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人は, 集団の中で暮らしている｡ 集団の中で生きてい

くためには, 対人コミュニケーションが必要であり, 自

分の気持ちや相手の気持ちを正確にとらえ, またその場

の状況に応じて行動をしなければならない｡ 本稿は, そ

のために重要な �情動性知能�という新しい概念につい
て取りあげ, さらに, この新しい概念の応用的側面とし

て, これまでに多くの研究で検討されてきているコーピ

ングとの関係について検討している研究をまとめ, �情
動性知能�の重要性を論じる｡

情動性知能の概念と測定法

情動性知能とは何か

一般的に個人の能力を表す �知能 (������������)�と
いう概念があるが, 知能に関する心理学的研究は古くか

ら行われている｡ また, 知能を測定する検査も確立され

ており, ビネー式知能検査 (������ ������1905) や
ウェクスラー式知能検査 (例えば, ���������1955) が
有名である｡ �� (��������������������) いわゆる知能指
数は, このような知能検査から算出される個人の能力の

指標であり, ��の高低によって, 学業成績やその後の
社会的地位などが影響を受け, 人生における成功が左右

されると考えられてきた｡

しかし, 近年, この �知能�に対して, より人生の成

功度に関わっていると考えられる概念が注目を集めてい

る｡ それが �情動性知能 (������������������������)�
である｡ 日本では, 情動性知能の高低を表す指標である��� (�����������������)�や �心の知能指数�という
言葉の方がなじみがあるだろう｡

情動性知能とは簡単に述べると, 自分自身や他者の情

動を認識したり, 表出したり, また理解したり, コント

ロールしたりする知能, 能力であり, 主に対人コミュニ

ケーションの場面で働く｡ �情動性知能 (����������������������)�という言葉は, �������������(1990) によっ
て初めて用いられ, モデル化された｡ その後, 1995 年

にダニエル・ゴールマン (��������1995) が出版した
ベストセラー ������������������������������������������������がきっかけで, 一般社会の人々の知ると
ころとなった｡ そして現在までに, 情動性知能に関する

多くの科学的研究が行われている｡

情動性知能は, あらゆる現場に取り入れられている｡

例えば職場環境では, チームワークやコミュニケーショ

ンスキル, リーダーシップなどとの関連が注目されてい

る｡ また教育現場では, 子どもの情動性知能が, 学校内

での友達同士や教師と生徒の関係へ影響していると考え

られ, 学業成績やさらには非行行動などにも影響してい

ると考えられている (�������������������������������2007)｡
このようにさまざまな応用場面において, 情動性知能

の重要性が注目されているが, 科学的研究の分野では,

さまざまな問題が生まれている (��������������������������2002)｡ まずそのひとつが, 情動性知能の �概
念�および �モデル�に関する問題である｡
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情動性知能の概念とモデル

これまでに発表されている情動性知能に関するモデル

には, 大きく分けると 2つのモデルがある｡

まずひとつが, 能力モデル (������������) と呼ばれ
るモデルであり, 情動性知能を �認知能力�としてとら
え, 客観的な行動に基づいたものであるとする考え方で

ある｡ したがって, 能力モデルでは, 個人の情動性知能

を測定するために, 知能検査のような客観的なテストを

用いて測定する｡ この点もこの能力モデルの大きな特徴

である｡

能力モデルの代表的なものとしては, 4 ブランチモデ

ルがある (��������������1997)｡ このモデルでは,
情動性知能を (�) 情動の知覚, 表出, (�) 情動による

思考の促進, (�) 情動の理解, (�) 情動の制御という 4
つのブランチ (因子) からなるとしている (�����1)｡
もうひとつは, 混合モデル (�����������������������)
と呼ばれるモデルである｡ 情動性知能を能力だけでなく,

