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日常熱解離尺度く短縮版）における弁別的妥当性

と項目内容の検討

一分割投影唖離人感との関連性について一

舛田　亮太　九州大学大学院人間環境学府

Discriminant　validity　and　item　context　of　Normal　Dissociation　Scale－short　form

－C6πelation　with　sph1崩ng－projection　and　depersonalis就ionlderealisation－

Ryota　Masuda（Gra｛伽α’e　schoo1　of　human．envかonment　studies，　Kyushu　un’versity）

　　The　purpose　of　this　paper　was　to　provide　discriminative　validation　for　a　Normal　Dissociation　Scale－short

form．　Two　hundred　and　seventy　four　undergraduates（mean　age　19．56　years）　rated　the　Normal　Dissociation　Scale，

Normal　Splitting－projection　Scale，　Noimal　depersonalisation／derealisation　Scale，　and　Dissociative　Experiences

Scale，　which　consisted　of　Normal　Dissociative　lndex（NDI）　and　DES－T．　ln　survey　1，　a－factor　analysis　of　the

Normal　depersonalisation　／derealisation　Scale　revealed　one　factor　structure　that　had　10　items．　lnternal　consistency

of　the　Normal　Depersonalisation　IDerealisation　Scale　was　sufficiently　high（cr　＝．82）．　ln　survey　1，　Normal

Dissociation　Scale　showed　significant　middle　correlation　with　Normal　Splitting－projection　Scale，　Normal

depersonalisation／derealisation　Scale，　NDI，　and　low　correlation　with　DES－T．　ln　survey　2，　a　one－way　ANOVA　of

each　scale’s　nOrmal　image　score　revealed　significant　higher　Normal　Dissociation’　Scale’s　score　than　others．　The

results　indicated　that　the　item　context　of　the　Normal　Dissociation　Scale　was，intended　for　normal　people．　On　the

other　hand，　Noimal　Dissociation　Scale　showed　significant　middle　correlation　with　Normal　Splitting－projection

Scale，　Normal　depersonalisation／derealisation　Scale，　and　NDI．　Therefore，　the　scale　did　not　show　good　discrimi－

native　vak’dity．　Further　research　is　necessary　to　improve　Normal　Dissociation　Scale－long　form．
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問 題

　解離とは「意識・記憶・同一性・知覚・運動（意図）・

感情などの通常は統合されている心的機能（やその情報）

の統合性の喪失」を意味し（田辺，2002），具体的には

解離性同一性障害にみられる交代人格現象や朦朧状態，

運動麻痺，健忘といった幅広い現象が含まれる。DSM－

IV（APA，1994）では，解離を解離性障害という臨床単

位で設定されており，解離性健忘，解離性遁走，解離性

同一性障害，離人性障害，特定不能の解離性障害と分類

されている。

　解離には，ある特有の臨床患者のみに見られるという

類型学的モデルと，正常なものから病的なものまでが幅

広く連続するという解離連続体モデルの2つのモデルが

存在する（Putnam，1997）。前者の類型学モデルは，

PJanetに提唱されたものであり，病的解離者は健常者

とは根本的に異なる人間集団であり，正常な解離と病理

解離には質的な差異があると考えられていた。一方；連

続体モデルは，MPrinceによって当初提唱され，後に

「新解離理論」を述べたHilgard（1986）に主張されていた

ものである。連続体モデルは，没入や鮮明な空想活動な

どを，非病理的・日常的な解離性体験と捉え，それが通

常範囲を越えて極端に頻繁に生じたり（程度），あるい

は健忘や離人を含む多様な解離現象が生じる時（種類），
はじ．ﾟて病的解離であるとするというものである（田辺，

2002）。この議論については現在でも定まっておらず，

現在では解離をより正確に理解するには両者の考えが必

要なのではないか（Putnam，1997）と言われている。

　類型学的モデルによって病的解離の特異性を認識しつ

つもi連続体モデル．により健常者の正常な解離性体験を

視野に入れることは，体験の種類と程度をどこで線引く

かといった解決困難な解離の定義範囲の問題を抱えるこ

とを意味する。しかしそれは，実際の心理臨床の立場か

ら考えるならば非常に有意義なことではないかと考えら

れる。心理臨床場面でセラピスト（以下：Th）を訪ねる

クライエント（以下：Cl）は，医療機関での病的解離を示

す臨床患者だけではない。Clは日常生活の中で没頭し

ていること，よく空想すること，思い出そうとしてもはっ

きりと思い出せない印象的なこと，ショックを受けて非

現実感や疎外感を感じてしまったこと等についてThと
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対話し，より漂く自分を理解し，よ．tり豊かな人生を送ワ

