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社会の中で適応的に生活するためには, 自らの属する

集団との関係性が非常に重要である (浅川・東・古川,

2001)｡ 我々は集団に属することで社会的アイデンティ

ティを形成する (��������������1979)｡ この社会的ア
イデンティティは, 個人がある社会的集団に属している

という認識, あるいはその集団の成員として形成する価

値観や情緒的観念により成り立ち (�������1981), 自ら
の属する内集団と, それ以外の外集団とを明確に区別す

ることにより維持される｡ このような社会的アイデンティ

ティを持つことにより, 集団に帰属し, 集団を維持して

ゆく動機づけがなされる (������������������������
1999)｡

集団は, �属性集団�と �達成集団�とに大別される
(��������1940)｡ 属性集団とは, 例えば性別, 民族, 血
縁関係など生まれながらに決定され, 自己の努力では変

えることができない集団である｡ 一方で達成集団とは友

人グループ, 学校, 会社など何らかの目的達成のために

個人の行動によって獲得された集団である｡

これまで, 所属集団における社会的アイデンティティ

の強さや望ましさを測定するため, 属性集団に着目した

集団自尊感情 (���������������������：���) 尺度が開発
されてきた (�����������������1992)｡ これは集団へ
の同一化, 集団に対する自己評価, 集団に対する他者評

価の認知, 成員性の四つの要因を測定するものであった｡

日本でも渡辺 (1994) が����������������の尺度を翻
訳し, 集団自尊感情が成員性と集団への同一化, そして

集団に対する否定的評価と肯定的評価という四要因から

なることを明らかにした｡

中国では�����������(2002) が ����������������
(1992) の尺度を翻訳し, 中国語版集団自尊感情尺度を

作成した｡ 彼らは �属性集団�を �スポーツチーム�と
置き換え, 達成集団における集団自尊感情を検討した｡

その結果, 集団自尊感情がアスリート達の生活や試合に

関する満足感を高めることを明らかにした｡ また������(2007) は達成集団として �クラス�を用い, 集団自
尊感情が大学新入生の抑うつ及び不安の予測に有効であ

ることを示した｡ さらに����(2009) は集団自尊感情
が集団に対してポジティブな評価をもたらし, 成員とし

ての責任感を増大させ, 集団に対する拒絶や疎遠行動を

抑制させることを明らかにした｡

集団自尊感情は個人の抱えるストレスとも密接に関係

している (���������������2009)｡ 達成集団によるス

申・井隼・中村：中国人大学生における属性集団への集団自尊感情がストレスコーピング, ストレス反応, および個人自尊感情に与える影響 �����������������������������������������������������
申 銀女 九州大学大学院人間環境学府

井隼 経子 九州大学ベンチャービジネスラボラトリー

中村 知靖 九州大学人間環境学研究院�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(���������������������������������������������������������)����������(������������������������������������������)����������������(��������������������������������������������������)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(�����) �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
問題と目的

中国人大学生における属性集団への集団自尊感情がストレスコー
ピング, ストレス反応, および個人自尊感情に与える影響



トレスはその集団から離れることで軽減されうる｡ しか

しながら属性集団は生まれながらに決定づけられたもの

であり, そこから離れることは難しい｡ また, 集団には

達成集団と属性集団との相互作用が考えられ, 達成集団

のみならず, 属性集団がストレスの解決に大きく関わっ

ている (���������������2009)｡ 例えば, 属性集団と
しての集団自尊感情は異文化適応におけるストレスと関

係していることが分かっている (����������������
2008)｡ ���������������は, 友人やコミュニティといっ
た達成集団よりも, 異文化圏におけるアジア系アメリカ

