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青年期には, 両親からの心理的離乳に伴って対人関係

は非常に大きな変化を迎え, 個人的な悩みなどを両親よ

り友人, 恋人に打ち明けるなど, より広い人間関係を求

めるようになる｡ このような人間関係から情緒の安定や

社会的スキルの獲得などと共に, その後の青年の人格形

成に大きな役割を果たす (岡田, 1993)｡ しかし近年,

情報化の進歩に伴い, 現代青年期における対人関係につ

いて, 内面的な関わりを避けて表面的な楽しさを追い求

め, ｢希薄化｣ しているということが多く指摘されてい

る｡ ｢人間関係｣ という言葉に対して, 多くの大学生は,

とっさに ｢怖い｣ ｢苦手｣ という否定的な言葉を連想し,

傷つくことを恐れ友人とぶつかり合うことも避ける傾向

があり (大平, 1998), 閉じこもってしまう学生も少な

くない｡ 現代青年の特質として �対人関係が深まるよう

な場面を回避する傾向があると共に, 他者にどう思われ

ているか気になる気持ちが強く, 周りを気遣ったり, 自

分を抑えて無理に合わせたり, 他者の反応に対して不安

になって, 本来の自分とは違う行動をしたり, 他者の知

らないところで気疲れしていたりする�という ｢ふれあ

い恐怖的心性｣ (岡田, 1995) が指摘されている｡ 榎本

(1982) は, このような, �お互いに自分の欲求や感情を

抑圧し深入りしないような関係において, 人は情緒的満

足を得られず常に不充足感を抱き, その健全な成長が妨

げられる�ことを指摘すると共に, そのような状態から

の脱却における自己開示の重要性について言及している｡

自己開示は �自分に関する個人的な情報を他者に知ら

せる行為である�と�������(1971) が初めに提唱した

概念であり, 極めて日常的な行為として, 人間関係を形

成していく上での基礎となっている｡ 榎本 (1997) の述

べた �親密な人間関係の促進�という自己開示の意義か

ら考えると, 自己開示という行為が, 個人の心理過程や

他者との関係を規定する大きな要因の一つであることは

予測に難しくないだろう｡ 青年期の大学生に限って考え

ると親密な人間関係の形成を積極的に行っているとする

ならば, 当然他人に対しての自己開示が多いことが予測

される｡ しかし, そうであるからといって人はいつもた

めらいなしに自己開示を行うわけでなく, 場合によって

はなかなか自己開示することができないこともあるし,

逆に, 自己開示をしすぎることによる問題が生じること

もある｡ このことから, 他者の行う自己開示は, それが

いかなる状況において生じるかによって, 適切さが異な

ると考えられる｡ 適切な相手に対する適切な水準の自己

開示が不可欠であることが強調された一方で, 不適切な

自己開示が, 対人ストレスを生起させる要因として影響

力を持っているのではないだろうか｡ そこで, 人との関

わりに精神的健康を考える上で自己開示の適切性を検討

することは重要である｡ 自己開示の ｢適切性｣ に関する

研究は, 数が少ないものの, 遠藤 (1989), 森脇ら

(2002) が, 自己開示を場所や環境, 開示する相手への

態度といった開示方法に着目して行っている｡ しかし,
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開示者の内面に対する視点が欠けている｡