パーソナリティや気質など非認知的特性を含んだ複合的

な概念としている｡ このモデルの代表的なものには, バー

オンのモデル (�������1997�2000) がある (�����2)｡
これは, 情動性知能の中には情動的, 社会的なスキルだ

けでなく, 楽観性や幸福感などの特性を含んでいると考

えるモデルである｡ このモデルに基づいた情動性知能の

測定方法には, 主に質問紙を用いて主観的に評価をする

という方法が用いられているが, バーオンのモデルでは,

それに加えて, 面接や複数の評価者によって評価すると
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4 ブランチモデル

情動性知能の 4つのブランチ 各ブランチの内容

ブランチⅠ：情動の知覚, 表出
(�����������������������������������������) 自己や他者の情動を認識したり, 自己の感情を表出した

りする能力

ブランチⅡ：情動による思考の促進
(�������������������������������) 思考, 判断などを促進するために, 情動を利用する能力

ブランチⅢ：情動の理解, 分析
(�������������������������������������������������������������) 複雑な情動を理解したり, 情動の変化を分析するなど,

情動について深く理解する能力

ブランチⅣ：情動の制御
(���������������������������������������������������������������������) ある特定の情動状態を維持したりするなど, 自己や他者

の情動をコントロールする能力������
バーオン (1997�2000) のモデル

情動性知能因子 下位因子

個人内スキル 自尊心 (�����������)
(�������������������) 情動の自覚 (�����������������������)

アサーティブネス (�������������)
自己実現 (�����������������)
自律心 (������������)

対人スキル 他者への共感性 (�������)
(�������������������) 社会的責任 (��������������������)

対人関係 (�������������������������)
適応性 問題解決 (���������������)
(������������������) 現実性のテスト (���������������)

柔軟性 (�����������)
ストレスマネジメント ストレス耐性 (���������������)
(����������������) 衝動のコントロール (��������������)
気分 幸福感 (���������)
(�����������) 楽観性 (��������)



いう方法もとられている (������� ��������2003��
2003�)｡
これら 2つのモデル以外に, 情動性知能には �特性的

情動性知能 (�������)�という考え方がある (例えば,�����������������2000)｡ これは, 認知的能力からパー
ソナリティ, 特性にまでわたる, 非常に広い領域を含む

概念であった情動性知能を, 情動に関わる気質, 特性に

限定するものである｡ ��������(2001) によれば, �����
3 のような 15 の因子が存在する｡ ��������� �������
(2000) は, ������ �������(1997) の能力モデルで
述べられているような情動性知能を �能力的情動性知能
(���������)�とし, これとは別に, �特性的情動性知能�
という概念が存在していると考え, 2 つの概念を明確に

区別した (�����4)｡ これらの 2つの概念を区別するた
めの一つの観点が, 情動性知能の測定方法である｡ 能力

的情動性知能が客観的な行動を測定する能力テストを測

定方法に用いる一方で, 特性的情動性知能は, 質問紙に

よる主観的 (自己) 評価によって測定されるとしている｡

これら 2つの評価方法については, この後で述べる｡

情動性知能の測定方法

以上のように, 情動性知能には複数のモデル, 概念が

あるが, その背景には情動性知能の測定方法の問題が関

わっている｡ 前項で明らかなように, 情動性知能の測定

方法は大きく分けると, 客観的テストと主観的な自己評

価 (質問紙) の 2 つに分けられる｡ 前者は, ��を算出
するための知能検査のように, 客観的な行動を指標とし

た能力テストを用い, 個人の認知的能力を測定する方法

である｡ それに対して後者は質問紙を用い, 情動性知能

の自己評価を通して測定する方法である (�����5)｡
客観的テストによる測定 まず, 客観的テストとして

は, 4 ブランチモデルに基づいた ���� (����������������������������������������������������� ��������
1999) と, それに改良を加え, 現在, 情動性知能の客観

的テストとして最も用いられている ������ (��������������������������������������������������������������������2002) が作成されている｡ テストの内容につ
いて具体例をあげると, 例えばブランチⅠの �情動の知
覚�を測定するテストとしては, 表情写真を提示し, そ
の表情から情動がどれほど感じられるかを回答する方法