人であるという属性集団としての集団自尊感情が, 異文

化適応におけるストレスの軽減や個人自尊感情 (��������������������：���) の維持に深く関わることを示し
た｡

このように, 民族, 性別あるいは血縁関係といった不

変の要素に対するストレスと属性集団における集団自尊

感情とは深く関わるものであるといえる｡ また属する集

団は, 制限や圧力などのストレッサーになりうるといっ

た反面, 属することによる安心感や一体感などストレス

防止や緩和の役割も担っている (������������1974)｡
そのため, 属性集団における集団自尊感情とストレスと

の関連を検討することは, 個々人の精神的健康において

も非常に重要な課題であると考えられる｡

中国国内の先行研究では, 達成集団における集団自尊

感情を扱っていた｡ しかしながら, 達成集団における集

団自尊感情の測定には, 達成集団は個人間の差異が大き

くなり捉えづらいこと, また達成集団における集団自尊

感情には個人自尊感情が混在し, 両者を明確に分けて捉

えられないといった問題が指摘されている (�����������������1992)｡ 現在中国の集団自尊感情研究でも, 属
性集団と達成集団とを明確に区別した検討は行われてお

らず, ����������������の述べる問題点を孕んだもの
になっている可能性がある｡

また, 中国は多種の民族が存在しており, 国内でも民

族間において, 国外で留学生が感じる異文化不適応に似

たストレスを感じることがあるだろう (小嶋, 2008)｡

しかしながら中国人留学生に対する異文化不適応のスト

レスは検討されているが, 中国国内の学生に対する民族

間相違により生じるストレスについては検討されていな

い｡ 属性集団と達成集団とを明確に区別し, 属性集団に

おける集団自尊感情を捉えることは, 多民族国家であり,

また海外に多くの人材を輩出する中国にとって重要な課

題である｡ これらの問題を解決することにより, 民族間

の相互理解及び異文化不適応によるストレスの解決につ

ながると考えられる｡

そこで本研究では中国人の属性集団における集団自尊

感情を測定し, 個人自尊感情, ストレスコーピング, そ

してストレス反応との関連から妥当性を検討した｡ 自ら

の属する集団を肯定的に評価する者, あるいは自己の所

属する集団が他者から肯定的な評価を受けていると考え

る者は所属する集団への満足感が高く, それにより個人

自尊感情も高くなる (������������2002)｡ また, 積
極的に問題解決に取り組む傾向も強い (�����������,
1974)｡ よって属性集団における集団自尊感情は, スト

レスコーピング, ストレス反応, そして個人自尊感情と

関係していると考えた｡

方 法

調査協力者 中国吉林省の大学生 358 名 (男性 101 名,

女性 248 名, 不明 9名)｡

調査時期 2009 年 4 月に実施した｡

手続き 調査は講義の一部を利用して集団で実施した｡

尺度構成 ①集団自尊感情の測定のために, �����������(2002) の集団自尊感情尺度の 16 項目を用いた｡
このとき, 本研究では, �スポーツチーム�という言葉
を �属性集団�と言い換えた｡ 属性集団という言葉につ
いては, 質問紙に記載した次の説明文により, 調査協力

