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問題と目的

　感謝に関する心理学的研究は，ポジティブ心理学の
立場から国内外問わずに行われてきた。これまでの感
謝研究では，個人が他者から何らかの恩恵を受け取っ
た時，感謝の思いを伝えることが，その他者との関係
を良好にし，感謝した当人の認知や感情を肯定的にす
ることが明らかになっている（e.g., Algoe et al., 2016; 

Lambert & Fincham, 2011）。このような知見が活かされ，
近年では，個人の認知や感情を改善するために感謝介
入が盛んに行われるようになり（Davis et al., 2016），介入
効果を測定するために，感謝に関する概念を測定する
尺度が用いられている。
　例えば，Rash et al. （2011） は，成人を対象に，感謝
した出来事や人について日記に書くという介入を行っ
ている。この研究では，特性感謝を測定する GQ-6 
（McCullough et al., 2002） が用いられている。O'Connell et 
al. （2017） は，成人を対象に，感謝した出来事を書いた
り，感謝感情を表出したりする介入を行っている。こ
の研究でも，特性感謝を測定する GQ-6 （McCullough et 

al., 2002） が用いられている。Wong et al. （2017） は，大
学生を対象に，「Gratitude Group Program」という心
理教育を実践している。この研究でも，特性感謝を測
定する尺度（McCullough et al., 2002）が用いられている。
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する感謝感情を感じる
傾向」と定義され，感謝感情を感じる個人差を意味す
る（McCullough et al., 2002）。他方，感謝感情とは，「個人
* 株式会社 KDDI総合研究所
** 無所属

感謝表出スキルの実行を測定する尺度の開発

酒　井　智　弘*　　相　川　　　充**

　本研究の目的は，感謝表出スキルの実行を測定する尺度を開発することであった。研究 1では，2つ
の質問紙調査から，感謝表出スキル尺度（Gratitude-expression Skills Scale: GSS）の項目を選定し，信頼性，内
容的妥当性，基準関連妥当性を実証した。研究 2では，縦断調査を行い，感謝表出スキル尺度の再検査
信頼性と感謝表出スキル尺度の予測的妥当性を検討した。研究 3では，感謝表出スキル尺度の基準関連
妥当性を，ロールプレイ法を用いて実験的に実証した。以上の研究結果から，感謝表出スキル尺度に関
する妥当性の証拠は実証的に収集され，感謝表出スキル尺度は，特性感謝を測定する既存の尺度とは異
なる独自性を備える尺度であると言えるであろう。
キーワード：感謝表出スキル，自己評定尺度，ポジティブ心理学，尺度開発

が何らかの利益を受け取った時に，そこで得られた利
益は他者のおかげであると気づくことで生じる感情」
と定義され，個人が特定の状況下で抱く状態感情を意
味する（Watkins, 2007）。以上に列挙した研究のように，
これまでの感謝介入では「特性感謝」を測定する尺度
を用いて介入効果を測定してきた。
　しかし，感謝介入の効果を測定するという観点から
すると，「特性感謝」は安定した個人特性を意味するこ
とから，本来，介入によって容易に変容するものでは
ない。感謝介入によって変容できるのは，個人特性で
はなく，感謝感情の表出という「行動」であると考え
られる。感謝感情の表出という「行動」には，「ありが
とう」と言うことや，笑顔を示すことといった様々な
行動レパートリーがある。感謝感情は，個人が有して
いる行動レパートリーの中から，特定の社会的状況に
とって適切であり，当人の対人目標の達成にとって効
果的な方法を選択して表出することで，初めて対人関
係に肯定的な効果を及ぼす。つまり，感謝感情の表出
という「行動」が対人関係に肯定的な効果を及ぼすに
は，ソーシャルスキルが要求される。このような立場
に立ち，本研究では，感謝感情の表出にソーシャルス
キルの理論的観点を採り入れて，感謝感情を表出する
ためのソーシャルスキルを測る尺度を開発する。
　酒井（2018）は，「ソーシャルスキル生起過程モデル」
（相川, 2009）に基づき，感謝感情の表出を捉え，「感謝表
出スキル」（gratitude-expression skills）という概念を提唱
した。本研究における感謝表出スキルの定義は，「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
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いる言語的・非言語的な行動レパートリー」という定
義（酒井・相川, 2020）に従う。感謝表出スキルは，個人
が他者から何らかの利益を受け取った時に，その社会
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」を備えて実行される。また，感謝表出ス
キルは，ソーシャルスキル・トレーニングという介入
手法（cf., 相川, 2009）によって学習することができる。
以上より，本研究では「感謝表出スキル」という概念
を用いる。
　これまでの感謝研究では，特性感謝を測定する尺度
である GQ-6（McCullough et al., 2002），GRAT （Watkins et 