一方, 熊野 (2002) は, 大学生を対象に研究を行い,

開示内容が社会的に望ましい場合の方が, 望ましくない

場合より意図性を動機とした自己開示が高かったという

結果が指摘されている｡ 榎本 (1989) は相手との関係に

よる自己開示の動機について検討し, �相談的自己開示

動機が中心の相手は, 信頼できるよき相談相手ではあっ

ても情緒的に親密な間柄ではない�, �情動解放的自己開

示動機のみが中心の相手は, それほど深い関わりのない

遊び友だちに多い�などの特徴も示唆している｡ このよ

うに, 自己開示の動機は自己と他者との関係に規定され,

その関係を調整していこうとする開示者自身の内面を表

しているだろう｡ どのような動機づけで, どのように自

己開示を行うかという自己開示のあり方を明らかにする

上で欠くことのできない要素なのではないだろうか｡

また, �自己開示自体が自分自身を見つめることとな

り, 治療的効果があり, より適切な自己開示方法を教示

する早期介入や治療にも結びつくことが考えられる�た

め, �カウンセリングにおいてカウンセラーはクライエ

ントの自己開示を援助する存在となるよう推奨される�

(������	
�����, 1973)｡ 実際に, 自己開示が精神

健康と結びつくという仮説のもとに, 自己開示量と孤独

感 (�����������, 1980；
�������, 1982), 自己開示

を促進する要因, 抑制要因等, 多くの研究が積み重ねら

れてきた｡ しかし, これらの研究で, 自己開示は, 開示

量や開示対象と精神的健康の関連などの文脈で扱われる

ことが多いが, 自己開示を多面的に捉え, 対人関係にお

いて自己開示の果たしている役割を明らかにした研究が

あまり見当たらない｡

自己開示の質的な深さは, 非西洋的文化圏出身者に特

徴的に見られ (������������, 1986), 中国と日本の差

異は欧米より大きくないものの, 文化背景などの相違も

指摘されている｡ 対人関係については, 既述のように日

本の大学生の ｢ふれあい恐怖的心性｣ の特質が指摘され

ている (岡田, 1995) が, 中国の大学生は人との付き合

いにおけるストレスが最も強いということが明らかになっ

ている (張�2007) ように類似点も見られる｡ しかし,

末田 (1995) によれば, 中国人は面子を保とうとし, 他

人の前で自分の弱点などを避けて語らない特徴があると

示唆されたが, 日本人が他者に対して好ましい印象を与

えようとする ｢人あたりのよさ｣ という概念 (堀毛,

1994) は中国と異なることが予想される｡ このように,

対人関係における自己開示のあり方において, 中国と日

本の大学生の行動様式にはある程度の類似性が見出され

るが, それ以上に違いが目立つとされ, これは両国間に

行動を律する規則や考え方, その背景となる習慣や価値

観などが異なっているためであろう｡ 以上の問題意識か

ら, 若者を取り巻く環境の変化において, 中国と日本の

大学生の自己開示の特徴にはどのような共通点あるいは

違いがあるのか, 自己開示が対人関係上のストレスに与

える影響を明らかにすることが現代大学生の ｢円滑な関

係維持の重要視に伴って, 顕在的な対人衝突を極度に避

ける傾向｣ という表層的な青年像を改善するために必要

だと考えられる｡

以上より, 本研究では, 自己開示のきっかけとなる要

因― ｢自己開示動機｣, 自己開示の方法となる要因―

｢適切性・不適切性｣ という 2 側面に着目し, 中国と日

本における大学生の自己開示の特徴と相違を検討するこ

と, および自己開示が対人関係において取り上げた対人

ストレスに与える影響を検証し, 中国と日本の類似点と

差異点を比較・検討することを目的とする｡

�. 方 法

1. 調査対象：中国�市内の大学生 350名 (男性 138名,

女性 212 名) で, 平均年齢 21�13 歳 (
�＝1�08) であっ

た｡ 日本�県�市内の大学生 (留学生を除く) 534 名

(男性 260 名, 女性 274 名) で, 平均年齢 19�47 歳

(
�＝1�24) であった｡

2. 調査手続き：

(1) 調査時期：2008 年 9 月から 11 月に中国�市の三

つの大学と日本�県�市の二つの大学に質問紙調査を

行った｡ 調査対象に対しては, 各大学の講義時間に質問

紙の主旨を説明した後配布し, その場で記入回収した方

法と後日回収した 2通りの方法をとった｡

(2) 中国語版各尺度へ翻訳：日本語版の各尺度を, 筆

者と中国からの心理系の大学院生 2名により, 中国語に

翻訳した｡ その中国語の質問紙を在中の日本人留学生 2

名に日本語に翻訳してもらい, その日本語について, 筆

者を含む 3名で, 元の日本語の尺度の質問文との差異に

ついて検討し, 問題が見られた質問文について, 中国語

の質問文に変更を行った｡ 最後に, 中国語としての流暢

さについての確認を行った｡

3. 調査内容：実施した質問紙の構成は以下の通りで

あった｡

(1) フェイスシート：学部学科, 年齢, 性別, 学年,

住居状態のみの記入を求めた｡

(2) 自己開示に関する尺度

1) 自己開示動機を測定する質問項目：小口 (1990)