たいと願っている人であるかもしれない。また臨床予備

群（sub－clinical　case）といわれるように，　C1は病的解離に

は発展していないものの，日々の生活に不都合を感じる，

軽度の解離は体験している人であるかもしれない。その

ような健常者～臨床予備群が体感する解離を理解し，援

助していく方向性を考えるために，連続体モデルに基づ

いた非病理的な解離体験に着目することは非常に重要な

ことと考える。

　これまでの精神医学，臨床心理学の中での解離研究は

解離性体験尺度（Dissociative　Experiences　Scale＝DES，

Bemstein＆Putnam，1986）を用いた病的解離の発見が主

であり，大学生等の健常者が体感する日常的で非病理的

な解離性体験についてはほとんど検討されてこなかった

（舛田・中村，2004）。近年になってWaller，　Putnam，＆

Carlson（1996）によって解離性体験尺度28項目から非

病的項目20項目を抽出し標準化した正常解離指標（Nor－

mal　Dissociative　Index：以下：NDI），また病的解離項目

8項目を抽出した病的解離指標（以下、：DES一・T）が開発

された。しかしNDIとDES－TについてはLeavitt
（1999）の調査で，健常解離とする没入・没頭得点が健

常群，解離性障害群の両方について高かったことなど，

非病理／病理の弁別についてもまだ問題を残す部分も多

いと考えられる。そこで中村（2003）は，健：常者が日常生

活で体感する非病理的な解離現象を測定する日常的解離

尺度を作成し，更に舛田・中村（2005）は日常的解離尺度

（短縮版）の構成概念妥当性の検討を行った。しかし舛田・

中村（2005）では日常的解離尺度（短縮版）のある程度の構

成概念妥当性は認められたものの，類似概念との弁別的

妥当性に課題を残した。前述した非病理，ないし軽度の

解離という定義の曖昧な概念を扱うためには，少なくと

も尺度上において他概念との弁別性が示されることは非

常に重要視しておくべきだと考える。

目　　的

舛田・中村（2005）の問題点・課題点

1．日常的解離尺度，日常的分割投影尺度における離人

　　感との弁別性

　解離については，離人感との関連が重要な問題とされ

ている。離人症はDSM－IV（APA，1994）では，「自己の

精神過程または身体から遊離し，あたかも自分が外部の

傍観者であるがごとき感情の体験，ロボットになったよ

うな，または夢の中にいるような感情の体験」として解

離性障害に含まれている。しかし1992年に発表された

ICD－10（世界保健機構（WHO）の国際疾病分類第10版）

では，「解離には人格の変化の自覚が欠如しているが，

離人症にはその自覚がある」ということから解離性障害
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　　　　　　　　ではなく「他の神経性障害」に認まれている（若林・．20