者に理解させた｡ ｢私たちは, 様々な社会集団に属して

います｡ 例えば, 性別, 人種, 民族, 国籍, 居住地域,

社会経済的階層といったものがあります｡ ここでは, こ

のような自分の意志や能力に関係なく所属が決まってし

まうような集団について考えてください｣｡ 質問項目に

は 7 件法 (7：非常に当てはまる― 1：まったく当ては

まらない) にて評定させた｡ ②ストレスコーピング尺度

は尾関 (1993) のコーピング尺度の 14 項目を用い, 4

件法 (4：非常に当てはまる― 1：まったく当てはまら

ない) にて評定させた｡ ③ストレス反応尺度は津田・マ

チュース・矢島 (2000) のストレスの主観的状態におけ

る �気分�12 項目を用い, 4 件法 (4：非常に当てはま

る― 1：まったく当てはまらない) にて回答させた｡ ④

個人の自尊感情を測定するために���������(1965) に
より作成された個人自尊感情尺度の 10 項目を用い, 5

件法 (5：非常に当てはまる― 1：まったく当てはまら

ない) にて評定を求めた｡ ②－④の尺度は著者らが中国

語に翻訳して使用した｡

結 果

各尺度について因子分析 (主因子法・プロマックス回

転) を行った結果, スクリー基準より, いずれの尺度も

二因子解が妥当と判断された｡ 再度二因子に設定して因

子分析 (主因子法・プロマックス回転) を実施した結果,

二因子解が妥当とされた｡ 以下にそれぞれの因子名を示

す｡ 集団自尊感情尺度では第一因子が所属する集団に対

して, またその集団に属する自分に対するネガティブな
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評価を問う項目群で構成されていることから, �否定的����と命名した｡ また, 反対に第二因子は属する集団
及びそこに属する自分に対してポジティブな評価を問う

項目群からなることから, �肯定的 ����と命名した
(�����1)｡
ストレスコーピング尺度について, 第一因子は積極的

に問題に向き合い, 解決していこうとする項目群からな

るため �積極型コーピング�と命名した｡ 第二因子につ
いては問題に向き合わず回避しようとする態度を示す項

目群からなり, �回避・逃避型コーピング�と命名した
(�����2)｡
ストレス反応尺度では, 第一因子は活動的というよう

にエネルギー反応がみられる項目群からなることから,�エネルギー覚醒反応�と命名した｡ 第二因子は緊張し,
活動的ではない反応を表す項目群からなるため, �緊張
覚醒反応�と命名した (�����3)｡
個人自尊感情尺度において, 第一因子は自己に対して

ポジティブな内容の項目群からなるため, �肯定的����
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と命名した｡ 第二因子については自己に対してネガティ

ブな評価を行う項目群からなるため, �否定的����と
命名した (�����4)｡
各尺度において, 因子ごとに��������の�係数を算
出した｡ 集団自尊感情尺度では否定的���で�＝�857,
肯定的���で�＝�847, ストレスコーピング尺度では
積極型コーピングで�＝�722, 回避・逃避型コーピング
で�＝�606, ストレス反応尺度ではエネルギー覚醒反応
で�＝�829, 緊張覚醒反応で�＝�790, 個人自尊感情尺

度では肯定的 ���で�＝�831, 否定的 ���で�＝�776
であり, いずれも十分高いといえた｡

各因子における合計得点の平均値・標準偏差を�����
5 に示す｡ 否定的���において男性の方が有意に高かっ
た [�(356)�1�30����01]｡ 一方で, 肯定的���にお
いては女性の方が有意に高かった [�(356)�1�70����05]｡
相関分析 因子分析の結果に基づき, 各因子の合計得点

を用いて集団自尊感情とその他三尺度との相関分析を全

体及び男女別に行った (�����6)｡
肯定的���は, 全体では回避・逃避型コーピング以
外の全因子と有意な相関を示した｡ 積極型コーピング,

エネルギー覚醒反応, 肯定的���とは正の相関, 緊張
覚醒反応, 否定的���とは負の相関であった｡ 男女別
では, 男子において緊張覚醒反応との有意な相関は示さ

れなかったものの, その他の因子については男女ともに

全体の傾向と同様であった｡

否定的���では, 全体ではすべての因子との間に有
意な相関が示された｡ 回避・逃避型コーピング, 緊張覚

醒反応, 否定的���とは正の相関, また積極型コーピ
ング, エネルギー覚醒反応, 肯定的���とは負の相関
が示された｡ 男女別ではエネルギー覚醒反応において有

意な相関が示されなかったものの, 他の因子では全体の

場合と同様の傾向が見られた｡

重回帰分析 ストレス反応に与える集団・個人自尊感情

並びにストレスコーピングの影響を検討するため, スト

レス反応の各因子得点を基準変数とし, 集団自尊感情,
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コーピング, 個人自尊感情の各因子得点を予測変数とし