の作成した自己開示動機質問紙 (
��) を用いた｡ 小口

(1990) は, 自由記述で自己開示動機を収集し, 【意図性】,

【規範性】, 【感情性】 の 3因子構造の 12 項目とした｡ 全

項目に対して, 誰かに自己開示する場合に ｢全く当ては

まらない…1 点｣ ～ ｢非常によく当てはまる…6 点｣ ま
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での 6段階で回答を求めた｡

2) 自己開示方法―適切性・不適切性を測定する質問

項目：森脇・坂本・丹野 (2002) の作成した ｢適切な｣・

｢不適切な｣ 自己開示尺度を状況・相手に対する適切性

を測定する自己開示方法尺度を用いた｡ この尺度は,

【文脈等配慮】, 【聞き手選択】, 【時間および場所選択】

を問う ｢適切な｣ 自己開示項目が 12 項目, 【聞き手等無

選択】, 【無配慮】, 【ネガティビティ】, 【しつこさ】 を問

う ｢不適切な｣ 自己開示項目が 23 項目あり, 合計 35 項

目で構成された｡ 回答は, 全項目に対して, 自己開示す

るとき ｢全く当てはまらない… 1点｣ ｢よく当てはまる…

4点｣ までの 4件法で求めた｡

3) 対人関係に起因するストレスを測定する質問項目：

橋本 (1997) によって開発された対人ストレスイベント

尺度 (���������	��
�������

���������) の 30 項目

を参考にし, 提示文は �最近 3ヶ月に�を �大学に入っ

てから�に変更して用いた｡ 回答は, �大学に入ってか

らこれらの出来事がどのくらいの頻度で起きたか答えて

ください�という提示文に対して, ｢全くなかった…1

点｣ ～ ｢しばしばあった…4点｣ までの 4件法で回答を

求めた｡

4. 分析方法：

(1) 自己開示に関する中国語版と日本語版の各尺度の

因子構造を検討するため, それぞれに因子分析を行った｡

因子構造の違いに対して, 各尺度の項目ごとに中国と日

本の差を分析した (�検定)｡

(2) 中国と日本の大学生の自己開示の 2側面と対人ス

トレスの関連性を検討するため, 重回帰分析を行った｡

�. 結 果

1. 自己開示動機に関する中国と日本の差の検討

(1) 中国語版と日本語版の自己開示動機尺度の因子分析

まず, 翻訳された中国語版の自己開示動機尺度につい

て, 小口 (1990) の先行研究では 3因子構造であったた

め, 天井効果およびフロア効果の見られない項目に対し

て 3因子解による因子分析 (主因子法, プロマックス回

転) を試みた｡ 基準値を負荷量�35 以上とし, それより

低かった 3 項目 (5, 8, 9) を分析から外し, 再度主因

子法・プロマックス回転による因子分析を行い, 最終的

な因子パターンを����1�1 に示す｡ 第 1 因子は 4 項目

で構成されており, 自分が人々に受け入れられることや

人を引きつけることなどに意識が向かう内容の動機項目

が高い負荷量を示していた｡ そこで, �自己アピール��

因子と命名した (�は������中国版の意｡ 以下同様)｡

第 2 因子は小口 (1990) の研究結果と同じような 3項目

で構成されており, 感情を外へ発散するという動機項目

であり, �感情の発散��因子と命名した｡ 第 3因子は 2

項目で構成されており, 意図性が低い内容の項目が高い

負荷量を示していた｡ そこで �無意図��因子と命名し

た｡ 尺度の内的整合性を検討するため, 各因子について

��������の�係数を算出し, �自己アピール��因子で

�69, �感情の発散��因子で�61, �無意図��因子で�52

であった｡

次に, 日本の大学生を対象とし, 自己開示動機尺度に

ついて, 中国語版と同様の手順で因子分析を行った｡ 最

終的な 3 因子パターンを����1�2 に示す｡ 第 1 因子は

小口 (1990) の研究で 【規範性】 因子と同様な 5項目で

構成されており, 日常の規範的な意識が向かう内容の項

目が高い負荷量を示していたため, �規範的意識Ｊ�因
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子と命名し (�は������日本版の意｡ 以下同様), �＝�76