al., 2003），小学生用の対人的感謝尺度（藤原他, 2014）な
どが開発されているが，行動的な視点で，感謝表出ス
キルの実行を測定する尺度は未だ開発されていない。
本研究では，感謝表出スキルの実行の程度を測定する
「感謝表出スキル尺度（Gratitude-expression Skills Scale）」を
実証的に開発することを目的とする。本研究で言う
「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状況で抱いた感謝感情を，その他
者に伝えるために，その状況に合った言語行動や非言
語行動を適切に選択して実行することを意味する。感
謝表出スキルの実行は，例えば，感謝の思いを「あり
がとう」という言葉と「笑顔」で表出することである。
感謝表出スキル尺度は，特性感謝を測定する既存の尺
度とは異なり，個人が他者から何らかの利益を受け
取った状況で抱いた感謝感情を表出するために用いる
行動レパートリーの実行の程度を測定する尺度である。
　本研究で開発する感謝表出スキル尺度の妥当性につ
いては，平井（2006）やMessick （1995） の妥当性に関す
る考え方に従う。また，心理尺度の構成概念妥当性は
妥当性に関する複数の証拠によって保証されるという
主張（村山, 2012）に従い，感謝表出スキル尺度の妥当性
に関する証拠は，複数の実証研究から収集する。

研　究　1

　研究 1では，感謝表出スキル尺度の原尺度を作成し，
2つの質問紙調査において，原尺度の因子パターン，
信頼性，基準関連妥当性を検討する。
　研究 1の調査 1では，感謝表出スキルの適切性・効
果性に関する認知を検討するために，感謝表出スキル
の行動レパートリーのうち，「どのような行動が適切か
つ効果的であると認知されているのか」を調査し，適
切性と効果性を備えている感謝表出スキルの行動レ
パートリーを測定できる項目を選定する。研究 1の調査
2では，感謝表出スキルの実行を検討するために，感

謝表出スキルの行動レパートリーのうち，実際に「ど
のような行動を実行しているのか」を調査し，実態に
即した行動レパートリーを測定できる項目を選定する。
　酒井・相川（2017）は，大学生を対象に半構造化面接
を行い，感謝感情を抱く場面と，その場面で感謝感情
を表出するために実行している言語的，非言語的な行
動レパートリー（「ありがとう」と言う，笑顔を示す等）を質
的に収集している。この面接調査をもとに，酒井
（2018）は，感謝表出スキルの行動リスト（私は相手に微
笑みながら，感謝の気持ちを伝えている等）を作成し，感謝
表出スキルが対人関係に及ぼす効果を調査や実験に
よって検討している。感謝表出スキル尺度の原尺度の
項目は，酒井（2018）が収集した感謝表出スキルに関す
る質的データを活用して，感謝感情を表出するために
用いる行動レパートリーを対人行動レベルで測定する
項目とする。この方法は，心理尺度で測定する構成概
念の質的データを活用し，開発する心理尺度の妥当性
を高めること（村井, 2017）に応えることができるため，
「内容的側面からの証拠」（平井, 2006）を保証することに
つながる。また本研究では，感謝表出スキル尺度にお
ける「内容的側面からの証拠」を保証するために，
ソーシャルスキル研究の 2名の専門家が協議して尺度
項目を選定する。
　感謝表出スキル尺度の基準関連妥当性は，「対人的感
謝」（藤原他, 2014），「心理的負債感」（相川・吉森, 1995），
「ソーシャルスキル」（相川・藤田, 2005）を測定する既存
の尺度を基準にして，「外的側面からの証拠」（平井, 

