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問題と目的

　ポジティブ心理学の興隆に伴い（Seligman, Steen, Park, 

& Peterson, ₂₀₀₅），「感謝」が心理学的に研究されるよう
になり，国内外を問わず，教育現場における「感謝の
教育」が実践されている（藤枝・相川, ₂₀₁₂, ₂₀₁₃; Wong, 

McKean Blackwell, Goodrich Mitts, Gabana, & Li, ₂₀₁₇）。
　「感謝」は，特性感謝と状態感謝に大別される（Watkins, 

Van Gelder, & Frias, ₂₀₀₉）。特性感謝とは，「個人が得たポ
ジティブな経験や結果において，他者の善行の役割に
対して感謝感情を抱いたり，気がついたりする傾向」
と定義され，感謝感情を抱く個人差の程度を表す個人
特性を意味する（McCullough, Emmons, & Tsang, ₂₀₀₂）。他
方，状態感謝は，「個人に何らかの良いことが起きたと
きに，そこで得られた利益は他の存在のおかげである
と，個人が気づくことで生じる感情である」と定義さ
れ，個人が特定の状況下で抱く感謝感情を意味する
（Watkins, ₂₀₀₇）。この定義にある「他の存在」には，人
間だけでなく神や自然現象などのあらゆる対象が含ま
れているが，本研究では，他者への感謝感情に焦点を
絞り，この感謝感情の定義は「他者のおかげで望まし
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感謝表出スキルの実行が孤独感の低減に及ぼす効果
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　本研究の目的は，感謝表出スキルの実行が孤独感の低減に及ぼす効果を質問紙調査と介入実験によっ
て検討することであった。研究 ₁の質問紙調査では，感謝表出スキルの実行が知覚されたサポートを媒
介して孤独感の低減に及ぼす効果を検討した。研究 ₁の結果は，感謝表出スキルの実行が知覚されたサ
ポートを媒介して孤独感の低減に及ぼす効果を示した。研究 ₂は，研究 ₁の結果を介入実験によって検
討した。研究 ₂の介入実験では，ソーシャルスキル・トレーニングの手法によって感謝表出スキルの実
行を促し，感謝表出スキルの実行が知覚されたサポートの向上と孤独感の低減に及ぼす効果を検討した。
研究 ₂の結果は，感謝表出スキルの実行には，孤独感の低減に及ぼす効果が一定程度あることを示唆し
た。以上の ₂つの研究の結果を総合すれば，本研究は，感謝表出スキルの実行が孤独感の低減に及ぼす
効果を実証したと言える。
キーワード：感謝表出スキル，孤独感，知覚されたサポート，ソーシャルスキル・トレーニング，ポ
ジティブ心理学

い状況の獲得もしくは悪い状況の回避がなされたと認
知することで生じる肯定的な感情」という定義（吉野・
相川, ₂₀₁₈）に従う。
　他者への感謝感情は，他者との関係性の価値に気づ
かせ，その他者の肯定的な側面を想起させ，その他者
との関係性を強める（Algoe, ₂₀₁₂）。この感謝感情を強く
抱く者，つまり特性感謝が高い者は，他者との社会的
なつながりに気づきやすく，孤独感の低い者であるこ
とが，いくつかの相関研究で明らかになっている
（Caputo, ₂₀₁₅; Ni, Yang, Zhang, & Dong, ₂₀₁₅; O＇Connell, O＇Shea, 

& Gallagher, ₂₀₁₆）。これらの研究における孤独感とは，
他者との社会的なつながりが感じられないと主観的に
知覚することであり，Peplau & Perlman（₁₉₈₂ 加藤監訳
₁₉₈₈, p. ₁₀）の理論的枠組みによれば，個人の対人相互
作用に関する現実の達成レベルが，理想の願望レベル
と一致しない時に生じる主観的で不快な経験を意味す
る。彼らの理論的枠組みは，孤独感を認知的立場に基
づいて定義しており，この孤独感は，（a）願望レベル
の変化，（b）達成レベルの変化，（c）両レベルの違い
の重要性や，違いの程度についての知覚の変化，のい
ずれかの方略で低減することが可能である（諸井, ₁₉₈₉）。
本研究も，Peplau & Perlman（₁₉₈₂ 加藤監訳 ₁₉₈₈, p. ₁₀）

に従って孤独感を捉える。この捉え方から，孤独感の
低減は，当人の対人相互作用の達成レベルが願望レベ
ルに近づいたと認知させることで可能になると考えら
れる。
　これまでの特性感謝と孤独感との相関研究は，特性
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感謝という個人特性と孤独感との関連を検討している
に過ぎない。つまり，感謝感情を抱きやすい個人は孤
独感が低いことを示しているだけで，感謝感情が原因
で孤独感が低いのか，孤独感が低いことが原因で感謝
感情が高いのかは明らかにされていない。感謝感情の
効果を実証するには，感謝感情が高まると孤独感が低
減するという因果関係を示す必要がある。
　感謝感情と孤独感との因果関係は，まず，個人が抱
いた感謝感情が，言語的・非言語的行動として表出さ
れ（Yoshimura & Berzins, ₂₀₁₇），次いで，この感謝表出行
動が，他者との関係性を強め，当人の対人相互作用の
達成レベルが願望レベルに近づいたと認知されて，孤
独感が低減するという過程であると考えられる。これ
に対して従来の研究は，感謝表出行動の実行が，他者
との関係を維持したり（Lambert & Fincham, ₂₀₁₁），対人
関係の満足感をもたらしたりする（Algoe, Fredrickson, & 