　　　　　　　　02）。また解離性障害の中でも解離性健忘1解離性遁走

　　　　　　　　（急に意識がなくなり外に逃げ出す等），解離性同一性障

　　　　　　　　害（多重人格）は相互に移行し得る心因性記憶障害とみ

　　　　　　　　なせるが，離人症性障害は健忘が伴わないため記憶障害

　　　　　　　　には含まれないという若林（2000）の意見等，離人症を解

　　　　　　　　離に含めるか否かについては，現在議論の渦中にある。

　　　　　　　　　このようなことから舛田・中村（2005）では，日常的解

　　　　　　　　離尺度に離人項目を含めた場合，「解離と分割投影の相

　　　　　　　　違点である健忘が伴うか否か（岡野，1997）」を曖昧にし

　　　　　　　　てしまう危険性があると考え，日常的解離尺度（短縮版）

　　　　　　　　に離人項目を含めず，結果として解離，分割投影と離人

　　　　　　　　感の関係を検討することができなかった。分割投影とい

　　　　　　　　う防衛機制は「自分の悪い点を他人から攻撃を受けた時，

　　　　　　　　開き直り相手を悪い対象と決め付け非難し返す（岡野，

　　　　　　　　1997）」といった境界性人格障害の主機制である投影同

　　　　　　　　一化を，より日常的なものにまで広げた概念である。舛

　　　　　　　　田・中村（2005）では解離に対して分割投影の弁別性を検

　　　　　　　　面しているのみで，離六感との弁別性は検討されていな

　　　　　　　　い。

　　　　　　　　　離i温感について田辺（2003）は「離人症のみを中核的な

　　　　　　　　症状とする離人神経症が臨床場面であまり見られなくなつ

　　　　　　　　てきた一方で，離人はPTSDを始めとする外傷性障害，

　　　　　　　　人格障害，精神病障害，器質性の障害など，様々なここ

　　　　　　　　ろの障害の部分症状として認められる」と述べ，離人症＝

　　　　　　　　外傷性障害の共通の部分・一時的症状という立場ととつ

　　　　　　　　ている。実際，また分割投影の病理である境界性人格障

　　　　　　　　害にも離人症がよく見られる症状であるという報告もな

　　　　　　　　されている（Chopra＆Beatson，1986）。もし健常者の体

　　　　　　　　感ずる離人感が日常的解離，解離性体験尺度といった解

　　　　　　　　離尺度と高い相関をなすなら，解離と離人の関連性につ

　　　　　　　　いて更に検討しなければならない。しかし解離だけでな

　　　　　　　　く分割投影とも高い相関をなすならば，離人症は解離だ

　　　　　　　　けでなく境界性人格障害といった他の障害にも広く共通

　　　　　　　　するものといった田辺（2003）のいう「外傷性精神障害の

　　　　　　　　共通症状」といった方向性を検討する必要がある。

　　　　　　　　　これらのことから，日常的解離尺度，日常的分割投影

　　　　　　　　尺度に対し，離人尺度との関連を検討する必要がある。

　　　　　　　　しかし既存の離人民尺度は，須永（1996）の非現実感質問

　　　　　　　　紙や田辺（2003）の離人体験尺度，松下（2000）の離人尺度

　　　　　　　　など，どれも健常者の離人感に焦点化して作成されたも

　　　　　　　　のではない。よって既存の尺度を参考にしつつも，新た

　　　　　　　　に健：常者の離人心尺度を作成し，関連を検討する必要が

　　　　　　　　あるだろう。

　　　　　　　　　以上から本研究では，主に健常者が体感する日常的離

　　　　　　　　人尺度をまず作成する。そして日常的解離尺度，日常的

　　　　　　　　分割投影尺度，解離性体験尺度内のNDI（正常解離指

　　　　　　　　標），DES－T（病的解離指標）といった近接概念との関
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連性から日常的解離尺度（短縮版）の弁別的妥当性を検討