2006）を収集する。これらの既存の尺度を用いるのは，
次のような仮説が成り立つからである。「対人的感謝」
の程度が高い人ほど，他者に対して感謝感情を抱きや
すく，その感謝感情を適切に表出しようとする。その
ため，「対人的感謝」の程度が高い人ほど，感謝表出ス
キルの実行の程度も高いと考えられる。日本人は，他
者から援助された時に，感謝感情と負債感情を同時に
感じるという知見（吉野・相川, 2018）を踏まえると，「心
理的負債感」の程度が高い人ほど，これを低減しよう
とし，他者に何らかの返礼行動を実行しようとする。
そのため，「心理的負債感」の程度が高い人ほど，感謝
表出スキルの実行の程度も高いと考えられる。「ソー
シャルスキル」の程度が高い人ほど，日常の対人関係
において様々なソーシャルスキルを臨機応変に実行し
ている。そのため，「ソーシャルスキル」の程度が高い
人ほど，感謝表出スキルの実行の程度も高いと考えら
れる。以上より，感謝表出スキルは，「対人的感謝」
「心理的負債感」「ソーシャルスキル」それぞれと正の
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相関関係を示すと予測する。

方　　　法

調査回答者と質問紙調査の手続き
　調査回答者は，関東圏内の国立大学に通う大学生で
あり，調査 1が 123 名（男性 61 名，女性 59 名，性別不明 3
名，Mage＝19.59 歳±2.14），調査 2が 126 名（男性 67 名，女
性 59 名，Mage＝19.57 歳±1.03）であった。
　調査 1と調査 2は，それぞれ個別の調査回答者に対
して行った。どちらの調査も「大学生の人間関係に関
する調査」という名目で，大学の講義前後を利用して
実施した。質問紙の回答依頼時には，文書と口頭で倫
理的配慮について説明し，回答への承諾を得た。質問
紙の表紙には，「回答は強制ではなく，任意であるこ
と」「調査結果は調査回答者の成績等に影響しないこ
と」「調査結果は研究のみに利用し，全ての回答は統計
的に処理すること」「調査結果は厳重に保管されるこ
と」「調査協力に同意した後でも，不利益を受けずに調
査回答者となることを撤回できること」などの倫理的
配慮を明示した。
　本研究の研究 1から研究 3はいずれも，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，調査 1，調査 2とも，性別と年齢の回答
を求め，以下の尺度で構成した。
　感謝表出スキル尺度の原尺度　感謝表出スキルを測
定する項目は，実際の対人行動を表す表現にし，感謝
表出スキルに関する行動レパートリーを意味するよう
に作成した。調査 1と調査 2の質問項目はどちらも同
じ内容の 32 項目であったが，調査 1と調査 2とでは教
示が異なっていた。
　調査 1の教示は，感謝表出スキルの行動レパート
リーのうち，どのような行動が適切かつ効果的である
と認知しているのかを尋ねるために，「あなたが誰かに
感謝するとします。以下の項目は，あなたが，その相
手に感謝の気持ちを適切に伝えるのに，どの程度，効
果的だと思いますか？それぞれの項目について，「全く
効果的だと思わない」 から 「非常に効果的だと思う」
までのうち，あなた自身に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。回答は，8件法
（1：全く効果的だと思わない，2：それほど効果的だと思わない，

3：あまり効果的だと思わない，4：どちらかといえば効果的だと

思わない，5：どちらかといえば効果的だと思う，6：まあまあ効

果的だと思う，7：かなり効果的だと思う，8：非常に効果的だと

思う）で求めた。

　調査 2の教示は，感謝表出スキルの行動レパート
リーのうち，どのような行動を実際に実行しているの
かを尋ねるために，「あなたが誰かに感謝する時を思い
出して下さい。あなたは，その相手に感謝の気持ちを
伝えるために，以下の項目について，普段からどの程
度，実行していますか？それぞれの項目について，「全
く実行していない」 から 「必ず実行している」 までの
うち，あなた自身に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。回答は，8件法（1：全く
実行していない，2：ほとんど実行していない，3：あまり実行し