がとられている｡ また, ブランチⅣの �情動の制御�の
テストでは, テスト文として �友人から仕事に採用され
たと告げられたとき, 以下に挙げる行為がどの程度有効

か�が提示され, �祝福する�や �飲みに誘う�などの
各行為についてその有効性を評定させることで, 他者の

情動をどう制御するかが問われている｡

しかしこのような客観的テストには, 以下のような問

題点がある｡ それは, 一般的な知能検査では, 明らかな

正解と不正解が存在するが, 情動性知能のテストではこ

のような基準を作ることが難しいという点である｡ 例え

ば, 上記の表情知覚テストでは, 知覚される表情が人に

よってさまざまに異なる可能性がある｡ そこで, このよ

うな得点化の問題を解決するために, ������では �コ
ンセンサス得点 (��������������)�と �専門家得点 (������������)�が取り入れられている｡ コンセンサス得点
とは, 一般的な母集団の回答に基づいて得点化されるも

のであり, 母集団の回答と一致しているかどうかで得点

化される｡ 一方の専門家得点は, 心理学者や精神科医な

どの情動に関係の深い特定分野の専門家の回答に基づい

て得点化する方法である｡ このように得点化を工夫する

ことで, 問題点を解決しようとしているが, これらの方

法の妥当性についてはまだ, 議論の途中である

(��������������������������2009)｡
質問紙による測定 客観的テストに比べて, 情動性知

能を測定する質問紙は多く開発されている｡ ここでは主
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特性的情動性知能 能力的情動性知能

(�������) (���������)
測定方法 自己評価 行動の評価

(質問紙) (客観的テスト)

概念の種類 パーソナリティ特性 認知的能力

測定テスト例 ������ ������
(���������2001) (�����������2002)�������������������������� (2007) より改変

因 子

適応力 (������������)
アサーティブネス (������������)
情動の知覚 (自己と他者) (�����������������(�������������))
情動の表出 (�����������������)
情動の操作 (他者) (�����������������(������))
情動の制御 (�����������������)
衝動性の低さ (�������������(���))
対人関係スキル (�������������)
自尊感情 (�����������)
自己動機づけ (���������������)
社会的気づき (���������������)
ストレスマネージメント (����������������)
共感特性 (�����������)
幸福特性 (��������������)
楽観的特性 (�������������)������

特性的情動性知能と能力的情動性知能の違い

������
特性的情動性知能の 15 因子



な 4つの質問紙について取りあげる｡

まず, 情動性知能を測定する質問紙としてよく用いら

れるのが, ���� (�������������������) である
(������������������������������ �������1995)｡����はもともと, 自分の気分 (����) に対して注意
を向けたり, 区別したり, 制御したりする際の個人特性

を �特性的メタ・ムード (��������������)�とし, そ
れを測るための尺度として開発された｡ しかし, この尺

度で測定したものが情動性知能の概念に類似することか

ら, ����は情動性知能を測定する質問紙としても用
いられるようになった｡ ����は 30 項目からなり, 自
分の情動にどれだけ注意を向けているかを測定する �情
動への注意 (�������������������)�, 自分の情動をどれ
だけ明確に認識しているかを測定する �情動の明瞭性
(�����������������)�, 混乱などをしても情動を安定させ
ることができるかを測定する �情動の回復 (�����������)�の 3因子を測定している｡
次に, 混合モデルであるバーオンのモデルの論拠とし

て用いられた質問紙が, ����(��������������������������) である (�������1997)｡ ����は, 情動的か
つ社会的な場面において働く知性について測定しており,

情動性知能を測定する質問紙の中では, 最も広い領域を

網羅している質問紙である｡ 全部で 133 項目から構成さ

れており, 17 歳以上から適用可能である｡ 測定される

情動性知能の因子は, バーオンのモデルのとおり, 複数

の下位因子からなる 5 因子によって構成されている

(�����2 参照)｡ 質問紙の回答は数値化され, 知能検査
の ��にように, 平均値が 100, 標準偏差が 15 となる��値が算出される｡
一方, ����������������������������������������������������� (1998) は, 能力モデルである �������������(1997) の 4 ブランチモデルの前身であり, 初