することを目的とする。

　なお本研究では離人が，解離の下位概念であるという

DSM－IVの診断基準に準じ，離人は分割投影よりも解離

と密接な概念であると仮定する。そのため日常的解離尺

度は，日常的分割投影尺度よりも日常的離人尺度と高い

相関を示すと思われる。また日常的解離尺度はNDIと

項目内容，非病理的体験ということが共通し，DES－T

とは内容は類似しているものの，その病理的か否かが異

なることから，NDIと高い相関，　DES－Tと低い相関を

示すと思われる。以上から，日常的解離尺度との関連に

おいて，高い方からNDI，日常的離人尺度，日常的分

割投影尺度，DES－Tの順に相関する，という大小関係

を示すと思われる（調査1）。

2．日常的解離尺度における項目内容の「正常性」に

　　ついて

　本研究で主に用いる尺度は，解離性体験尺度のような

病理のスクリーニングを主たる目的とするものでなく，

健常者がどのように個人の中で各心理機制を用いている

かを測定するものである。日常的解離尺度での対象は，

健常者が体感する非病理的，あるいは病理性の軽度な解

離であることから，日常的解離尺度が測定する病理レベ

ルと，病理のスクリーニングを目的とする解離性体験尺

度が測定する病理レベルは当然異なっていなければなら

ない。これは日常的分割投影尺度，日常的離人尺度にも

通じるものである。しかし舛田・中村（2005）では，各尺

度の項目内容の病理レベルについて全く検討されていな

い。

　そのため本研究では各尺度の記述内容がどの程度一般

的に正常なものとみなされるかについての「正常イメー

ジ度」も同時に測定する。「正常イメtジ度」とは「こ

の項目についてあなたはどのくらい一般的に正常（健康）

と思うものか」を5件法で質問するものである。ここで

は日常的解離尺度，日常的分割投影尺度，日常的離人尺

度の正常イメージ度が，解離性体験尺度のNDI（正常

解離指標），DES－T（病的解離指標）の正常イメージ度

と異なることを確認する。以上から日常的解離尺度，日

常的分割投影尺度，日常的離人尺度は，解離性体験尺度

のNDI，　DES－Tより高い「正常イメージ」得点を示すと

思われる。（調査2）

調査1　方　法

調査協力者：大学生274名（男性90人，女性176人，不明

8人，平均年齢19．56歳，標準偏差．841）

使用尺度

　①日常的解離尺度短縮5項目版（舛田・中村，2005）……

日常的な健忘，自動化，身体化，使い分けなど主に無意

識的で非病理的な解離頻度を測定する。舛田・中村（20

05）によって構成概念妥当性が検討された短縮5項目版

を「あてはまらない（1点）」～「あてはまる（5点）」

までの5件法で測定した。ただし画面1“テレビを見た

りゲームで遊んだりし終えると，その間周りで何が起こっ

ていたのか分からない“は日常的分割投影尺度項目と内

容的重複と思われるため削除したため，計4項目となっ
た。

　②日常的分割投影尺度短縮8項目版（舛田・中村，

2005）……自分の中の分割，対象の分割，投影同一化等，

健常者において日常的に起き得る現象を測定する。舛田・

中村（2005）によって構成概念妥当性が検討された短縮8

項目版を「あてはまらない（1点）」～「あてはまる

（5点）」までの5件法で測定した。

　③日常的離人尺度：須永（1996），田辺（2003）等の離人

に関する各種文献を参考に，健常者に日常的に起る離人

項目を作成。「疎外感」11項目と「非現実感」7項目の

2因子18項目を「あてはまらない（1点）」～「あては

まる（5点）」までの5件法で測定した。

　④解離性体験尺度（Dissociative　Experiences　Scale：DES，

Berstein＆Putnam，1986）：健忘・現実感喪失・離五感・

空想・没入・苦痛の無視の経験等，非病理的から病理的

へと連続した解離傾向を測定する。日本語版28項目（田

辺，1994）についてどのくらいあるかを，「そういうこと

はない（0％）」～「いつもそうだ（100％）」の11件法で

評定させた。またその28項目の内，8項目は病的解離を

示す項目（DES－T），20項目は健常者にも起こり得ると

される内容項目（Nomlal　dissociative　Index：NDI）といっ

たように分類されることが統計的に示されている
（Waller，　Putnam，＆Carlson，1996）。本研究では解離，分

割投影，離人感の日常性，非病理性との関連について細

かく検討するため，解離性体験尺度をNDI，　DES－Tに分

類し，検討する。

調査1　結果・考察

日常的離人尺度の検討

　非病理的で日常的な尺度であることを考慮して，全18

項目について平均値±2SDを計算し，フロア効果が起

きていた項目（item　48，54，5761，62）と「没頭」体験と

内容が重複すると思われる項目（item　56：人の声がまわ

りに流れていても，感じないときがある）を削除した。

残りの12項目について2因子と指定した確認的因子分析

（主因子法・プロマックス回転）を行った結果，仮定し

ていた尺度構成が支持されなかった。そこで，探索的因

子分析を行うこととした。固有値の減衰状況は，3．937，

1．294，1．123，．910……というものであった。また因子の．
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　　　　　　　　　　Table　1
日常的離人尺度の因子分析結果（主因子法 回転なし）