を得た｡ 第 2 因子は �自己アピール�	因子の 4項目中

での 3 項目で構成され, �自己アピールＪ	因子と命名

し, �＝�76 を得た｡ 第 3 因子は, �感情の発散�	因子

と同様な 3項目で因子として抽出され, �感情の発散Ｊ	

因子と命名し, �＝�69 を得た｡

(2) 自己開示動機尺度の中国と日本の差の検討

中国と日本の差異を検討するため, 中国と日本の大学

生の自己開示動機尺度の各項目得点についてｔ検定を行っ

た｡ その結果を
���1�3 に示す｡

項目 1 から項目 4 までの 4 項目中 3 項目 (1, 2, 4)

においては有意差が認められた｡ 項目 1 ｢自分のイメー

ジを変えたり (保ったり) するため｣ と項目 2 ｢相手か

らの評価を得るため｣ において, 中国の大学生の得点が

日本の大学生より有意に高かった｡ 一方, 項目 4 ｢相手

あるいは自分に利益があるため｣ においては, 日本の大

学生が中国の大学生よりも有意に高い得点を示した｡ 項

目 5から項目 9までの 5項目においては, すべて中国の

大学生の得点が日本の大学生より有意に高かった｡ 項目

10 から項目 12 までの 3 項目においては, ｢10 気分が高

まって (落ち込んで) いるため｣ にのみ有意差が見られ,

日本の大学生の方が高い得点を示した｡

2. 自己開示方法

―適切性･不適切性尺度に関する中国と日本の差の検討

(1) 中国語版と日本語版の自己開示方法

―適切性・不適切性尺度の因子分析

まず, 翻訳された中国語版自己開示方法―適切性・不
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適切性尺度に関して, 天井効果とフロア効果の見られた

12項目 (2, 3, 5, 13, 14, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 29)

を除外し, 残った項目に対して主因子法・プロマックス

回転による因子分析を行った｡ 負荷量(＜�35) が低かっ

た項目 10 を分析から外し, 再度因子分析を行った結果,

6 因子が抽出された (�����2�1)｡ 第 1 因子は ｢32 ひと

つの事柄について何度も話す｣ の 4 項目からなり, �し

つこさ	
因子と命名した (�＝�80)｡ 第 2 因子はネガ

ティブな開示内容などに高い負荷量を示していることか

ら, �ネガティビティ	
因子と命名した (�＝�82)｡

第 3 因子は ｢30 相手を選ばずに個人的な話をする｣ ｢33

場所を選ばずに個人的な話をする｣ ｢31 個人的な話をす

ると感情的になることが多い｣ という 3つの項目が高い

負荷量を示していることから, �相手, 場所非選択	


因子と命名した (�＝�65)｡ 第 4 因子は, 相手や文脈に

配慮を扱う 5項目が高い負荷量を示していることから,

�相手, 文脈配慮	
因子と命名した (�＝�65)｡ 第 5

因子は, 個人的な話をする際相手や環境に心を配らない

4 項目が高い負荷量を示していることから, �相手, 環

境無配慮	
因子と命名した (�＝�63)｡ 第 6 因子は,

個人的な話をする際場所や周りの環境に気を配る 3項目

で構成されており, �場所, 環境配慮	
因子と命名し

た (�＝�67)｡

次に, 日本人大学生を対象とした場合では, 中国語版

尺度と同じ手順で天井効果とフロア効果の見られた11項

目 (2, 5, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 30, 34) や負

荷量 (＜�35) が低かった 4項目 (8, 11, 27, 31) を除

外し, 因子分析を行った｡ 最終的な因子分析 (主因子法・

プロマックス回転) の結果は, 5 因子が抽出された

(�����2�2)｡ 第 1 因子, 第 2 因子は中国語版と同じよ

うに �しつこさＪ
(�＝�88) �ネガティビティＪ
因

子 (�＝�82) と命名した｡ 第 3 因子は �場所, 環境無

配慮Ｊ
因子と命名した (�＝�75)｡ 第 4 因子は, �相

手, 文脈配慮Ｊ
因子と命名した (�＝�67)｡ 第五因子

は, �場所等配慮Ｊ
因子と命名し, �＝�53 を得た｡

さらに, 中国と日本の大学生の自己開示方法に関する

2側面―適切性と不適切性との因子構造の差異を検討す

るため, 尺度の各因子の平均得点について相関係数を算

出した結果を�����2�3, �����2�4 に示す｡ 中国の大学生

を対象とした結果では, �しつこさ	
, �ネガティビティ
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��, �相手, 環境無配慮��という 3つの因子と, �相手,