めて情動性知能をモデル化した, �������� �����
(1990) のモデルをもとにして質問紙を作成した｡�������� �����(1990) のモデルは, 情動性知能を能
力に限定した�������������(1997) のモデルに対し

て, 能力以外の側面も含んでいる｡ �������� �����
(1990) では, 情動性知能の因子として �情動の知覚と
表出 (�������������������������������)��情動の制
御 (�������������������)��情動の利用 (��������������������)�の 3つを想定しており, ������������(1998)
は, まずこれらに対応する質問項目 62 項目を作成して

調査を行った｡ 因子分析を行った結果, 1 つの情動性知

能因子が抽出された｡ 最終的にこの因子に高い負荷量を

持つ 33 項目を選び出し質問紙を構成している｡ この質

問紙の名前は, ����� (������������������������������������������) や����(���������������������������)
など, この質問紙を使用した研究論文によってさまざま

に表記されているが, ここでは統一して �������を用
いることとする｡

最後に, 特性的情動性知能を測定する質問紙としては,������(���������������������������������������) が
ある (���������2001)｡ 144 項目で構成されており,�����3 にあげられている 15 の因子が測定される｡ こ
の �特性的情動性知能�という概念が生まれる背景となっ
たのが, 質問紙と客観的テストという 2つの測定法の違

いである｡ 多くの先行研究において, 質問紙 (���������, �����) と客観的テスト (������) でそれぞ
れ測定された情動性知能は, 相関が低いかあるいは無相

関であることが明らかになっている (��������������������������2005；�����������������������������2006；����������������������2003；����������������2003；�������� �����������2004)｡ これらの結果は, 特性
的情動性知能と能力的情動性知能は異なる概念である可

能性を示唆するものである｡

質問紙による測定において, よくとりあげられる問題

点は, パーソナリティ概念との交絡の問題であり, 質問

紙で測定される情動性知能は既存のパーソナリティ概念

と区別できるのかという点である｡ 質問紙によって測定

される情動性知能は, ビッグファイブ (外向性

(������������) や協調性 (�������������) など) のパーソ
ナリティ概念との相関が高いことが明らかになっている
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主な情動性知能の尺度 (客観的テストと質問紙)

測定尺度名 出 典 測定される因子数 備 考

【客観的テスト】���� ����������(1999) 4 因子 ������の前身������ ����������(2002) 4 因子 能力モデルに基づく

【質問紙】���� ������(1997) 5 因子 混合モデルに基づく���� ������������(1995) 3 因子 特性的メタムードを測定����� ������������(1998) 1 因子 ������������(1990) のモデルに基づく������ ��������(2001) 15 因子 特性的情動性知能を測定



