情の受容困難さの尺度得点に性差が見られたことから，妬み感

情の受容困難さが他の変数へ与える影響力においても性差が生まれる可能性が考えられるか

らである。 

 ここで検討を行う仮説モデルについて，ネガティブ感情の受容困難さについては山口ら

(2015)の研究の結果から，抑うつに影響を及ぼしていることが予測される。さらに，妬み感情

の受容困難さについては先述の通り，妬み感情は怒りや不安と同程度のストレッサーであり

(斉藤, 2010)，ネガティブ感情の表出を制御することは抑うつ傾向の高さと関係がある(崔・新

井, 1998)ことから，妬み感情の受容困難さからも抑うつに影響があると考えられる。 

 これらのことから，本研究において妬み感情の受容困難さとネガティブ感情の受容困難さ

がそれぞれ将来の抑うつ傾向に影響力を持つことが考えられる。したがって，妬み感情の受

表 6 DANES(T1)の記述統計 

DANES(T1) 

男性 女性 

データ数(人) 55 69 

平均値(点) 18.67 20.19 

標準偏差 5.48 4.77 
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容困難さとネガティブ感情の受容困難さそれぞれから抑うつ傾向へのパスを想定したモデル

を用いて検討する。 

 この分析では調査の第 1 回，第 2 回両方データのある対象者 72 人のデータを用いて分析

を行った。妬み感情の受容困難さ，ネガティブ感情の受容困難さの持つ抑うつ傾向への影響

力の性差について知見が得られていないため，妬み感情の受容困難さから抑うつのパスのみ

に等置制約を課したモデル(モデル 1 とする)，ネガティブ感情の受容困難さから抑うつのパ

スのみに等置制約を課したモデル(モデル 2 とする)，妬み感情の受容困難さから抑うつのパ

ス及びネガティブ感情の受容困難さから抑うつのパスの両方のパスに等置制約を課したモデ

ル(モデル 3とする)の 3つのモデルについて多母集団パス解析を行い，比較することにした。 

 分析の結果，各モデルにおける標準編回帰係数，R2，相関係数，有意確率は表 7 の通りで

あった。 

 モデルの適合度について，モデル 1はGFI = .963, AGFI = .562, CFI = .953, RMSEA = 

0.211, AIC = 26.105，モデル 2はGFI = 1.000, AGFI = .996, CFI = 1.000, RMSEA = 0.000, 

AIC = 22.031，モデル 3はGFI = .938, AGFI = .626, CFI = .917, RMSEA = 0.197, AIC = 

27.433であった。適合度の面から 3つのモデルを比較し，ネガティブ感情の受容困難さから

抑うつへのパスに等置制約を課したモデル 2 が最も適切であると判断し，このモデル 2 を最

終モデルとする。この分析によって得たモデル 2 を図 1 に，パラメータ間の差に対する統計

量を表 8に示す。 

表 7 各モデルの標準編回帰係数，R2，相関係数 

標準偏回帰係数 R2 相関(ネガ T1↔妬み T1) 

モデル 1 

男 
.08 

.18 .58*** 
.37 ** 

女 
.07 

.45 .69*** 
.62 *** 

モデル 2 

男 
-.24 

.23 .58*** 
.58 *** 

女 
.23 ** 

.48 .69*** 
.45 *** 

モデル 3 

男 
.10 

.32 .58*** 
.50 *** 

女 
.12 

.34 .69*** 
.49  *** 

(注)**p < .05, ***p < .01 
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 分析の結果，女性においては，妬み感情の受容困難さおよびネガティブ感情の受容困難さ