項目内容 負荷量　共通性

日常的離人尺度

49自分のことでもひとζとのように感じてしまう

51起きていてもまるで夢の中にいるような感じがある

53知っている場所のはずなのに，そんな気がしない

55目の前の現実を夢のように感じる

58今自分が話したことなのに，自分が言ったとは思えないことがある

59自分が現実世界から取り残された（切り離された）感じがする

60周りの世界は自分とは関係なく動いている気がする

63これまで親しかった人やものが，突然なんとなく疎遠に感じるようになった

64集団の中にいるのに，一人でさびしい感じがする

65離れたところがら自分をみている気がよくする

．530

．624

．414

．621

．526

．713

．541

．568

，542

．556

．281

．389

．171

．385

．276

．508

．293

．323

．294

．309

累積寄与率 38．866

削除項目（フロア効果、内容的妥当性、因子負荷量35以下）

48自分が現実世界にいないように感じたことがある（フロア効果）

50自分がしっかりと生きていると実感している（．35以下）　※逆転項目

52精神的に苦痛だったりショックな出来事なのに，わりと自然に受け入れられた（．35以下）

54何度もきている場所なのに，初めてきた気がすることがある（フロア効果）

56人の声や音楽がまわりで流れていても，感じないときがある（内容的妥当性）

57自分の体がロボットのようにぎくしゃく感じるときがある（フロア効果）

61まるで自分が違う世界にいて，遠くから自分をながめている気がする（フロア効果）

62瞑想をよくしたり，またしているような気がすることがよくある（フロア効果）

　　　　　　　　　Table　2
各尺度の平均，SD，得点範囲， α係数（N＝274）

平均 SD 得点範囲 α係数

日常的解離（4項目）

日常的分割投影（8項目）

日常的離人（10項目）

NDI（20項目）

DES－T（8項目）

3．14

2．64

2．60

24．20

11．35

　．80

　．66

　．77

13．35

13．46

1－5

1－5

1－5

0　一　100

0－100

．56

．68

．82

．88

．77

解釈可能性を考慮したところ，1因子として解釈するこ

とが適当と判断した。項目負荷量．が．35以下の項目（item

50：自分がしっかりと生きていると実感している，item

52：精神的に苦痛だったりショックな出来事なのに，わ

りと自然に受け入れられた）を削除し，残りの10項目に

対して再度1因子解を指定した因子分析（主因子法回

転なし）を行った。因子パターンをTable　1に示す。以

上のことから，以下の分析では日常的離人尺度を1因子

構造，計10項目として分析を進める。

　内的整合性を検討するためにα係数を算出したところ，

日常高鍋人尺度でα＝．82，と充分な値を示した。また日

常的解離尺度，日常的分割投影尺度のα係数を算出した

ところ，順に．56，．68となった。これら信頼性が若干低め

の結果となった点に不安は残る。しかし舛田・中村（20

05）で示されたように，尺度短縮版では信頼性がある程

度低く算出されることを考慮し，両尺度とも上記項目の
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まま分析を進める。他尺度のα係数と合わせてTable　2