Gable, ₂₀₁₃）ことは明らかにしているが，感謝表出行動
の実行が孤独感の低減に及ぼす因果的な効果について
は直接，検討していない。感謝表出行動の実行が孤独
感の低減に及ぼす因果的な効果を明らかにすれば，感
謝表出行動を促すことで，孤独感を低減しようとする
教育実践やトレーニングの効果について，実証的根拠
を提供できる。
　ところで，感謝表出行動は，社会的状況の影響を受
ける（McCullough, Kilpatrick, Emmons, & Larson, ₂₀₀₁）ため，
社会的状況にとって一定の適切性がある感謝表出行動
を実行することが望ましい。感謝表出行動の実行が，
社会的状況にとって適切であったときに初めて，他者
との関係を改善させ，孤独感を低減させる効果を発揮
する。つまり，感謝表出行動の実行が孤独感を低減す
るには，感謝感情の表出に，社会的状況に関する適切
性と，対人目標の達成に関する効果性を備えたソー
シャルスキル（相川, ₂₀₀₉）が要求されるのである。そこ
で酒井・相川（₂₀₁₇）は，感謝表出行動をソーシャルス
キルの観点から捉えて，「感謝表出スキル」という概念
を提唱している。本研究でも酒井・相川（₂₀₁₇）に準じ
て，この概念を用いる。本研究では，感謝表出スキル
を，「個人が，他者から何らかの利益を受け取ったと認
知したことによって生じた感情を，社会的状況にとっ
て適切，かつ対人目標の達成にとって効果的に表出す
るために用いる言語的・非言語的な行動レパートリー」
と定義する。
　感謝表出スキルは，様々なソーシャルスキルの中で，
他者に対する感謝感情を認知してから表出に至るまで
の一連の目標志向的な行動を仮定した概念である。感

謝表出スキルは，感謝感情の表出に力点を置いた概念
であるが，意識的な身体反応のみを対象とするのでは
なく，学習を繰り返すことによって次第に自動化し，
無意識的に実行されている言語的・非言語的行動も含
んだ概念である。また，「感謝表出スキルの実行」と
は，個人が他者から何らかの利益を受け取ったと認知
したことによって抱いた感謝感情を，社会的状況に
とって適切であり，対人目標の達成にとって効果的に
表出するための行動レパートリーを選択し，目標志向
的に表出することを意味する。
　以上の議論を踏まえて，本研究は，感謝表出スキル
の実行が孤独感の低減に及ぼす因果的効果を，質問紙
調査（研究 ₁）と介入実験（研究 ₂）によって検討する。
　研究 ₁の質問紙調査は，次のような先行研究の知見
を根拠に行う。Ni et al. （₂₀₁₅） は，特性感謝が「知覚さ
れたサポート」を媒介して孤独感を低減することを横
断調査によって明らかにしている。また，Segrin, 
McNelis, & Swiatkowski （₂₀₁₆） は，包括的に捉えた
ソーシャルスキル全般が「知覚されたサポート」を媒
介して心理的苦痛を低減させることを縦断調査によっ
て明らかにしている。これらの先行研究における「知
覚されたサポート」とは，「個人が必要だと思う時にサ
ポートが得られるという入手可能性や期待のこと」で
あり（福岡, ₂₀₁₀），孤独感と負の相関関係が示されてい
る（McWhirter, ₁₉₉₀; 和田, ₁₉₉₂）。これらの先行研究を根
拠に，研究 ₁の質問紙調査では，感謝表出スキルの実
行が，個人を取り巻く他者からのサポートを知覚させ
て，この知覚されたサポートを媒介し，当人の対人相
互作用の達成レベルが願望レベルに近づいたと認知さ
せて，孤独感を低減させると予測する。
　研究 ₂の介入実験は，次のような先行研究の知見を
根拠に行う。ソーシャルスキル・トレーニング（Social 

Skills Training，以下，SSTと表記する）は，特定のソーシャ
ルスキルの実行を促すことで孤独感を低減させる効果
があることが実証されている（Adams, Openshaw, Bennion, 

Mills, & Noble, ₁₉₈₈; 相川, ₁₉₉₉）。また，感謝した事柄を実
験参加者に数え上げさせる介入は，ウェルビーイング
を高めることが実証されている（Emmons & McCullough, 

₂₀₀₃; Rash, Matsuba, & Prkachin, ₂₀₁₁）。これらの知見を踏
まえると，SSTの手法を用いて感謝表出スキルの実行
を促すトレーニング（以下，感謝表出スキル・トレーニング
と表記する）を行えば，対人関係におけるウェルビーイ
ングの指標の一つである孤独感を低減させることがで
きると考えられる。
　そこで研究 ₂では，SSTの手法を用いて感謝表出ス
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キル・トレーニングを行ない，実験参加者に感謝感情
を他者に表出する感謝表出スキルの実行を促し，実験
参加者の孤独感を低減できるか否かを検討する。感謝
表出スキル・トレーニングを行うことで孤独感を低減
できれば，感謝表出スキルの実行が孤独感の低減に及
ぼすという因果関係を介入実験によって実証できたこ
とになる。また，これが実証できれば，国内外を問わ
ずに実践されている「感謝の教育」の効果について実
証的根拠を与えることができる。

研究 1

　研究 ₁では，「感謝表出スキルの実行は，知覚された
サポートを媒介して，孤独感を低減させる」という作
業仮説を立て，この仮説を質問紙調査によって検討し
た。

方　　　法

調査回答者
　関東圏内の国立大学に所属する学生 ₄₂₂ 名（男性 ₂₂₁
名，女性 ₁₈₆ 名，性別未記入 ₁₅ 名）であった。
質問紙調査の手続きと倫理的配慮
　質問紙調査は，「大学生の日常生活に関する調査」と
いう名目のもと，大学の講義前後を利用した集団調査
形式で実施した。質問紙の回答依頼時には，文書と口
頭で質問紙調査について説明し，回答への承諾を得た。
質問紙調査時の倫理的配慮としては，「回答は強制では
なく任意である」「調査結果は調査回答者の成績等に影
響しない」「調査結果は研究のみに利用し，全ての回答
は統計的に処理される」「調査結果は厳重に保管され
る」「調査協力に同意した後でも，不利益を受けずに調
査回答者になることを撤回できる」などを明示した。
研究 ₁は，所属機関の研究倫理委員会の承認を得た上
で実施した。
質問紙の構成
　質問紙は，以下の尺度および，性別と年齢を尋ねる
項目で構成し，以下に述べる順序で実施した。
　孤独感　改訂版 UCLA孤独感尺度（Russell, Peplau, & 