て強制投入法で重回帰分析を行った (�����7)｡
エネルギー覚醒反応については, 肯定的���, 否定

的���, 積極型コーピング, 肯定的���が正の影響を
及ぼしていた｡ 次に, 緊張覚醒反応については, 否定的���, 回避・逃避型コーピング, 否定的���が正の影
響を及ぼしていた｡

考 察

本研究の目的は, 中国人大学生の属性集団における集

団自尊感情を測定するために渡辺 (1994) にならい, 属

性集団における集団自尊感情をとらえる尺度を作成する

ことであった｡ また個人自尊感情, ストレスコーピング,

ストレス反応との関連から妥当性を検討した｡ 結果とし

て, 集団自尊感情尺度は日本語版同様, 肯定的���と
否定的���との二側面が示された｡ これは自己の所属
する集団に対して肯定的感情と否定的感情との両側面を

持ち合わせていることを示している (渡辺, 1994)｡��������の�係数の値から信頼性は十分であると考え
られた｡ また, 各尺度との関係から, 妥当性が確認され

た｡

詳細にみると, 集団自尊感情において, 男性の否定的���が女性よりも有意に高かった｡ これは, 男性の方
が集団内で重要な役割を求められ, また集団の成員から

も期待が寄せられるため (黒川・吉田, 2006), よりプ

レッシャーやストレスが感じやすくなるのではないかと

考えられる｡

属性集団としての集団自尊感情とストレスコーピング,

ストレス反応および個人自尊感情との関連について, 一

部を除いて有意な相関が示された｡ 特に, 肯定的���
は積極型コーピング, エネルギー覚醒反応, 及び肯定的���と正の相関を示した｡ つまり, 自己の属する集団に

対してポジティブなイメージを持つ者はストレスが生じ

たときに積極的に対処しようとしやすく, またポジティ

ブな気分を喚起させやすいということを示している｡

また, 男女の比較において, 両者とも概ね同様の傾向

を示した｡ しかしながら, 肯定的���と否定的���と
では男性では有意な相関は見られず, 女性にのみ有意な

負の相関が示された｡ これは, 女性は �女性である�と
いう属性集団としての集団自尊感情を強く持つにつれ,

個人自尊感情の否定的な側面が弱くなるという可能性を

示唆するものである｡

人は, 肯定的な自己概念や自己の存在を示すために社

会的アイデンティティの主観的価値を変え, 自己意識を

変化させてゆくことがある (石川, 1992)｡ 例えば, 公

共の場で騒ぐことは一般的には否定的なことであるが,

ある集団内に身を置くことで逆にそれを肯定的にとらえ

るようになるといったことが挙げられる｡ このような価

値変化を伴う同調行動は, 日本人においては一般に女性

のほうが男性よりも多くみられる｡ つまり, 女性の方が

集団を重視し行動することが示されており (吉田, 2003；

佐藤, 1995), 中国人女性においても同様の傾向がみら

れるのではないかと推測できる｡

重回帰分析の結果から, 肯定的���, 否定的���と
もにエネルギー覚醒反応に影響を与えていることが示さ

れた｡ しかしながら, 緊張覚醒反応では否定的���の
影響のみが示された｡

問題点として, 本研究では集団自尊感情の �集団�に
は性別や民族といった制約を設けていなかった｡ 集団自

尊感情尺度で測定されたのは属性集団であるが, 一般に

それらが性別や民族といった特定された集団を指し示す

ことは少ない (松田・稲本・小林・宮西・元好・福井,

2002)｡ そのため, 回答に際してはその個人が属するあ

らゆる属性集団がイメージされることが推測され, また

調査協力者がどのような集団を想定して回答したのかを
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知ることは難しい (松田ら, 2002)｡

さらに, 本研究で示された集団自尊感情の二要因の違

いによりストレス反応やストレスコーピングの違いがみ

られることが考えられるため, 今後より詳細な分析が必

要である｡
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