両方が，男性においてはネガティブ感情の受容困難さのみが将来の抑うつ傾向に影響を与え

ていることが分かった。さらに表 8 より最終モデルにおいて，妬み感情の受容困難さから将

来の抑うつ傾向へ伸びるパスについて男性と女性の間に 5％水準で有意な差があることが示

された。また，性別に関係なく妬み感情の受容困難さから将来の抑うつへのパスとネガティ

ブ感情の受容困難さから将来の抑うつ傾向へのパスの間に 5％水準で有意な差があることが

分かった。今回の結果は，「妬み感情が生じた際にその妬み感情に対する受容困難さによって，

自分が他者を妬んでいるという状態とそれを受容できないという矛盾が生まれ，精神的健康

に影響するのではないか」という仮説について，女性についてはこれを支持する根拠のひと

つを得たと言うことができるだろう。 

 研究１では，妬み感情の受容困難さ尺度の妥当性の根拠としてネガティブ感情の受容困難

さの尺度得点との相関を示したが，研究２では，妬み感情の受容困難さが一般的なネガティ

ブ感情の受容困難さとは異なる側面を持つことも示された。一つは，尺度得点の性差（女性

の方が高い）ということであり，もう一つは将来の抑うつ傾向の予測において，独自の成分

を持っているということである。妬み感情はネガティブ感情の一種であり相似する部分もあ

るが，その受容困難さにおいては，妬み感情独自の要素もあると言うことができる。このこ

とは，受容困難さ尺度のさらなる妥当性の根拠として挙げることができる。 

４．総合考察 

 本研究では妬み感情について，「妬み感情の受容」という新たな視点から研究を行い，独自

に妬み感情の受容困難さを測定する尺度を作成し，さらに妬み感情の受容困難さと抑うつの

関連について新たな知見を得ることができた。 

4.1 妬み感情の受容困難さ尺度の作成について 

図 1 最終モデル 

(注)図中のパス係数，R2，相関係数について男性/女性を示している。また，**p < .05, ***p < .01。 

表 8 パラメータ間の差の統計量(最終モデル) 

男性① ② 

男性① 

② 3.47 

女性① 2.81 -2.06 

(注)表中の①，②は図 2 と対応している。 
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 妬み感情の受容困難さ尺度作成について，本研究では内的整合性の観点及び再検査信頼性

についての検証を行い十分な根拠が得られた。また，妥当性についても自己受容との相関，

ネガティブ感情の受容困難さとの相関，尺度得点の性差の有無や抑うつ傾向に対する影響力

の差という点においてネガティブ感情の受容困難さとは異なる妬み感情の受容困難さの独自

性が示されたという 3 つの根拠を得たが，今後別の観点から更なる妥当性の検証を進めてい

くことが望まれる。感情全般についての受容困難さという視点から日本語版感情制御困難性

尺度(山田・杉江, 2013)などとの関連を検討する必要があるだろう。 

4.2 妬み感情・ネガティブ感情の受容困難さにおける性差について 

 先述の通り，妬み感情についての先行研究において様々な側面に性差が見られているが，

本研究の「妬み感情の受容困難さ」においても性差があると示され，女性の方がより妬み感

情を受容しにくいことが明らかになった。本研究は大学生を対象として調査を行ったが，同

様に大学生を対象とした研究では妬みの経験に関して性差がないという結果が示されている

(原, 2014)。この結果と今回の結果を総合すると，妬んだ経験自体には男女で差がないが，そ

の経験を受容しているかどうかにおいて男女で差があるということが言えるだろう。このこ

とは，女性と男性で妬み感情を感じた後の思考過程が異なることを示しているのではないか。

さらに，ネガティブ感情の受容困難さにおいて性差がなかったことを考慮すると，女性が行

っている思考過程において妬み感情独自の受容しにくい要素があると言えるだろう。例えば，

妬み感情は不安や怒りと同程度のストレッサーであることが明らかになっているが(斉藤, 

2010)，対人ストレスにおけるコーピングにおいて男性は他者との関係を放棄するコーピング

を用いることが多いのに対して，女性は他者との関係を維持・改善しようとするコーピング

を用いることが多いことが分かっている(加藤, 2000)。今回の結果は，妬み感情の様に他者に

対して否定的な感情を持ったとき，女性はその場面において否定的な感情を持っていても「現

状の関係に波風を立てないようにしたい」という意識が強く，他者との関係が崩壊すること

に不快感を持つ傾向から現れた行動なのではないか。このことについても今後さらに検討し

ていく必要がある。 

4.3 妬み感情の受容困難さと抑うつ傾向の関係における性差について 

 妬み感情の受容困難さと抑うつの関係について，女性において妬み感情の受容困難さが将

来の抑うつ傾向を予測するという新たな知見を得ることができた。一方で男性において妬み

感情の受容困難さが抑うつ傾向を予測する変数としてパスが有意にならず，性差が生まれた

ことについて述べたい。 

 本研究において，妬み感情の受容困難さが精神的な健康度に関連する要素であると考える

理由として，根底に「妬み感情は社会的に好ましくないものである」という認識の存在を想

定している。実際にこの妬み感情に対する偏見によって妬み感情の受容困難さが引き起こさ

れ，抑うつ傾向に繋がっているとすると，「社会的望ましさ」や「他者評価を重要視するか」

などが関連しているだろう。谷(2008)によると，社会的望ましさ反応として女性は意図的に

良い方向へ自己像を偽る傾向の反応が多く，男性は回答を本当の自己像であると信じ，無意

識的に回答を歪めている傾向の反応が高いことが分かっている。また，杉山・坂本(2006)で

は，女性は被拒絶感が抑うつに大きな影響力を持っているが，男性においては関係がないこ

とが明らかになっている。さらに堀井(2002)では，対人不安意識について女性は＜自分や他

人が気になる＞悩みの得点が男性よりも高い値を示していることが明らかになっている。こ

れらの研究の結果を総合して考えると，女性は他者からの視線や評価に対して敏感であり，

他者から拒否されることで不快感情が生まれ，受容されることを求める傾向があるのではな

いか。このことを本研究において妬み感情が生じた場面に置き換えて考えると，女性は妬み
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感情が生じた状態に対して，他者からそれを認識され否定的なイメージを持たれることに強