(例えば, ��������������������������� ���������
2007)｡ この点に関しては, この後の情動性知能とスト

レスコーピングの関係について検討している研究のレビュー

においても論じる｡

以上のように, 情動性知能には, 大きく分けて能力モ

デルと混合モデルという 2つのモデルが提案されている｡

このように, 情動性知能そのものの捉え方の異なるモデ

ルが提案された背景には, やはり情動性知能の測定方法

に客観的テストと質問紙という 2つの方法が用いられて

いることによる部分が大きいと考えられる｡ ��で表現
される一般的知能の測定には, 主として客観的テストが

用いられているが, 情動性知能では, 客観的テストによ

る測定法は質問紙ほど開発されていない｡ その原因は,

テストを一般化できるほど, 情動性知能の研究が進んで

いないことのほかに, 先述のとおり, 一般的な知能に比

べて, 情動性知能を測定するテスト問題に明確な正答や

誤答を設けることが難しいという, 情動性知能特有の問

題があることが考えられる｡ 一方, 質問紙では, 複数開

発されている質問紙の間で, 互いに類似した情動性知能

の下位因子が明らかになっているものの, 全く異なる因

子も含まれているため, 一つの質問紙に統一されるまで

に至っていない｡ これには, 質問紙を開発した研究者の

情動性知能概念の相違が考えられ, 既存の現象に対して

どこまでの情動性知能を適用するのかという見解が一致

していないことが主な原因であると考えられる｡ 今後の

情動性知能の研究にはまず, 概念の整理が必要であり,

これまでに明らかになっている情動性知能の因子間の一

致, 不一致を明らかにしていく必要があると考えられる｡

情動性知能とコーピングの関連

コーピングとは

コーピングとは, 外部環境や自分の内部に生じた要求

によって引き起こされたストレス反応を低減することを

目的とした認知的, 行動的努力のプロセスのことである｡

一般的なコーピングの種類として, 以下の 3つのコーピ

ングがある (��������������1990；����������������
1984)｡

1�問題焦点型コーピング (���������������������)：
ストレッサーを除去したり回避したりすることで,

問題を解決しようとする対処法

2�情動焦点型コーピング (���������������������)：
ネガティブな情動をコントロールしたり, 低減し

たり, 除去したりしようとする対処法

3�回避型コーピング (���������������)：気晴ら
しをしたりするなど, ストレッサーを回避しよう

とする対処法

上記の分類はコーピングの型に基づいて分類されたも

のだが, コーピングには, ストレスの衝撃を和らげるよ

うな良い結果を生みだしたり, 状況の解決が失敗して問

題を悪化させるような悪い結果を招いたりするものがあ

る｡ したがって, 用いたコーピングがストレスから個人

を守るような適応的なものかという観点から分類される

場合には, 適応的コーピング (��������������) と非適
応的コーピング (�����������������) という分類が用
いられている (�����������������������1993)｡
コーピングとの関連に関する研究

情動を知覚したり表出したりコントロールしたりする

情動性知能という概念が生まれてから, コーピングとの

関連が指摘されるようになってきた (例えば, ��������� ���������2007)｡ なぜならば情動性知能に, 情動を
コントロールするなどコーピングが持っている性質と類

似する部分があったためである｡ ここでは, 新しい概念

である情動性知能が, これまでに多くの研究で検討され

てきているコーピングにどのように関係しているかにつ

いて述べることで, 情動性知能の応用的側面について述

べたい｡

情動性知能とコーピングの関連について検討している

研究は, 分析方法として相関分析を用いている研究が多

い｡ またこれらの研究では, 情動性知能の測定法として,

客観的テストを用いた場合と質問紙を用いた場合のそれ

ぞれについて, コーピングとの関係を検討している｡

客観的テストと質問紙 客観的テストと質問紙を用い

た場合のそれぞれについて, コーピングとの関係を検討

した研究に���������������(2006) がある｡ 18 歳から
83 歳の 223 名を対象に調査を行った｡ 情動性知能の質

問紙には�����を用い, 客観的テストには������を
用いた｡ 測定されたコーピングは, 問題焦点型コーピン

グ, 社会的サポート希求�情動表出のコーピング, 自己
抑制のコーピングの 3つであった｡ 相関分析の結果, 質

問紙との相関は, いずれのコーピングとも有意な正の相

関 (最大で 0�54) が見られ, 抑うつ傾向を統制変数とし
て用いても相関係数は有意なままであり, 最大で 0�43
の偏相関係数が得られた｡ しかし, 客観的テストを用い

た場合はほとんど無相関であった｡ 有意な偏相関は最大

でも－0�22 であり, 自己抑制のコーピングと �情動の理
解�因子で見られた｡ このことから, 質問紙を用いた場
合は, コーピングと有意な相関関係が見られるが, 客観

的テストを用いると相関が低いか, または無相関である

ことが明らかになった｡

同様の結果は, ������������(2005) においても見ら
れている｡ ������������(2005) は, 質問紙として�����のほかに ����を用い, 客観的テストには������を用いた｡ またコーピングについては, 型によ
る区別をせずコーピング尺度の合計点を用いた｡ 相関分
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析の結果, �����で測定される情動性知能との相関は
0�36 であり, ����では, 情動の明朗性と情動の回復
の 2因子との相関が, いずれも有意な正の相関であった｡