Cutrona, ₁₉₈₀）の工藤・西川（₁₉₈₃）による邦訳版の ₂₀
項目全てを用いた。教示は，「あなたは普段から，以下
のそれぞれの項目についてどのように感じています
か？　以下の ₂₀ 項目に対して最もあてはまると思う数
字に〇をつけてください。」であった。工藤・西川
（₁₉₈₃）の尺度は ₄件法で回答を求めているが，研究 ₁
では，各回答者の孤独感の程度の違いを詳細に反映さ
せるために，₈件法（₁：全くあてはまらない，₂：ほとんど

あてはまらない，₃：あてはまらない，₄：あまりあてはまらない，

₅：ややあてはまる，₆：あてはまる，₇：かなりあてはまる，₈：

非常にあてはまる）で回答を求めた。
　知覚されたサポート　片受・大貫（₂₀₁₄）の大学生用
ソーシャルサポート尺度の ₂₃ 項目全てを用いた。この
尺度は，大学生の評価的サポート，情報・道具的サ
ポート，情緒・所属的サポートを網羅した「知覚され
たサポート」を測定する尺度である。教示は，「日頃か
らあなたと付き合いのある人たちは，あなたに対して
以下のそれぞれの項目に関することをどの程度してく
れていると思いますか？　以下の ₂₃ 項目に対して最も
あてはまると思う数字に〇をつけてください。」であっ
た。片受・大貫（₂₀₁₄）の尺度は ₄件法で回答を求めて
いるが，研究 ₁では，天井効果を防ぐために，孤独感
尺度と同様の ₈件法で回答を求めた。
　感謝表出スキル　酒井（₂₀₁₈）と酒井・相川（₂₀₁₇）
は，大学生を対象に面接調査をして社会的妥当性を確
保しつつ，ソーシャルスキルの研究者 ₂名の合議によ
る専門家評定によって一定の内容妥当性も担保して，
感謝感情を表出する際に用いる言語的，非言語的な行
動レパートリーを収集した。研究 ₁での感謝表出スキ
ルの実行の程度を測定する項目は，この結果を参考に
して作成した。その結果，感謝表出行動の「言語的表
出」「非言語的表出」「返礼行動」の ₃要素から成る ₁₀
項目を作成した（Table ₁）。
　教示は，「あなた自身についてお聞きします。あなた
が，だれかに感謝したときに，あなたは以下の ₁₀ 項目
について，どの程度，実行していますか？　「まったく
実行していない」から「いつも実行している」までの
うち，最もあてはまると思う数字に〇を付けてくださ
い。」であった。回答は，天井効果を防ぐために ₈件法
（₁：まったく実行していない，₂：ほとんど実行していない，₃：

実行していない，₄：あまり実行していない，₅：ときどき実行し

ている，₆：実行している，₇：だいたい実行している，₈：いつ

も実行している）で求めた。

結果と考察

　分析対象者は，調査回答に欠損がなかった，男性
₂₀₂ 名，女性 ₁₇₁ 名，性別不明 ₉名の計 ₃₈₂ 名（平均年
齢 ₁₉.₅₀ 歳, SD＝₁.₁₃）であった₁。

₁  調査回答者 ₄₂₂ 名と分析対象者 ₃₈₂ 名との差が ₄₀ 名（調査
回答者の ₉％）であったのは，質問紙調査を行う際に，倫理的
配慮を説明したことで，回答を途中で放棄した者が出たためで
あった。
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測定指標について
　感謝表出スキルの実行の程度を測定する ₁₀ 項目が ₁
因子性を仮定できるか否かを検討するために，主成分
分析を行った（寄与率 ₄₉.₄₆％）。その結果は，Table ₁ の
通りであった。感謝表出スキルを測定した ₁₀ 項目の α
係数は，α＝.₈₈ であったため，₁₀ 項目の合計得点の平
均を感謝表出スキル得点とした（M＝₅.₆₃, SD＝₁.₀₀）。
　知覚されたサポートを測定した ₂₃ 項目の α係数は，
α＝.₉₇ であったため，₂₃ 項目の合計得点の平均を知覚
されたサポート得点とした（M＝₅.₈₄, SD＝₁.₀₂）。
　孤独感を測定した₂₀項目のα係数は，α＝.₉₂であっ
たため，₂₀ 項目の合計得点の平均を孤独感得点とした
（M＝₃.₁₆, SD＝₀.₉₄）。
感謝表出スキルの実行が孤独感の低減に及ぼす効果
　研究 ₁の作業仮説を検討するために，清水・荘島
（₂₀₁₇）に従って，媒介分析を行った。媒介分析では，
まず，感謝表出スキルから孤独感への単回帰分析を
行った。その結果，感謝表出スキルは孤独感を有意に
予測した（β＝-.₅₁, p＜.₀₀₁, R ₂＝.₂₆）。次に，感謝表出ス
キルから知覚されたサポートへの単回帰分析を行った。
その結果，感謝表出スキルは知覚されたサポートを有
意に予測した（β＝.₅₅, p＜.₀₀₁, R ₂＝.₃₁）。続いて，感謝表
出スキルと知覚されたサポートを独立変数，孤独感を
従属変数とする重回帰分析を行った。その結果，感謝
表出スキルと知覚されたサポートは，孤独感を有意に
予 測 し た（順 に，β＝-.₁₃, p＜.₀₁; β＝-.₆₇, p＜.₀₀₁, R ₂＝ 