ていない，4：めったに実行していない，5：ときどき実行してい

る，6：まあまあ実行している，7：だいたい実行している，8：

必ず実行している）で求めた。
　対人的感謝尺度　藤原他（2014）の対人的感謝尺度の
全 8項目を用いて，4件法（1：あてはまらない―4：あては

まる）で回答を求めた。
　心理的負債感尺度　相川・吉森（1995）の心理的負債
感尺度の全 18 項目を用いて，6件法（1：全くあてはまら
ない―6：非常によくあてはまる）で回答を求めた。
　ソーシャルスキル尺度　相川・藤田（2005）の成人用
ソーシャルスキル尺度の全 35 項目を用いて，4件法
（1：あてはまらない―4：あてはまる）で回答を求めた。

結果と考察

調査 1：感謝表出スキルの適切性・効果性に関する認知
　感謝表出スキルの適切性・効果性に関する認知の項
目について探索的因子分析（主因子法・プロマックス回転）
を 3回行った。1回目の因子分析は，因子数を決定す
るために行い，スクリー基準により 2因子で解釈する
意味があると判断した。初期の固有値は，第 1因子よ
り，12.54，2.80，1.76，1.53，1.36，1.18 と変化し
ていた。2回目の因子分析は，2因子を想定して行い，
因子負荷量.40 以上を基準に項目を選定した結果，「ご
めん（すみません）という言葉のみを言う」「申し訳なさ
そうな表情をする」「相手がしてくれたことと同じこと
をする」の 3項目が不採用項目になった。3回目の因
子分析は，これら 3項目を除いて 2因子を想定して
行った結果，Table 1 の因子パターンを示した。この結
果から，感謝表出スキルの適切性・効果性に関する認
知を測定する項目は，2因子の分析結果を採用した。
　第 1因子は，「親切にする」「相手を気づかう」「相手
と協力する」といった 20 項目からなる因子であり，感
謝感情を表出する言語的・非言語的行動を意味してい
た。そこで第 1因子は，「配慮のある行動による表出」
と命名した。第 2因子は，「プレゼントを渡す」「お礼
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の品を渡す」や，「メールを使う」「手紙を渡す」など
の 9項目からなる因子であり，物品やメディアを適切
かつ効果的に使って，感謝感情を表出する行動を意味
していた。そこで第 2因子は，「物品とメディアによる
表出」と命名した。
　第 1因子の「配慮のある行動による表出」20 項目，
第 2因子の「物品とメディアによる表出」9項目，お
よび両因子をあわせた 29 項目について信頼性分析を
行ったところ，第 1因 子は α＝.94，第 2因 子は
α＝.88，全 29 項目は α＝.95 であり，それぞれの α係
数の値は十分な信頼性を示した1。
　感謝表出スキルの適切性・効果性に関する認知の基
準関連妥当性を検討するために，感謝表出スキル尺度
の 2因子と，既存の尺度との相関係数を求めた。その
結果は，Table 2 に示した通りであった。
　第 1因子「配慮のある行動による表出」は，「対人的

1  感謝表出スキル尺度の各項目について，内容的な重なりが大
きいように思われる項目間の相関係数の値を算出した。その結
果，「微笑んだ表情をする」と「笑顔の表情をする」との間は
r＝.59 であった。「ありがとう（ございます）のような言葉を
言う」と「〇〇してくれてありがとう（ございます）のような
言葉を言う」との間は r＝.61，「相手が困っていないか気にか
ける」と「何か困ったことがあったら言ってねというような言
葉を言う」との間は r＝.50，「感謝の気持ちを繰り返して言葉
で伝える」や「いつもありがとう（ございます）のような言葉
を言う」との間は r＝.47 であった。これらの相関係数の値
（r＝.47―.61 の範囲）は，中程度から大きい効果量の値（水
野・竹内, 2011）であると解釈できる。ただし，Briggs & 
Cheek （1986） によれば，項目間の相関係数の平均値が，r＝.20
から r＝.40 までの範囲である場合，項目間には「ほどよい関
連がある」と見なすことができる。感謝表出スキル尺度の項目
間の相関係数の平均値は，r＝.38 であった。以上の相関係数の
値より，感謝表出スキル尺度の各項目は，内容的な重なりはあ
るものの，各項目はそれぞれ異なる行動を示していると解釈で
きる。