しかし, ������との有意な相関は見られなかった｡
パーソナリティの交絡 以上の結果から, ���������������(2006) と同じように, 質問紙で測定した場合に

のみ有意な相関が見られることが明らかになった｡ しか

し, ������������(2005) ではさらに, 有意な相関につ
いて, コーピングの説明変数として情動性知能以外に,

情動性知能と交絡している可能性があるパーソナリティ

因子と, 一般的な知能に関わる認知能力 (非言語的知能

テストと言語的知能テストで測定) の影響について検討

している｡ これにより, 情動性知能がパーソナリティと

認知能力以上に, コーピングを説明できるかを検討した

のである｡ 階層的重回帰分析の結果, パーソナリティと

認知能力を統制した後の説明力は, 6�と低いものであっ
た｡

一方で, 質問紙として特性的情動性知能を測定するも

のを用いて, コーピングとの関係, およびパーソナリティ

との交絡について検討している研究がある｡ ��������������� ���������(2007) は, 成人を対象に, ������
を用いて特性的情動性知能を測定した｡ コーピングにつ

いては, 適応的なコーピングとして �合理的コーピング
(��������������：状況を変えるために, 行動を起こす,
など)�と �客観コーピング (��������������：個人的
に関わらない, など)�の 2 つを, また非適応的なコー
ピングとして �情動的コーピング (���������������：
取るに足らない, くだらないことと思う, など)�と�回避コーピング (��������������：時間が解決すると
思う, など)�2 つを測定した (�����������1993)｡ 相
関分析の結果, 情動性知能とコーピングの間には有意な

相関が見られ, 適応的コーピングとはいずれも 0�4 以上
の正の相関が見られ (特に合理的コーピングとは 0�64),
非適応的コーピングでは, 情動的コーピングと－0�58 の
負の相関が見られた｡ さらに, パーソナリティ因子と情

動性知能を説明変数として重回帰分析を行っても, 情動

性知能と適応的および非適応的コーピングとの正負の相

関関係は保たれたままであった｡ この結果は, ������������(2005) とは異なり, パーソナリティ因子とは別個に
情動性知能とコーピングの関係が保たれていることを示

す｡ その理由として一つは, �������������(2007) では
特性的情動性知能を用いたことが考えられ, もう一つは,

適応的コーピングと非適応的コーピングを区別して検討

したことが考えられる｡

コーピングの適応性と情動性知能 �������������
(2007) では, コーピングの適応性と情動性知能の間に

一定の関係を見出した結果となった｡ 適応的なコーピン

グは, 情動性知能と正の相関関係にあり, 非適応的なコー

ピングとは負の相関関係を持つという点である｡ これは,

以下の研究においても見られている｡ ��������������
(2007) では, 大学生を対象に, �����を用いて情動性
知能を測定し, �������������(2007) と同じコーピング
質問紙 (�����������1993) を用いて, 適応的なコーピ
ングと非適応なコーピングを測定した｡ 相関分析の結果,�������������(2007) と同じように, 合理的コーピング
(＝適応的コーピング) とは 0�38の正の相関, 情動的コー
ピング (＝非適応的コーピング) とは－0�26 の負の相関
が見られた｡ これらの結果から, コーピングの適応性と