場所非選択��, �相手, 文脈配慮��, �場所, 環境配慮

��という 3 つの因子は互いに, 有意な正の相関を示し

た｡ �ネガティビティ��と �相手, 文脈配慮��, �相

手, 場所非選択��と �相手, 環境無配慮��の両方は

互いに有意な負の相関を示した｡ 日本の大学生の場合で

は, �しつこさＪ�, �ネガティビティＪ�, �場所, 環境

無配慮Ｊ�という 3 つの因子と, �相手, 文脈配慮Ｊ�

因子と �場所等配慮Ｊ�因子は互いに, 低い有意な正の

相関を示した｡ �場所, 環境無配慮Ｊ�因子は �相手,

文脈配慮Ｊ�因子とは互いに低い有意な負の相関を示し

た｡ また, �場所等配慮Ｊ�因子と各因子の間には低い

有意な正の相関も見られた｡

(2) 自己開示方法

―適切性・不適切性尺度の中国と日本の差の検討

中国と日本の大学生の自己開示方法―適切性・不適切

性尺度の各項目得点についてｔ検定を行った結果を

�����2	5 に示す｡ ｢適切な｣ 自己開示方法の12項目

(1～12) 中で天井効果とフロア効果が見られず, 負荷量

も高い項目 4, 9, 12 に対して中国の大学生の得点が日

本の大学生よりも有意に高い得点を示した｡ ｢不適切な｣

自己開示23項目 (13～35) 中で, 天井効果とフロア効果

の見られた項目と因子負荷量が低い項目を除外した項目

に対して, 項目 15, 16, 19, 23, 24, 28, 32 に中国の

大学生より日本の大学生のほうが有意に高い得点を示し,

項目 33 に中国大学生の方が高い得点が得られた｡

3. 大学生の自己開示のあり方と対人ストレスの関連に

関する中国と日本の差の検討

自己開示動機と自己開示方法―適切性・不適切性の下

位尺度得点が対人ストレスに与える影響を検討するため

に, 対人ストレスを目的変数とし, 自己開示動機と自己

開示方法の因子を説明変数として, 中日別に重回帰分析

を行った｡ 重回帰分析に基づくパス図を 
����1,


����2 に示す｡


����1 で, 自己開示動機尺度の �感情的発散 ��,

�無意図��から対人ストレスに対する標準偏回帰係数

が有意であったが, �自己アピール��から対人ストレ

スに対する標準偏回帰係数が有意でなかった｡ 自己開示

方法―適切性・不適切性尺度の �しつこさ��のみが対

人ストレスに対して有意な標準偏回帰係数を示していた｡


����2 で, 自己開示動機尺度の �感情的発散��, �自己

アピール��, 自己開示方法―適切性・不適切性尺度の

�しつこさ��, �ネガティビティ��から対人ストレスに

対して正の有意な標準偏回帰係数を示していた｡

�. 考 察

1. 中国と日本の大学生の自己開示動機に関する特徴

(1) 中国と日本の大学生の自己開示動機の各自特徴

翻訳された中国語版の自己開示動機尺度について, 因

子分析の結果から 3 因子構造を得られた｡ �自己アピー

ル ��と �感情の発散 ��という 2 因子の構造は小口

(1990) の研究で得られた 【意図性】 【感情性】 という 2

因子の構造と同様の結果を示したため, 小口 (1990) に

従って解釈した｡ 【意図性】 動機とは, 自己と他者との

関係に焦点が当たっているが, �自己アピール��はそ

の自己と他者の関係を調整または改善するため, 自分が

人々に受け入れられることや人を引きつけるという動機

であると思われる｡ また, �感情の発散��動機とは,

【感情性】 動機の中でも, 外界への適応のために胸の奥

深く押し込めていたものを, 誰かにぶちまけるという開

示動機がまとまったということを示していると考えられ