Table 1
感謝表出スキルの適切性・効果性に関する認知についての探索的因子分析の結果

項目内容 F1 F2 M SD

F1：配慮のある行動による表出
 7 親切にする  .90 -.11 6.58 1.17
27 相手を気づかう  .83 -.04 6.37 1.11
 3 相手と協力する  .80 -.20 6.61 1.26
24 助かったというような言葉を言う  .75  .04 6.81 1.03
 2 相手の目を見る  .74 -.34 6.91 1.19
 6 微笑んだ表情をする  .71 -.13 6.20 1.17
32 笑顔の表情をする  .68  .04 6.68 1.15
 1 ありがとう（ございます）のような言葉を言う  .66 -.08 7.37 0.92
14 お辞儀をする  .66  .20 6.24 1.18
15 相手が困った時に助ける  .60  .17 6.89 1.10
19 感謝の気持ちを伝えるタイミングを考える  .60 -.01 6.25 1.45
26 相手を褒める  .58  .14 6.07 1.25
28 〇〇してくれてありがとう（ございます）のような言葉を言う  .57  .10 7.14 1.02
20 感謝した理由を言う  .56  .10 6.69 1.16
 9 感謝した相手の名前を呼ぶ  .55  .09 5.96 1.40
23 相手をねぎらう  .54  .26 6.21 1.05
25 感謝の気持ちを繰り返して言葉で伝える  .45  .21 6.66 1.27
30 いつもありがとう（ございます）のような言葉を言う  .45  .30 6.72 1.21
17 相手が困っていないか気にかける  .44  .37 6.19 1.24
13 何か困ったことがあったら言ってねというような言葉を言う  .40  .31 6.12 1.23

F2：物品とメディアによる表出
11 プレゼントを渡す -.23  .90 6.20 1.34
18 お礼の品を渡す  .01  .76 6.36 1.24
29 食事をごちそうする -.06  .71 6.34 1.16
31 食べ物を渡す  .09  .71 5.84 1.27
12 メールを使う -.11  .69 5.37 1.18
22 飲み物を渡す  .00  .68 5.55 1.24
 4 手紙を渡す -.07  .62 6.28 1.57
16 電話を使う  .07  .61 6.05 1.30
 8 SNSを使う -.03  .52 4.88 1.49

因子間相関 F1  .63
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感謝」「心理的負債感」，ソーシャルスキルの下位因子
である「関係維持」「記号化」との間に有意な正の相関
関係を示した。「配慮のある行動による表出」は，効果
量の観点（水野・竹内, 2011）から言えば，「心理的負債
感」「関係維持」「記号化」との相関係数（r＝.23―.27）

は小さい値から中程度の値であり，「対人的感謝」との
相関係数（r＝.53）は大きい値であると言える。この結
果から，第 1因子「配慮のある行動による表出」は，
心理的負債感や，他者との関係を維持するスキルと，
自分の思いを表現するスキルと関連することが考えら
れる。
　第 2因子「物品とメディアによる表出」は，「対人的
感謝」と「心理的負債感」との間に有意な正の相関関
係を示した。これらの相関係数（r＝.22―.34）は，効果
量の観点（水野・竹内, 2011）から，小さい値から中程度
の値までの範囲を示していたと言える。この結果から，
第 2因子「物品とメディアによる表出」は，感謝感情
を伝えるためだけでなく，負債感情を低減するために
も実行されると解釈することができる。
調査 2：感謝表出スキルの実行の程度
　感謝表出スキルの実行の程度を測定する項目につい
て探索的因子分析（主因子法・プロマックス回転）を 3回
行った。1回目の因子分析は，因子数を決定するため
に行い，スクリー基準により 2因子で解釈する意味が
あると判断した。初期の固有値は，第 1因子より，
10.91，2.74，1.68，1.54，1.39，1.22 と変化してい
た。2回目の因子分析は，2因子を想定して行い，因子
負荷量.40 以上を基準に項目を選定した結果，「相手と
協力する」「手紙を渡す」「感謝した相手の名前を呼ぶ」
「申し訳なさそうな表情をする」「何か困ったことが
あったら言ってねというような言葉を言う」「お辞儀を
する」「相手が困っていないか気にかける」「相手がし