情動性知能との間には一定の関係が存在することが明ら

かになった｡ したがってこれらの関係性は頑健なもので

あると考えられる｡

以上の結果をまとめると, 客観的テストで測定された

情動性知能とコーピングの相関は低いか, あるいは無相

関であること, また, 質問紙で測定された情動性知能と

の相関に関しては, パーソナリティとの交絡の可能性が

あること, しかし, コーピングを適応性によって分類し

て検討すると, 情動性知能は適応的コーピングとは正の

相関が見られ, 非適応的コーピングとは負の相関が見ら

れるという, 一定の関係性の存在が明らかになった｡

このように情動性知能は, これまですでに多くの研究

で検討されてきたコーピングと関連していることが明ら

かになった｡ このことは, 情動性知能という新しい概念

について検討することにより, 既存の研究成果の新たな

側面が見出される可能性を示している｡ コーピングだけ

でなく, 本稿の始めの方で述べたとおり, 情動性知能は,

職場での対人関係やリーダーシップ, 教育現場でのコミュ

ニケーションスキルや学業成績など, あらゆる場面に取

り入れられている｡ これまで別々に捉えられていた問題

が, 情動性知能を適用することで, 包括的に考えられる

可能性が示され, ここに情動性知能の重要性があると考

えられる｡

今後の研究の展望

子どもの情動性知能とコーピングおよび問題行動

これまでに述べた情動性知能およびコーピングとの関

連に関する研究は, ほとんどが成人を対象にしたもので

あり, 子どもの情動性知能に関しては成人ほど進んでい

ない｡ しかし, 子どもの情動性知能に関して検討するこ

とは, 情動性知能の発達的側面を捉えるために重要であ

るばかりでなく, 子どもの問題行動 (例えば, 自殺, 非

行行動など) について検討する上でも非常に重要である

と考えられる｡

17 歳から 20 歳の学生を対象に, 情動性知能と非行行

動の関係について調べた研究がある｡ ���������������� ������(2004) は, 情動性知能を客観的テストの
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������を用いて測定し, 非行行動として飲酒, 喫煙,
不法薬物の使用, 逸脱行動 (けんかなど) について検討

した｡ 相関分析の結果, 男子学生において, 情動の知覚

および促進の因子と不法薬物の使用 (－0�34), 飲酒
(－0�32), 逸脱行動 (－0�45) の間に有意な負の相関が
見られた｡ 同じく男子学生において, 情動の理解および

制御の因子と不法薬物の使用 (－0�23), 逸脱行動
(－0�21) の間に有意な負の相関が見られた｡ これらの
結果から, 情動性知能と非行行動の間には有意な相関関

係があり, 情動性知能が低いと非行行動を行う傾向があ

ることが示された｡

また, この他にも思春期の 16 歳から 19 歳の高校生を

対象に, 情動性知能とコーピング, および自傷行為の関

連について検討した研究がある｡ ���������������������� �����(2009) は, 情動性知能を������を用いて測
定し, コーピングは適応的コーピングと非適応的コーピ

ングについて検討した (�����������1993)｡ まず, 情
動性知能とコーピングの相関分析の結果, 適応的コーピ

ングとの間には正の相関 (合理的コーピング：0�46, 客
観コーピング：0�37) が見られ, 非適応的コーピングと
の間には負の相関 (情動的コーピング：－0�53, 回避コー
ピング：－0�26) が見られた｡ これは, 成人を対象にし
た研究 (��������������2007����������������2007) と
同様の結果が, 思春期の子どもにおいても再現されるこ

とを示している｡ さらに, 情動性知能と自傷行為の関係

について, コーピングを媒介変数として検討したところ,

情動性知能がコーピングを媒介して自傷行為に影響して

おり, 特に, 情動性知能の低さが情動的コーピング (＝

非適応的コーピング) の増加を招き, 自傷行為を増加さ

せていることが明らかとなった｡

今後の展望

以上の研究から, 子どもの情動性知能とコーピング,

さらに問題行動との関係性が示唆された｡ 今後の展開と

しては, まず成人だけでなく, 子どもの情動性知能に関

しても検討し, 情動性知能の発達段階を明らかにするこ

とが必要と考えられる｡ また同時に, 情動性知能のみで

なくコーピングとの関係についても検討し, 特に子ども

においては, 問題行動への影響について明らかにしてい

く必要があると考えられる｡ そのために重要なことは,

やはり情動性知能の測定法そのものを確立させ, 情動性

知能は能力なのか, また特性なのか, またはそれらが合

わさったものなのかを検討することで, 概念を明確にす

ることである｡ 今後, 情動性知能の基礎的な研究および

応用的な研究が, ともに必要であると考えられる｡
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