く不安を感じ，その影響力が強いことが想定できる。これは妬み感情に対する受容困難さの

抑うつ傾向に与える影響力が大きいことに繋がるのではないか。さらに妬み感情の対処方略

として，女性は男性よりも「第三者に相談する」，「他の人に認めてもらう」など他者を巻き

込んだ方法を選択しやすいことが明らかになっている(原, 2014)。この女性の他者介入型の対

処方略は，それを行う上で他者から自分への評価やイメージといったものに影響を与えるこ

とになる。他者からの評価を敏感に感じやすい女性にとって，この方略をすることで「妬ん

でいる自分は他者からどう思われるか」ということを意識することになる。この時，妬み感

情に対して受容しているかどうかによって精神的健康に強く影響することは大いに考えられ

るだろう。一方で，妬み感情に関連する感情であるシャーデンフロイデという感情があり，

これは澤田(2008)によると，他者の不幸を喜ぶ感情であり，いわゆる「他人の不幸は蜜の味」

と表される感情のことである。このシャーデンフロイデについて，男性は女性よりも感じや

すく(澤田, 2008)，妬み感情の中でも「有利な立場にある他者に対する否定的な感情」につい

て女性よりも感じやすい(澤田, 2002)ことが分かっていて，先に述べたように男性は社会的望

ましさ反応について無意識的な反応が高い(谷, 2008)ことも分かっている。これらの結果から，

男性は妬み感情において不快感情が他者に向いていて，自分側に焦点が向いていることが少

なく，さらに他者評価や自己イメージについて無意識的であり，女性の様に他者の視線を敏

感に意識することは少ないのではないか。このような状況であるとすると，妬み感情を受容

しているかどうかが精神的健康に影響力を持っていないことが想像できる。 

 また，妬み感情の受容困難さにおいては抑うつ傾向への影響力の強さに性差が見られたの

に対し，ネガティブ感情の受容困難さにおいては抑うつ傾向への影響力の強さに性差が見ら

れなかったことについて，妬み感情とネガティブ感情を比較した際に，一般的に妬み感情自

体が受容しにくい感情であるため，女性と男性の先に述べた様な思考の違いによる影響がよ

り強く表れたということが考えられる。しかしネガティブ感情に含まれるその他の感情と妬

み感情とで受容困難さを比較した研究結果がないため，妬み感情の受容困難さの研究におい

て今後の課題であると言える。 
4.4 本研究の問題点と今後の課題 

 本研究の問題点として挙げられることは参加者数が少ないことである。質問紙調査におい

て同回答者から 2 時点におけるデータを得たことによって時系列を考慮した結果を得ること

ができたが，今回の結果を一般化するためにはさらにデータを収集することが必要である。 

 さらに，今後の課題としては本研究で得た結果や妬み感情の受容困難さ尺度を用いて，実

験的に妬み感情に対する受容感が精神的健康にどのように影響するか検討することが求めら

れる。また，本研究においてネガティブ感情の受容困難さと妬み感情の受容困難さでは異な

る部分があるという結果が示されたことから，妬み感情の受容というテーマについてネガテ

ィブ感情の受容と区別して研究すること，他のネガティブ感情の受容とは異なる妬み感情の

受容独自の要素をさらに明らかにし，妬み感情の受容を促進する方法についても検討してい

くことの必要性を示唆しているだろう。男女間で尺度得点に差があったという結果や，抑う

つ傾向への影響力の差があったという結果は，今後の研究で妬み感情の独自の特徴を捉える

上で，有益な知見となるだろう。さらに，妬み感情に対して否定的なイメージを持つ人が妬

み感情を受容するために何が必要なのかを考える上で，自己受容は単に肯定的なものである

わけではないという側面に注目したい。自己評価と自己受容の研究において，自己評価が高

い人ではなく自己評価が低く自分のネガティブな側面について認識しているような人におい

て，そんな完全とは言えない自分と折り合いをつけていかなければならない状況から「あき
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らめ」的な自己受容が自尊心に影響していることが示唆されていて(上田, 1996)，このことか

ら，妬み感情や妬んでいる自分に否定的な評価を持つ人に対しても「あきらめ」的な自己受

容に重点をおいて研究を進めるべきであると考える。 
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