る｡ また, この 2 因子の�値 (�69, �61) はやや低く,

充分な内的整合性があるとは言い難しいが尺度として最

低限の内的整合性があるとみなしてよいと考えられる｡

一方, �無意図��因子の構造が小口 (1990) の研究で

の因子構造と大きく異なった｡ 項目 6, 7 から構成され

た｡ このことに関しては, 中国の大学生の場合では自己

を取り巻く状況に焦点をあてており, 状況などによって
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自己開示するという動機を持ってはいるが, それは規範

というまとまりとしては捉えられていないということを

示唆していると思われる｡ しかし, 項目数が少ないため,

�値 (�52) が低いことも考えられる｡

日本の大学生を対象とした結果は, 項目 4の負荷量が

低かったため, 除外し再度分析して得られた因子構造が

3 因子構造を示した｡ 中国の大学生と比べると, �規範

的意識��因子はよくまとまり, 日本では, 周りの状況

や規範などへ配慮する場面が多く, 礼儀正しさを求めら

れるという文化的特徴が自己開示の動機としてあらわれ

ているといえよう｡

(2) 大学生の自己開示動機の特徴における中国と日本

の相違

自己開示動機尺度については, いくつかの項目におい

て中国と日本の大学生の間に有意差が認められた, 中国

と日本の青年期における自己開示動機には違いがあるこ

とが判明した｡ 日本の大学生より規範意識を持っている

中国の大学生が, 一方では感情的な自己開示の動機が比

較的に低いことが明らかにされた｡ 日本の大学生はその

場の感情を発散するような自己開示動機が多いという特

徴が示唆された｡ 小口 (1990) の 【意図性】 に関する

｢1 自分のイメージを変えたり (保ったり) するため｣

と ｢2 相手からの評価をえるため｣ において, 中国の大

学生が日本の大学生より開示動機が高いものの, ｢4 相

手あるいは自分に利益があるため｣ には, 日本の大学生

より開示動機が低いという結果を得た｡ この結果から,

中国の大学生は他者との関係で �自己アピール�の自己

開示動機によって開示する者が多く, 利益のためより自

分のことをわかってほしく, 個性を共有することで仲間

として認められたいという欲求が強く, 中国の大学生の

自己表現能力の高さや自己主張的な傾向がうかがえる｡

2. 中国と日本の大学生の自己開示方法

―適切性・不適切性の捉え方に関する特徴

(1) 中国と日本の大学生の自己開示方法

―適切性・不適切性の捉え方のそれぞれの特徴

森脇ら (2002) の作成した ｢適切な｣ ・ ｢不適切な｣

自己開示方法尺度が 7因子構造であったのに対し, 翻訳

された中国語版の自己開示方法尺度は, 6 因子が抽出さ

れた｡ 森脇ら (2002) の作成した ｢適切な｣ 自己開示項

目が 3因子構造であったが, 中国語版で �相手, 文脈配

慮��, �場所, 環境配慮��という 2 因子にまとまる結

果になった｡ ｢不適切な｣ 自己開示項目が 【聞き手等無

選択】, 【無配慮】, 【ネガティビティ】, 【しつこさ】 とい

う 4 因子構造であったが, 中国語版で �しつこさ��,

�ネガティビティ��, �相手, 環境無配慮��, �相手,

場所非選択��の 4因子が抽出された｡ 因子間相関の結

果を見ると, �しつこさ��, �ネガティビティ��, �相

手, 環境無配慮��という 3因子は互いに正の相関を示

したことから, この 3因子は ｢不適切な｣ 自己開示方法

として捉えられると言えよう｡ しかし, 森脇ら (2002)