.₅₆）。最後に，感謝表出スキルが知覚されたサポート
を媒介して孤独感に及ぼす間接効果について，ブート
ストラップ法（標本数 ₂,₀₀₀）を行った。その結果，間接
効果（-.₇₀）は有意であり（p＜.₀₀₁），間接効果の信頼区
間は ₉₅％ CIbs［-.₈₅, -.₅₅］であった。媒介分析の間接
効果と信頼区間は，Hayes （₂₀₁₃） の PROCESSを用い
て算出した。

　以上の媒介分析の結果を Figure ₁ に図示した。
Figure ₁ は，感謝表出スキルの実行が，知覚されたサ
ポートを媒介して孤独感を低減させる効果を示してお
り，研究 ₁の仮説を支持する結果であった。なお，
Figure ₁ は，完全媒介モデルではなく，部分媒介モデ
ルである（Baron & Kenny, ₁₉₈₆）ことから，感謝表出スキ
ルの実行は直接，孤独感を低減することも示唆された。
　研究 ₁の結果から，個人が感謝表出スキルを実行す
れば，当人を取り巻く他者からサポートを受けている
ことに気づけるため，当人の対人相互作用の達成レベ
ルが願望レベルに近づいたと認知して孤独感を低減で
きると言える。
　Ni et al. （₂₀₁₅） は，「感謝」を個人特性と捉えて，特
性感謝と知覚されたサポートとの関連を検討したが，
状態感謝の表出については検討していなかった。また，
Segrin et al. （₂₀₁₆） は，包括的に捉えたソーシャルスキ
ル全般が心理的苦痛を低減させる効果を検討している
が，感謝表出スキルという特定のソーシャルスキルの
効用については検討していなかった。これに対して研
究 ₁は，状態感謝の表出を学習可能な感謝表出スキル
と捉えて，感謝表出スキルの実行が，知覚されたサ
ポートという認知的評価を肯定的に変化させ，その結
果，当人の孤独感を低減させることを実証した点に意

Table 1　感謝表出スキルの実行に関する項目

質問項目（α＝. ₈₈） F₁ M SD

 ₇ 私は，お礼として相手を手助けする .₈₂ ₅.₈₇ ₁.₂₇
 ₆ 私は，お礼として相手に親切にする .₈₀ ₅.₈₃ ₁.₃₁
 ₃ 私は，相手に微笑みながら，感謝の気持ちを伝えている .₇₈ ₅.₉₉ ₁.₄₄
 ₈ 私は，お礼として相手に協力する .₇₇ ₅.₉₃ ₁.₂₉
 ₄ 私は，相手の目を見ながら，感謝の気持ちを伝えている .₇₂ ₅.₈₈ ₁.₅₃
 ₁ 私は，相手に「ありがとう（ございます）」と言って，感謝の気持ちを素直に伝えている .₆₈ ₆.₅₄ ₁.₂₀
 ₅ 私は，相手にジェスチャー（身振り手振り）を使って，感謝の気持ちを伝えている .₆₅ ₅.₃₆ ₁.₅₇
 ₉ 私は，お礼として相手にプレゼントをあげる .₆₀ ₄.₆₆ ₁.₇₂
 ₂ 私は，お礼として相手に食べ物をあげる .₅₉ ₅.₄₃ ₁.₄₄
₁₀ 私は，相手に「ありがとう（ございます）」という以外の言葉で，感謝の気持ちを伝えている .₅₈ ₄.₈₀ ₁.₆₇

感謝表出スキル 孤独感

知覚されたサポート
（ ）-.54（-.67）***

（ ） → （ ）-.95（-.51）*** → -.25（-.13）**

間接効果＝ , ％ 間接効果＝-.70***, 95％    [-.85, -.55]

（ ）1.30（.55）***

   [-.85, -.55]％ ％ ％ ％    [-.85, -.55]   [-.85, -.55]   [-.85, -.55]   [-.85, -.55]   [-.85, -.55]

Figure 1  感謝表出スキルの実行が孤独感の低減に及
ぼす効果

注）　括弧内の値は標準化偏回帰係数を示す。
**p＜.₀₁　***p＜.₀₀₁
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義がある。
　研究 ₁の結果は，個人に感謝表出スキルの実行を促
す介入を行えば，知覚されたサポートを高め，孤独感
を低減させる効果が期待できることを示唆している。
研究 ₂は，この示唆を介入実験によって実証しようと
するものである。

研究 2

　研究 ₂の目的は，感謝表出スキル・トレーニングを
行い，感謝表出スキルの実行が，知覚されたサポート
を高め，孤独感の低減に及ぼす効果を介入実験によっ
て検討することであった。
　介入実験として行う研究 ₂の感謝表出スキル・ト
レーニングは，実験室に実験参加者を呼んで直接，面
談して行う対面トレーニングと，実験参加者にホーム
ワークとして課して行う自己監視法の ₂つの方法で構
成した。自己監視法は，トレーニングの実験参加者自
身に，いつ，どこで，誰に，ターゲットスキルを実行
したかを長期的に記録するよう求めて，スキルの般化
を高める手法である（相川, ₂₀₀₉）。SSTの効果は，ター
ゲットスキルの般化の程度で確認できると言われてい
るので（Fox & McEvoy, ₁₉₉₃），自己監視法により，日常
生活で感謝表出スキルを実践すれば，他者からのサ
ポートを受けていることに気づきやすくなり，知覚さ
れたサポートを高め，孤独感を低減できると考えられ
る。また，自己監視法で，感謝表出スキルの実践を記
録させることは，感謝した事柄を実験参加者に数え上
げさせる介入効果の知見（Emmons & McCullough, ₂₀₀₃）