に示す。NDI，　DES－Tは十分な信頼性を示した。よって

他尺度はオリジナルの尺度構成のまま分析を進めること

とした。各尺度に対応する項目平均値を算出し，各尺度

得点とした。男女差の検討を行ったところ，全尺度とも

有意な差はみられなかった。

日常的解離尺度と他尺度との関連性について

　各尺度間の相関についてピアソンの積率相関係数を用

いた。以下日常的解離尺度と他尺度との関連について検

討していく。（Table　3）

　日常的解離尺度については，日常的分割投影尺度との

相関は．320（p＜．001），日常的離人尺度とは．396，NDI

とは．370（p＜．001）といずれも中程度の相関，DES－T

とは．207（p＜．001）とやや低い相関が示された。これら

の相関値の大小関係は，DES－Tのような病理的な体験

を測定する尺度と，日常的分割投影尺度，日常的離人尺

度，NDIといった健常者の日常的な体験を測定する尺

度との関連の違いを示唆していると思われる。しかし日

常的解離尺度におけるNDI，日常的離人尺度，日常的

分割投影尺度との相関値の違いは本研究の仮説と異なり

明確でなく，近接概念との差異は明確には示されていな

い。日常的解離尺度において，最も近接した概念である

NDIと，日常的離人尺度との相関は，ほぼ同程度の値

を示している。このことから日常的解離尺度（短縮版）は

病理・非病理の弁別力はあるものの，近接概念との弁別

性の弱さが示唆された。

　日常的分割投影尺度については，日常的離人尺度との

相関は．298，NDIとは．239，　DES－Tとは．233となり，舛田・

中村（2005）とほぼ同様の結果となった。また日常的離人

尺度については，NDIとの相関は．545，　DES－Tとは．478

となった。これらから，本研究で作成した日常的離人尺

度と解離性体験尺度が非常に密接した概念関係にあるこ

とが示唆された。

調査2　方　法

　調査協力者，使用尺度ともにく研究2＞と同じである。

各尺度項目について「この項目についてあなたはどのく

らい一般的に正常（健康）と思いますか？」と問い，

「そう思う（5）」～「全く思わない（1）」の5件法で回

答させた。

調査2　結果・考察

　三尺三間の正常イメージ度の得点に差があるかどうか

について分散分析を行った（Table　4）。その結果，尺度

の主効果は有意であった（F（3，838）；232．42，p＜．001）。

Bonferroni法を用いた多重比較によると，全ての尺度間

で有意な差が認められた。日常的解離尺度における正常

イメージ度の平均は，日常的分割投影尺度，日常的離人

尺度，NDI，　DES－Tの平均よりも有意に高かった（Mse＝

．245，p＜．05）。また日常的分割投影尺度，日常的離人尺

度における正常イメージ度の平均は，NDI，　DES－Tの

　　Table　3

各得点間の相関

1 2 3 4 5

1．日常的解離

2．日常的分割投影

3．日常的離人

4．NDI

5．DES－T

．320　＊＊ ．396　＊＊

．298　＊＊

．370　＊＊

．239　＊＊

．545　＊＊

．207　＊＊

．233　＊＊

．478　＊＊

．734　＊＊

＊＊ 垂ｭ．0014．NDIと5．DES－Tはいずれも解離性体験尺度（Berstein＆Putnam，1986）28項目からWaller　et

　al．（1996）が抽出し標準化した正常解離指標（NDI），病的解離指標（DES－T）である。

　　　　　　　　　　　　　　　Table　4
各尺度の正常イメージ度の平均点，SD（N＝274，得点範囲は全て1－5点）

日常解離　日常分割投影日常清汁人 NDI DES　一T

平均

SD

2．96

．70

2．82

．58

2．69

．67

2．42

．61

1．90

．65
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平均よりも有意に高かった（Mse＝，245，　p＜．001）。これ