の研究で ｢不適切な｣ 自己開示項目から構成された �相

手, 場所非選択��因子は ｢適切な｣ �相手, 文脈配慮

��と �場所, 環境配慮��とは互いに正の相関, ｢不適

切｣ な �相手, 環境無配慮��とは負の相関を示したこ

とから, 中国の大学生において, �相手, 場所非選択��

という因子が ｢不適切な｣ 自己開示方法とは捉えてられ

ていないことが予想される｡ �相手, 場所非選択��の

質問項目の内容を検討すると, ｢相手を選ばずに個人的

な話をする｣ ｢場所を選ばずに個人的な話をする｣ ｢個人

的な話をすると感情的になることが多い｣ という項目は,

相手や場所の選択を考えずに胸の中にたまった感情を発

散するという自己開示方法である｡ 森脇ら (2002) の研

究では, 相手や場所への配慮を重視するため ｢不適切な｣

自己開示方法として捉えられていたが, 中国の大学生に

おいては, 気持ちをすっきりさせ, 感情を発散するには

手段を選ばず, 表現できる力があることとして ｢適切な｣

自己開示方法として捉えられるのではないかと考えられ

る｡ ただし, これは一つの仮説であり, この仮説の検証

のためにはさらなる中国の大学生を対象に質的調査を行

う必要があるだろう｡

本研究で, 同様に日本の大学生を対象としたもので,

森脇ら (2002) の 7 因子構造に対し, 5 因子が抽出され

た｡ ｢適切な｣ 自己開示項目が �相手, 文脈配慮��, �場
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所等配慮 ��という 2 因子にまとまる結果になった｡