を踏まえた効果的な方法であると考えることもできる。
　研究 ₂の実験計画は，ウェイティングリストコント
ロールデザインを採用し，感謝表出スキル・トレーニ
ングを実施する訓練群と，ウェイティングリスト群
（Waiting List：以下, WL群と表記する）の ₂群を設けた。WL
群は，訓練群の Pre評定と同じ時期に ₁回目の評定を
受け，訓練群の Post評定と同じ時期に ₂回目の評定を
受けた。WL群は，この ₂回の評定の間にトレーニン
グがないので，この ₂回の評定結果が，訓練群に対す
る統制群として位置づけられる。また，WL群は，₂回
目の評定を Pre評定として，₂回目の評定後にトレー
ニングを受け，トレーニング終了後に Post評定，つま
り ₃回目の評定を受けた。WL群は，トレーニング開
始までに，訓練群と比べて ₁回多い評定を受けるが，
それ以外の処遇は，時期がずれているだけで全く同じ
であった。そのため，ウェイティングリストコント
ロールデザインは，異なる時期に，異なる集団におい

ても同様の効果が実証されるか否かを検討できる介入
実験に適したデザインである（石川・岩永・山下・佐藤・
佐藤, ₂₀₁₀）。研究 ₂では，「感謝表出スキル・トレーニ
ングを実施する訓練群は統制群よりも，実験参加者の
知覚されたサポートを高め，孤独感を低減させる」と
いう作業仮説を立て，この仮説を介入実験によって検
討した。

方　　　法

実験参加者
　実験参加者は，関東圏内の国立大学に所属する学生
₃₇ 名（男性 ₁₇ 名，女性 ₂₀ 名）であった。実験参加者は訓
練群と統制群にランダムに割り振られた。
介入実験の手続き
　研究 ₂は，所属機関の研究倫理委員会の承認を得た
上で実施した。
　実験者は，「日常生活におけるコミュニケーションの
仕方に関する実験」という名目のもと，講義前後の時
間などを利用し，実験参加者を募集した₂。応募があっ
た実験参加者とメールで実験日程を決め，実験参加者
ごとに実験室に呼んで感謝表出スキル・トレーニング
を行った。トレーニングの全期間は，対面トレーニン
グの ₂週間と，Follow-up評定が終了するまでの ₃週間
の計 ₅週間であった。
　感謝表出スキル・トレーニングのうち，対面トレー
ニングは，実験参加者の負担軽減を考慮に入れて，₂
週間のトレーニング期間で計 ₃回，実験室に来ても
らった。
感謝表出スキル・トレーニングの内容
　対面トレーニングは，以下のような工夫により，実
験参加者の感謝表出スキルに関する認知的側面と行動
的側面を強化・促進した。₁回の対面トレーニング時
間は約 ₄₀ 分間であり，実験参加者には，「感謝表出ス
キル」という言葉を用いずにトレーニングを行った。
　第 ₁回目の対面トレーニングでは，実験室において，
実験参加者に実験内容を説明して，実験参加への同意
を得たあと，Pre評定をするための測定指標に回答を
求めた。回答終了後，感謝表出スキルに関する教材を
用いて，感謝の思いを適切に伝えれば，「相手からのさ

₂  研究 ₂は，孤独感の高い者をスクリーニングすることが望ま
しい実施方法であるが，所属大学の研究倫理委員会の基本方針
として，質問紙調査は無記名を原則とし，個人名や連絡先と，
孤独感得点を結びつけるデータを採ることは許可されにくかっ
た。そのため事前に孤独感に関するスクリーニングを行うこと
が困難であった。
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らなる好意の受けとりにつながる」「相手に友好的な雰
囲気を示せる」「相手とのギブアンドテイクな関係を維
持できる」という利点を説明し，適切かつ効果的な感
謝感情の表出方法について言語的教示を行った。感謝
表出スキルに関する教材は，Mougey, Dillon, & Pratt
（₂₀₀₈ 竹田監修・西岡訳 ₂₀₁₀）の SSTに関する教材になら
い，酒井・相川（₂₀₁₇）の感謝表出スキルに関する面接
内容，および研究 ₁で作成した感謝表出スキルの実行
の程度を測定する ₁₀ 項目の内容を参考に，「相手がし
てくれたことの何に対して感謝しているのかを具体的
に説明すること」「相手の目を見ながら笑顔でお礼を言
うこと」「今度自分にできる手助けやお返しがないか申
し出ること」などの行動や，感謝表出スキルの実行方
法を取り上げた。
　第 ₁回目の対面トレーニングでは，感謝表出スキ
ル・トレーニングの一環であるホームワークの自己監
視法についても説明した。対面トレーニングと並行し
て行う自己監視法は，Web上で調査票に回答できるリ
アルタイム評価支援システムREAS（芝崎・近藤, ₂₀₀₈）を
用いて，実験参加者に，₂週間のトレーニング期間で
₃日に₁度，最低₄回を原則として，いつ，どこで，誰
に対して，感謝表出スキルを実践したのかを，主に自
由記述式で回答を求めた。
　第 ₂回目の対面トレーニングでは，まず，実験参加
者が行った自己監視法の結果をもとに，実験参加者が
実践した感謝表出スキルを報告するよう求めた。次に，
教材に含めていたワークシートを用いて，実験参加者
が他者に感謝する場面や，他者に感謝表出行動を実行
するためにどうすれば良いのかを再認するよう求めた。
また，教材に含めていたロールプレイングを行うため
のシート（以下，ロールプレイング・シート₃ と表記する）の
スクリプト ₁（情報入手場面：あなたは，大学である講義を受
けていました。その講義で先生から難しい課題が出されました。

その課題を解決しなければ単位がもらえません。しかし，あなた

には課題で分からないことがありました。そこで，あなたは友人

の Aさんに聞きました。Aさんは，あなたが分からないことを親

切に教えてくれました。そのおかげで，あなたは課題を提出する

ことができました。），スクリプト ₂（協力場面），スクリプ
ト ₃（相談場面），スクリプト ₄（被援助場面），スクリプト
₅（被祝福場面）を用いて，感謝表出スキルに関するロー
ルプレイを紙面上で行った。これらのワークシートに
より，実験参加者に，感謝表出スキルに関する思考や
行動レパートリーを再学習するよう求めた。