てくれたことと同じことをする」の 8項目が不採用項
目になった。3回目の因子分析は，これら 8項目を除
いて 2因子を想定して行った結果，Table 3 の因子パ
ターンを示した。この結果から，感謝表出スキルの実
行の程度を測定する項目は，2因子の分析結果を採用
した。
　第 1因子は，「感謝の気持ちを繰り返して言葉で伝え
る」「助かったというような言葉を言う」「笑顔の表情
をする」といった 15 項目からなる因子であり，調査 1
の結果と同様に，感謝感情を表出する言語的・非言語
的行動を意味していた。そこで第 1因子は，「配慮のあ
る行動による表出」と命名した。第 2因子は，「飲み物
を渡す」「プレゼントを渡す」や，「メールを使う」
「SNSを使う」といった 9項目からなる因子であり，調
査 1の結果と同様に，物品やメディアを使って，感謝
感情を表出する行動を意味していた。そこで第 2因子
は，「物品とメディアによる表出」と命名した。
　第 1因子の「配慮のある行動による表出」15 項目，
第 2因子の「物品とメディアによる表出」9項目，お
よび両因子をあわせた 24 項目について信頼性分析を
行ったところ，第 1因子は α＝.90，全 24 項目は
α＝.91 であり，それぞれの α係数は十分な信頼性を示
した。第 2因子の信頼性は α＝.79 であったが，「ごめ
ん（すみません）という言葉のみを言う」という項目を
削除すると，α＝.86 に改善されることが示された。そ
こで，この項目を削除し，以下の分析では，第 2因子
「物品とメディアによる表出」は 8項目を用いた。
　感謝表出スキルの実行に関する基準関連妥当性を検
討するために，感謝表出スキル尺度の 2因子と，既存
の尺度との相関係数を求めた。その結果は，Table 4 に
示した通りであった。
　第 1因子「配慮のある行動による表出」は，「対人的

Table 2
感謝表出スキルの適切性・効果性と既存の尺度との相関係数および，各尺度の平均値，標準偏差，信頼性係数

変数 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M SD α

 1 配慮のある行動による表出 .60*** .53*** .24**　  .13　　 .16　　 -.07　　 -.03　 .27**　  .23**　 6.53 0.81 .94
 2 物品とメディアによる表出 ― .22*　 .34*** -.04　　 .09　　 -.07　　 -.10　 .08　　  .01　　 5.87 0.93 .88
 3 対人的感謝 ― .24**　  .33*** .21*　  .07　　 -.12　 .29***  .38*** 3.40 0.59 .93
 4 心理的負債感 ―  .02　　 .30*** -.16　　 -.03　 .28**　  .08　　 4.12 0.59 .79
 5 関係開始 ― .45***  .42*** -.05　 .35***  .61*** 2.39 0.68 .90
 6 解読 ―  .30***  .18* .61**　  .45*** 2.66 0.58 .87
 7 主張性 ― -.08　 .27**　  .40*** 2.43 0.55 .82
 8 感情統制 ― .26**　 -.32*** 2.33 0.67 .74
 9 関係維持 ―  .26**　 2.98 0.46 .62
10 記号化 ― 2.78 0.63 .71
*p＜.05　**p＜.01　***p＜.001
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感謝」「心理的負債感」，ソーシャルスキルの下位因子
である「関係開始」「解読」「関係維持」「記号化」との
間に有意な正の相関関係を示した。これらの相関係数
（r＝.34―.61）は，効果量の観点（水野・竹内, 2011）から，
中程度の値から大きい値までの範囲を示していたと言
える。第 1因子「配慮のある行動による表出」は，自
分の思いを表現するスキルである「記号化」との相関

係数（r＝.55）と，感謝感情を抱く傾向である「対人的
感謝」との相関係数（r＝.61）が大きいことから，あり
がたいという思いを強く伝えるために実行されている
と考えられる。
　第 2因子「物品とメディアによる表出」は，「対人的
感謝」「心理的負債感」，ソーシャルスキルの下位因子
である「関係開始」「解読」「主張性」「関係維持」「記