�場所等配慮��について項目 6 (相手に予め話すことを

知らせておいてから, 個人的なことを話す) の因子負荷

量が�36 とやや低いが, 因子構成の項目数の配慮からこ

れを除去せず用いることとした｡ そのため, 信頼性�値

(�53) が低くなったと考えられる｡ ｢不適切な｣ 自己開

示項目で �しつこさ��, �ネガティビティ��, �場所等無

配慮��の 3 因子が抽出され, 【聞き手等無選択】, 【無

配慮】 に分かれた因子が本研究で �場所等無配慮��と

して一つの因子に集約された｡ 本研究で一つの因子に集

約されたのは, 自己開示する際 ｢無選択｣ や ｢無配慮｣

という開示方法は一義的に定義されているのではないか

と考えられたためである｡ また, 本研究の結果と先行研

究の結果において信頼性が低く, 因子構造が異なるが,

その理由として, 森脇ら (2002) は自己開示方法―適切

性・不適切性尺度を作成する際, 天井効果・フロア効果

が見られるような項目が存在するかどうかという事前確

認を行っていない可能性が考えられる｡

(2) 大学生の自己開示方法

―適切性・不適切性の捉え方における中国と日本の相違

自己開示方法―適切性・不適切性尺度のうち, 中国と

日本の大学生の間に有意差が認められた項目から, 両国

の大学生における自己開示方法には違いがあることも明

らかにした｡ 森脇ら (2002) が ｢適切な｣ 自己開示方法

の12項目中で項目 1, 2, 5 などといった相手との関係に

こだわるという基本的傾向に, 中国と日本の差は見られ

なかった｡ ただし, 項目 3, 4, 9 などの場所への配慮,

項目 6, 7, 10, 12 などの相手の都合への配慮という

｢適切な｣ 自己開示方法については, 中国の高い得点を

示した結果から, 日本の大学生より中国の大学生がよく

配慮しつつ自己開示を行っていることがわかった｡ 中国

の大学生は人とよい関係を築くために �面倒見が良い�

や �友達に尽す�などの気を配る行動傾向を示す報告

(毛ら, 2006) と一致するものである｡ ｢不適切な｣ 自己

開示 23 項目中で, 項目 17, 21, 30, 33 などの相手や場

所の非選択, 項目 31, 34 などの感情の過投入という傾

向が示された自己開示方法で, 中国の大学生のほうが高

い得点を示した｡ 現代中国の大学生は, �青春期らしい

情熱と文化人らしい理性が共存し, 非常に理性的な一方

で, 衝動的行為にも走る｡ 功利的な面も強いが, 気配り

の一面も見せる�という ｢理性と衝動の共存｣ という傾

向が明らかにされている (人民綱, 2005)｡ 項目 19, 23

といった �ネガティビティ�の自己開示や項目 18, 20,

26, 28, 32 という �しつこさ�の自己開示で, 有意に

日本の大学生が中国の大学生の得点を上まわっていた｡

�日本人大学生が個人的な情報を共有したいという欲求

とプライバシーを守りたいという欲求が葛藤を起こしや

すい傾向がある�(和田, 1995) と指摘されたように,

日本の大学生が �ネガティブ�な内容を自己開示する欲

求が高く見られるとともに, �しつこさ�という執念深

い自己開示方法が, 開示する際心の葛藤や動揺を生じさ

せるのではないだろうか｡

3. 中国と日本の大学生の自己開示のあり方と対人スト

レスの関連

(1) 中国と日本の大学生の自己開示動機と対人ストレ

スの関連

中国人大学生を対象とした自己開示動機の �感情の発

散��, �無意図��が対人ストレスに正の影響を与える

ことが示されたことから, 自分の意見や感情を言うよう

にしたなど, 自己意識の強さを特徴とする中国人大学生

が, 感情を発散するような動機を持って自己開示するこ

とが多いほど対人ストレスに起因しているのではないだ

ろうか｡ �無意図�というような自己を開示する意図や

意欲が低く, 無理な開示をすることが対人ストレスを生

じる頻度も高くなるだろう｡ 日本人大学生の場合には,

自己開示動機の �自己アピール��が対人ストレスに与

える影響が強く, �感情の発散��の効果が相対的に弱

いことと示された｡ 高田ら (1987) によると, 日本人の

自己として個の弱さ, 自己不確実感などに特徴がある｡

他者に望ましい印象を与えようとする �自己アピール�

動機づけが高く, かつ自己効力感が低いほど, 言い換え

れば, 望ましい印象を与えようとする動機づけは高いが

それに成功する見込みが小さい場合ほど, 人は強い不安

を覚え, 対人ストレスの生起頻度も高くなると解釈でき

るだろう｡

(2) 中国と日本の大学生の自己開示方法と対人ストレ

スの関連

中国語版の自己開示方法―適切性・不適切性尺度の 6

変数の中で �しつこさ��のみが対人ストレスに正の影

響を与えることが明らかにした｡ 日本語版の自己開示方

法―適切性・不適切性が対人ストレスに与える影響に直

接効果を与えるのは �しつこさ��, �ネガティビティ��

であることとも示唆された｡ 他者とのかかわり方を考え

ると, ｢しつこさ｣ はつながりの確認や相手の束縛を表

す要素であり, つまり自分と相手とのつながりを確かめ

ようとし, 相手を束縛し相手に執着している心理的対処

反応を示す開示方法である｡ しかし, 相手を束縛すると

他者に不快な感情を抱かせて, 関係を悪化させ, その結

果, 対人ストレス反応が増加したということが両国の大

学生の対人関係において共通すると考えられる｡ また,

理論的には, 不適切な自己開示は, 適切な自己開示に比

べ, 開示者に関する確信ある意図・傾性帰属を生じさせ

るであろう｡ すなわち, 不適切な開示を行う人物は, ネ

ガティブな意図・傾性をもっていると強い確信をもって

認知されるであろう｡ ネガティブなものであるほど, 中
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国と日本の大学生の不適切な自己開示方法が対人ストレ

スに影響しやすいと考えられる｡

�. まとめと今後の課題

本研究で, 中国と日本の大学生において, 自己開示の

あり方に関する自己開示動機尺度, 自己開示方法―適切

性・不適切性尺度の検討を行い, いずれも, 因子構造,

内容の違いが見られ, 中国と日本の相違があるという結

果が示された｡ また, 中国, 日本ともに, 自己開示動機,

自己開示適切性は, ある程度対人ストレスを高めている

と示唆される｡ 中国と日本の文化差にも関係あるもので,

今後はさらに, 中国の大学生の自己開示の様相をより明

らかにするため, 中国人大学生を対象とする質的調査し

た上で, 中国語版の自己開示動機, 自己開示方法尺度を

作成し, 検討する必要がある｡ そして, これらの尺度を

用いて, 心理的適応などとの関係をより詳細に検討して

いきたい｡

＜付 記＞

本研究は, 九州大学大学院人間環境学府に提出した修

士論文の一部を加筆修正したものです｡ お忙しい中貴重

なご指導, ご助言をいただいきました九州大学大学院人

間環境学府の野島一彦教授, 福留瑠美准教授に深く感謝

申し上げます｡
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