　第 ₃回目の対面トレーニングでは，第 ₂回目と同様
に，まず，自己監視法の結果をもとに，実験参加者が
実践した感謝表出スキルを報告するよう求めた。その
後，「ロールプレイング・シート」のスクリプト ₆（交
友場面：あなたは，夏休みに，友人Aから，遊びに誘われました。

友人 Aは，せっかくの夏休みなので，日帰りで旅行に行こうと言

いました。あなたも友人 Aと旅行に行きたいと思っていました。

友人 Aは車を持っており，その車で旅行に連れて行ってくれまし

た。あなたと友人 Aは旅行を楽しみました。），スクリプト ₇
（他者からの評価場面），スクリプト ₈（被親切場面），スクリ
プト ₉（飲食受領場面），スクリプト ₁₀（道具入手場面）を
用いて，感謝表出スキルに関するロールプレイを紙面
上で行った。第 ₃回目のトレーニング終了時には，
Post評定のために，実験参加者に測定指標への回答を
求めた。
　第 ₃回目の対面トレーニング終了から約 ₃週間後に，
実験室に実験参加者を呼んで，実験参加者の Follow-up
評定をするための測定指標に回答を求めた₄。その後
に，実験参加者に謝礼を渡し，介入実験が感謝表出ス
キル・トレーニングであったことを補足説明した。
　以上のように，研究 ₂の感謝表出スキル・トレーニ
ングは，₂週間のトレーニング期間で，₃回の対面ト
レーニングと，それと並行して行う最低 ₄回の自己監
視法，および Follow-up評定までの ₃週間の計 ₅週間
で構成した。
測定指標
　Pre評定，Post評定における測定指標は，研究 ₁と
同様の「孤独感」「知覚されたサポート」「感謝表出ス
キル」であった。デモグラフィック変数は，性別，年
齢であった。

結果と考察

　実験参加者のうち，₁名が途中でリタイアしたため，
分析対象者は，計 ₃₆ 名（男性 ₁₆ 名，女性 ₂₀ 名，平均年齢
₁₉.₈₉ 歳, SD＝₁.₃₃）であった。分析対象者は，訓練群と
WL群それぞれ ₁₈ 名であった。
　感謝表出スキル・トレーニングのうちホームワーク
での自己監視法の実施回数は，₂週間のトレーニング
期間で ₃日に ₁度，最低 ₄回実施するよう教示したが，

₄  研究 ₂は，感謝表出スキルの実行が孤独感の低減に及ぼす効
果について，訓練群と統制群の群間比較法によって検討するこ
とと，訓練群と統制群を統合した介入群における効果を検討す
ること，また，Follow-up評定が作業仮説の検証に直接関わら
ないことから，本論文では，紙幅の関係上，Follow-up評定の
結果報告を割愛する。

₃  ロールプレイング・シート等は，第一著者に問い合わせるこ
とで入手可能である。
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実験参加者の中に当人の都合により，トレーニング期
間が ₂週間を超える者もいたため，自己監視法の実施
平均回数は，₅.₀₈ 回であった。
　測定指標である「感謝表出スキル」「知覚されたサ
ポート」「孤独感」は，Pre評定と Post評定において
十分な信頼性を示した（αs＝.₈₇―.₉₇）。
感謝表出スキル・トレーニングの介入効果
　「感謝表出スキル」「知覚されたサポート」「孤独感」
に関する訓練群と統制群の Pre評定と，Post評定の平
均値は，Table ₂ に示した通りであった。
　これらの平均値の差の t検定に関しては，太幡（₂₀₁₇）
や吉田（₂₀₁₈）に従い，Pre評定における各実験参加者
の個人差の影響を考慮した分析を行うために，Post評
定から Pre評定を引いた差得点を算出して分析した。
また，この t検定での効果量の指標は，Glassの Δ
（Smith & Glass, ₁₉₇₇）を用いた。Glassの Δを用いて効果
量を評価したのは，Glassの Δは，平均値差が未介入
の統制群の標準偏差の何倍かという視点の評価を示す
指標であり（南風原, ₂₀₁₄），統制群を基準にして，感謝
表出スキル・トレーニングを実施した訓練群の介入効
果を検討できるためである。Glassの Δは，絶対値が
₀.₅₀ 以上であれば，意味があるとみなせる値である
（小泉・片桐, ₂₀₀₉）。
　感謝表出スキル・トレーニングの介入効果を検討す
るために，訓練群の差得点と統制群の差得点に関して
対応のない t検定を行った。その結果，「感謝表出スキ
ル」に関しては，訓練群の差得点（M＝₀.₅₇, SD＝₀.₆₆）

と，統制群の差得点（M＝₀.₀₆, SD＝₀.₅₃）の間に有意差
があり（t（₃₄）＝₂.₅₄, p＜.₀₅, Δ＝₀.₉₆），訓練群の方が統制
群よりも，Pre評定から Post評定の間で感謝表出スキ
ルが促進されていた。この結果から，感謝表出スキル
に関する教材と自己監視法は，感謝表出スキルの実行
を促すことに有効であったと言える。「知覚されたサ
ポート」に関しては，訓練群の差得点（M＝₀.₀₄, SD＝

₀.₄₄）と，統制群の差得点（M＝₀.₁₇, SD＝₀.₅₉）の間に有
意差がなかった（t（₃₄）＝₀.₇₇, ns, Δ＝-₀.₂₂）。「孤独感」に
関しても，訓練群の差得点（M＝-₀.₀₆, SD＝₀.₃₉）と，統
制群の差得点（M＝-₀.₀₆, SD＝₀.₃₇）の間に有意差がな
かった（t（₃₄）＝₀.₀₀, ns, Δ＝₀.₀₀）。つまり，訓練群の差得
点と統制群の差得点に関する平均値の差の検定では，
作業仮説は支持されなかった。
　しかし，訓練群と統制群それぞれにおいて，「感謝表
出スキルの差得点」から，「知覚されたサポートの差得
点」および「孤独感の差得点」それぞれへの単回帰分
析を行ったところ，訓練群では，「感謝表出スキルの差
得点」が「知覚されたサポートの差得点」に有意な影
響を示さなかったものの（β＝.₃₁, ns, R ₂＝.₀₉, n＝₁₈），「孤
独感の差得点」には有意な負の影響を示した（β＝-.₇₆, 
p＜.₀₀₁, R ₂＝.₅₅, n＝₁₈）。この結果は，訓練群において
は，感謝表出スキルに関する Pre評定から Post評定ま
での正の変化が，孤独感に関する Pre評定から Post評
定までの負の変化に，有意な影響を与えていたことを
意味する。これに対して統制群では，「感謝表出スキル
の差得点」は，「知覚されたサポートの差得点」（β＝.₀₄, 
ns, R ₂＝-.₀₆, n＝₁₈）と「孤独感の差得点」（β＝-.₂₉, ns, 