らの結果は仮説と一致するものであった。このことから

日常的解離尺度，日常的分割投影尺度，日常的離人尺度

の項目は大学生のような健常者には，日常的で，比較的

正常（健康）な体験と認識される項目内容であることが

確認された。

総合考察
　本研究では健常者の解離に着目し，類似概念である分

割投影，離人血との弁別的妥当性，各尺度の項目内容に

ついて検討することを目的とした。

　まず日常的解離尺度（短縮版）の項目内容については，

調査1で日常的解離尺度は日常的分割投影尺度，日常的

離人尺度，NDIといった健常者にも生じる項目を集め

た尺度とは中程度の相関，逆に病理項目を示すDES－T

とは低い相関を示したこと，、調査2の．「正常イメージ度」

についても日常的解離尺度は日常的分割投影尺度，日常

出離人尺度，NDI，　DES－Tよりも高い得点を示したこと

から，ある程度は健常者に生じる水準の項目内容を揃え

ている尺度だといえる。今後日常的解離尺度については，

解離性体験尺度との併用による臨床群と健常群との比較，

心理臨床家や医師といった専門家による内容的妥当性の

検証などを行い，密なる尺度の精緻化に向けて検討する

ことが望ましい。

　しかし日常的解離尺度（短縮版）は，弁別的妥当性の問

題についていくつかの課題を残すこととなった。まず日

常的解離尺度は，日常的離人尺度，NDI，日常的分割投

影尺度の順に相関は低くなっており，最も近接した概念

であるはずのNDIとの相関と，日常的離人尺度との相

関がほぼ同程度，という仮説と異なる結果となった。こ

の結果については，日常的解離尺度，日常的離人尺度は

いずれも筆者らが作成したものであるために，自然とそ

の意図する項目内容自体が作成・抽出の地点で重複した

可能性が考えられる。しかし一方で，日常旧離人尺度も

NDIと高い相関を示しており，そもそも日常的解離尺

度，日常的離人尺度の尺度項目と解離性体験尺度内の

NDIの尺度項目がどのように異なるかが明確でなく，

更には各尺度の構成概念自体の弁別の不充分さが，この

日常的解離尺度の弁別的妥当性の不充分さを示している

とも考えられる。そのようなことから今後は項目自体の

類似性に注意しながら，日常的解離尺度が目指す構成概．

念と解離性体験尺度が目指す構成概念がどのように異な

るか（異なるべきか）を再検討する必要があろう。そし

て性格傾向等の他尺度との関連を見ながら，日常的解離

尺度と解離性体験尺度の間でどのような差異が生まれる

ことが，日常的解離尺度の弁別性にふさわしいかを考え

ていくことが重要であろう。

　また日常的解離尺度は，日常的分割投影尺度よりも日

常的離人尺度と高い相関を示した。この結果は離人が，

分割投影を主機制とする境界性人格障害に代表される

「外傷性精神障害」に共通するもの（田辺，2003）とする

よりも，DSM－IV（APA，1994）で「解離性障害」の中に

「離人性障害」が含まれているように，他と比べて解離

とより密接な関係にあることを示唆している。しかしそ

の相関値の差も明確でないように，単に日常的解離尺度

における分割投影，離温感との弁別性の弱さを示してい

るだけとも考えられる。例えば日常的解離尺度（短縮版）

は解離の多特性概念を捉えきれていないため，分割投影

と離人との弁別力が曖昧になっている，といった考え等

である。田辺（2002）は，解離に離人，没頭，空想，健忘，

転換，自動化，熱狂的体験などの多特性が含まれており，

冒頭で述べたように解離を定義づけること自体が非常に

困難であることを指摘している。

　しかし，そのような多特性で解離という概念をより詳

細に把握することができるならば，多少ゆるやかな定義

づけになったとしても，他概念との弁別が進み，Clの

解離に関する特徴を正確に把握でき，多面的なCl理解

が促されるのではないだろうか。もし多特性を考慮した

日常的解離尺度を用いた上で本研究と同様の，もしくは

より明確な相関結果が得られたのならば，本研究で示唆

された「離人は，解離概念に含まれる下位因子である」

という主張に基づいた明確な弁別的妥当性を示すことが

できるだろう。よって今後はこのような日常的解離尺度

の広範囲な因子構造を考慮した上で，解離と離人感，分

割投影の共通点や相違点について詳細に検：召していくこ

とが必要であろう。

　また尺度の弁別性の弱さは，日常的解離尺度（短縮版）

の信頼性の低さとも関連していると思われる。これは，

分割投影尺度との弁別性を念頭において類似項目を1項

目削除したことも多少影響していると思われるが，舛田・

中村（2005）でも同様の低さを示したことを考慮すると，

解離という多特性概念自体を短縮版という少数項目で検

討することに限界があるのではないかと再考される。尺

度の短縮版は，心理臨床現場で被実施者に影響が少ない

こと，またその簡易性に利益があるとは思われるが，尺

度の精密性を考えるならばある程度の項目数によって多

特性をカバーすることが必要であろう。

　以上から，本研究では日常的解離尺度（短縮版）につい

て，既存の尺度とは異なる「健常者に生じる非病理的，

ないし比較的軽度な病理の項目内容を中心とした尺度」

ということを実証的に示す事ができたものの，解離性体

験尺度（特にNDI）との項目内容，更には方向付けされ

た構成概念の違いの曖昧さ，尺度上での分割投影，離人

感といった類似概念との弁別性の弱さ，短縮版尺度自体

の信頼性の不充分さどいったいくつかの課題が示唆され
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た。今後日常的解離尺度は，まずは尺度が目指すべき構

成概念の特徴を明確にし，そして様々な内容を含んだあ

る程度の項目数を揃えることで，解離の多因子という特

徴を保持することが重要と思われる。そのような多項目

による試みは，日常的で，軽度の解離を多特性的に捉え

ることを捕捉し，ひいては比較的健康度の高いClを対

象に，日常的解離という概念を用いて多面的に理解しよ

うとする試みにつながる臨床的意義があるものと思われ

る。
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