R ₂＝.₀₃, n＝₁₈）に有意な影響を示さなかった。訓練群と
統制群のこのような結果から，「感謝表出スキル・ト
レーニングを実施した訓練群は，実施しなかった統制
群よりも，実験参加者の知覚されたサポートを高め，
孤独感を低減させる」という作業仮説を部分的に支持
したと考えられる。
　研究 ₂の介入実験では，ウェイティングリストコン
トロールデザインにより，訓練群の Post評定終了後
に，統制群として機能していたWL群の実験参加者に
も訓練群と同じトレーニングを実施した。つまり，統
制群であったWL群の実験参加者も時期がずれている
だけで，最終的には介入実験の実験参加者になった。
そこで，訓練群と統制群（WL群）をあわせて介入群
（n＝₃₆）とし，感謝表出スキル・トレーニングの介入効
果を検証した。
　介入群の「感謝表出スキル」「知覚されたサポート」
「孤独感」に関する Pre評定，Post評定での平均値は，

Table ₂ に示した通りであった。介入群の「感謝表出ス
キル」「知覚されたサポート」「孤独感」に関する Pre
評定の平均値と，Post評定での平均値との差を，対
応のある t検定で分析したところ，「感謝表出スキル」 
（t（₃₅）＝₅.₁₀, p＜.₀₀₁, Δ＝₀.₅₈）と「孤独感」（t（₃₅）＝₂.₂₄,  

p＜.₀₅, Δ＝-₁.₀₇）に関しては有意な差が示されたが，
「知覚されたサポート」に関しては有意な差は示されな

Table 2　各群における測定指標の平均値（SD）

群 測定指標 Pre Post

訓練群
（n＝₁₈）

感謝表出スキル ₅.₅₄（₁.₀₄） ₆.₁₁（₀.₈₉）
知覚されたサポート ₅.₉₄（₀.₈₇） ₅.₉₈（₀.₉₃）
孤独感 ₂.₈₉（₀.₈₄） ₂.₈₃（₀.₈₀）

統制群
（n＝₁₈）

感謝表出スキル ₅.₆₇（₁.₀₃） ₅.₇₃（₀.₈₄）
知覚されたサポート ₆.₀₉（₀.₈₂） ₆.₂₆（₀.₉₇）
孤独感 ₂.₈₈（₀.₈₉） ₂.₈₃（₀.₈₆）

介入群
（n＝₃₆）

感謝表出スキル ₅.₆₃（₀.₉₃） ₆.₁₇（₀.₈₀）
知覚されたサポート ₆.₁₀（₀.₉₃） ₆.₁₄（₀.₉₃）
孤独感 ₂.₈₆（₀.₁₄） ₂.₇₁（₀.₁₃）
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かった（t（₃₅）＝₀.₆₀, ns, Δ＝₀.₀₄）。
　また，介入群の Post評定から Pre評定を引いた差得
点が有意な変化を示しているか否かを検討するために，
「感謝表出スキルの差得点」から「知覚されたサポート
の差得点」および「孤独感の差得点」それぞれへの単
回帰分析も行った。その結果，介入群の「感謝表出ス
キルの差得点」は，「知覚されたサポートの差得点」に
は有意な影響を示さなかったものの（β＝.₁₂, ns, R ₂＝

-.₀₁），「孤独感の差得点」には有意に負の影響を示し
た（β＝-.₄₅, p＜.₀₁, R ₂＝.₁₈）。この結果は，訓練群と同様
に介入群でも，作業仮説を部分的に支持する結果であ
り，感謝表出スキルの実行が孤独感の低減に及ぼす効
果を示唆していた。
　研究 ₂の介入実験において，感謝表出スキル・ト
レーニングが，実験参加者の感謝表出スキルの実行を
促していたにもかかわらず，実験参加者の知覚された
サポートを高めず，作業仮説を十分に支持しなかった
原因の一つは，研究 ₂の実験参加者が，当人を取り巻
く他者からのサポートを既に知覚しており，孤独感が
必ずしも高い者ではなかったことが考えられる。研究
₂の実験参加者のトレーニング前の知覚されたサポー
ト得点は，₈件法中，訓練群が ₅.₉₄ 点，統制群が ₆.₀₉
点，介入群が ₆.₁₀ 点であった。これらの値は，研究 ₂
で用いた知覚されたサポート尺度の理論的中央値 ₄.₅
点との差を検定した結果，有意に高い値であった 
（順に，t（₁₇）＝₇.₀₀, p＜.₀₀₁, d＝₁.₉₁; t（₁₇）＝₈.₂₅, p＜.₀₀₁, d＝

₁.₈₂; t（₃₅）＝₁₀.₃₇, p＜.₀₀₁, d＝₁.₉₆）。また，孤独感得点
は，₈件法中，訓練群が ₂.₈₉ 点，統制群が ₂.₈₈ 点，
介入群が ₂.₈₆ 点であった。これらの値は，研究 ₂で用
いた孤独感尺度の理論的中央値 ₄.₅ 点との差を検定し
た結果，有意に低い値であった（順に，t（₁₇）＝₈.₁₂, p＜ 

.₀₀₁, d＝₁.₉₁; t（₁₇）＝₇.₇₃, p＜.₀₀₁, d＝₁.₈₂; t（₃₅）＝₁₁.₇₅, p＜ 

.₀₀₁, d＝₁.₉₆）。従って，研究 ₂の実験参加者は，トレー
ニング前の知覚されたサポートが高い値を示し，孤独
感が必ずしも高い者ではなかったため，作業仮説が十
分に支持されなかったと考えられる。

総合考察

　本研究は，感謝表出スキルの実行が孤独感の低減に
及ぼす効果を質問紙調査だけでなく，介入実験によっ
ても検討した。
　研究 ₁の質問紙調査の結果は，感謝表出スキルの実
行が，知覚されたサポートを媒介して孤独感を低減さ
せる効果を示していた。つまり，研究 ₁では，個人が
感謝表出スキルを実行すれば，当人を取り巻く他者か

らサポートを受けていることに気づき，当人の対人相
互作用の達成レベルが願望レベルに近づいたと認知し
て，孤独感が低減することを実証した。この結果を介
入実験で検証しようとしたのが研究 ₂であった。
　研究 ₂の介入実験の結果は，感謝表出スキル・ト
レーニングを実施する訓練群が統制群よりも，実験参
加者の知覚されたサポートを高め，孤独感を低減させ
るという作業仮説を十分に支持するものではなかった。
ただし，t検定だけでなく回帰分析の手法も用いて，ま
た，有意水準だけではなく効果量の観点からも検討し
た結果，感謝表出スキルの実行が孤独感の低減に効果
を及ぼすことを示唆する結果を得た。
　研究 ₂の介入実験において，感謝表出スキルの実行
が，実験参加者の知覚されたサポートを高めなかった
にもかかわらず，孤独感の低減に効果を及ぼすことを
示唆する結果を得たのは，研究 ₁で実証した「部分媒
介モデル」，つまり，感謝表出スキルの実行が孤独感の
低減に及ぼす直接効果から考察することができる。他
者への感謝感情は，Algoe （₂₀₁₂） によれば，今ある相
手との関係性の価値に気づかせる Remind機能を持つ。
感謝表出スキルを実行すれば，Remind機能が働き，感
謝した相手の存在を再認し，今ある相手との関係性に
ありがたみを感じて安心し，当人の孤独感の低減につ
ながると考えることができる。孤独感は，理想と現実
の対人関係の食い違いから生じるが（Peplau & Perlman, 

₁₉₈₂），Remind機能を持つ感謝表出スキルの実行は，当
人に，理想の対人関係が既にあるという現実を知覚さ
せ，「この人のおかげで今の自分がある」「自分は今の
ままでも良い」という現在の関係性や自己について肯
定的な意味づけを促し，孤独感を低減できたと解釈で
きる。
　このような解釈の妥当性を検証するためには，また，
研究 ₂の作業仮説を十分に支持する結果を得るために
は，今後は，孤独感が高い者をスクリーニングしたあ
とで介入実験を実施することが必要であろう。
　研究 ₂の二つ目の改善点は，訓練群と統制群におけ
る実験参加者の数が統計学的に群間比較をするのに必
ずしも十分でなかったことである。今後の研究では，
統計学的に群間比較ができる実験参加者の数を確保す
ることが望ましい。実験参加者の数を十分に確保でき
れば，WL群だけではなく，訓練群とは別の介入を実
施する能動的対照群を設けることができ，感謝表出ス
キル・トレーニングの介入効果の妥当性をさらに検証
することができる。
　研究 ₂の三つ目の改善点は，実験者がトレーナーと
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なり SSTを実施したため，言語的教示などにおいて実
験者効果が生じた可能性が全くないわけではない点で
ある。SSTの実験者効果を防ぐ ₁つの方法として，コ
ンピューターを活用した SSTを行うことも考えられる
（e.g., Craig, DeRosier, & Watanabe, ₂₀₁₅）。今後の研究では，
以上のような工夫により，感謝表出スキルの実行が孤
独感の低減に及ぼす効果を実験的に検討することが求
められる。
　研究 ₂において以上のような改善点はあるものの，
本研究は，研究 ₁と研究 ₂の結果を総合すれば，感謝
表出スキルの実行が孤独感の低減に及ぼす効果を一定
程度，実証したと言える。本研究の知見は，例えば，
教育現場において，子どもたちに感謝感情の表出を促
すために何を教えれば良いのかという教育的示唆を与
えることができるであろう。また，孤独感を抱える者
の孤独感を低減するために，感謝表出スキルを活用す
ることもできる。従って，本研究の知見は，感謝表出
スキルの実行を促すことで孤独感を低減するという教
育実践やトレーニングの効果についての実証的根拠と
なり得ると言えよう。
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Effects of Executing Gratitude-Expression Skills  
on the Reduction of Loneliness

TOMOHIRO SAKAI (UNIVERSITY OF TSUKUBA) AND ATSUSHI AIKAWA (UNIVERSITY OF TSUKUBA)
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In the present study, gratitude-expression skills were defined as repertoires of verbal and nonverbal behavior for 
expressing gratitude appropriately in social situations and effectively for the achievement of interpersonal goals, when 
individuals have received benefits from others.　The aim of the present study was to examine effects of executing 
gratitude-expression skills on the reduction of loneliness.　In Study 1, items for measuring the execution of gratitude-
expression skills were developed.　Undergraduate students （N＝422） completed a questionnaire.　The results 
suggested that executing gratitude-expression skills had an effect on reducing loneliness through the mediation 
of perceived social support.　In Study 2, 18 participants were assigned to a group that would be given social skills 
training to promote gratitude-expression skills, and 18 were assigned to a waiting-list control group.　The results 
showed a significant effect of executing gratitude-expression skills on the reduction of loneliness.　In conclusion, 
the results suggested the educational effectiveness of executing gratitude-expression skills.

Key Words: gratitude-expression skills, loneliness, perceived support, social skills training, positive psychology