Table 3
感謝表出スキルの実行に関する探索的因子分析の結果

項目内容 F1 F2 M SD

F1：配慮のある行動による表出
25 感謝の気持ちを繰り返して言葉で伝える  .82 -.03 6.00 1.52
24 助かったというような言葉を言う  .79 -.20 6.50 1.21
32 笑顔の表情をする  .76 -.16 6.63 1.33
28 〇〇してくれてありがとう（ございます）のような言葉を言う  .75 -.09 6.39 1.45
23 相手をねぎらう  .71 -.04 5.80 1.28
 1 ありがとう（ございます）のような言葉を言う  .67 -.16 7.35 0.88
 6 微笑んだ表情をする  .60 -.15 6.37 1.21
27 相手を気づかう  .58  .16 6.02 1.10
26 相手を褒める  .57  .27 5.52 1.51
 2 相手の目を見る  .54 -.01 6.27 1.50
30 いつもありがとう（ございます）のような言葉を言う  .51  .23 5.60 1.76
20 感謝した理由を言う  .50  .20 5.28 1.80
15 相手が困った時に助ける  .47  .15 6.09 1.41
 7 親切にする  .47  .22 6.55 1.07
19 感謝の気持ちを伝えるタイミングを考える  .43  .10 5.86 1.64

F2：物品とメディアによる表出
22 飲み物を渡す -.25  .78 3.51 1.90
11 プレゼントを渡す  .06  .75 3.92 1.74
18 お礼の品を渡す  .11  .73 4.23 1.76
12 メールを使う -.10  .68 3.93 2.16
29 食事をごちそうする  .07  .66 3.74 1.73
 8 SNSを使う -.09  .63 5.60 1.98
16 電話を使う -.03  .61 3.72 2.02
31 食べ物を渡す  .20  .56 4.34 1.82
 5 ごめん（すみません）という言葉のみを言う（逆転項目）  .10 -.41 4.35 1.86

因子間相関 F1  .57

Table 4
感謝表出スキルの実行と既存の尺度との相関係数および，各尺度の平均値，標準偏差，信頼性係数

変数 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M SD α

 1 配慮のある行動による表出 .54*** .61*** .39***  .42*** .34***  .17　　  .00　 .39***  .55*** 6.15 0.92 .90
 2 物品とメディアによる表出 ― .31*** .32***  .40*** .30**　  .29**　  .16　 .39***  .27**　 4.12 1.35 .86
 3 対人的感謝 ― .26**　  .38*** .15　　  .14　　 -.03　 .27**　  .40*** 3.38 0.63 .95
 4 心理的負債感 ― -.01　　 .18*　 -.20*　  .14　 .33***  .13　　 4.06 0.60 .84
 5 関係開始 ― .46***  .46***  .03　 .37***  .59*** 2.45 0.71 .91
 6 解読 ―  .37***  .26** .56***  .38*** 2.57 0.56 .84
 7 主張性 ― -.07　 .33***  .27**　 2.47 0.57 .79
 8 感情統制 ― .45*** -.15　　 2.42 0.64 .69
 9 関係維持 ―  .31*** 2.89 0.51 .66
10 記号化 ― 2.81 0.71 .77
*p＜.05　**p＜.01　***p＜.001
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号化」との間に有意な正の相関関係を示した。これら
の相関係数（r＝.27―.40）は，中程度の値と言える効果
量（水野・竹内, 2011）を示した。その中でも，特に「関
係開始」（r＝.40）と「関係維持」（r＝.39）との相関係数
が大きいことから，第 2因子「物品とメディアによる
表出」は，他者との関係を開始し，維持するために実
行されていると考えられる。
感謝表出スキル尺度の項目選定と教示文
　感謝表出スキル尺度の項目は，因子分析と信頼性分
析の結果，調査 1では 3項目を，調査 2では 9項目を
不採用と判断した。調査 1と調査 2の不採用項目にお
いて，共通している項目は 3項目，共通していない項
目は 6項目であった。この 6項目は，適切性と効果性
を備える感謝表出スキルの行動レパートリーとしては
認知されているが，実際には実行されていないという
実態を示していると解釈できる。ただし，実際には実
行されていなくても，感謝表出スキルの行動レパート
リーとして適切かつ効果的であると認知されているの
であれば，感謝表出スキル尺度の項目として必要であ
ると考えられる。なぜならば，感謝表出スキルの行動
レパートリーとして，適切かつ効果的であると認知さ
れているにもかかわらず実際には実行されていない行
動レパートリーこそ，感謝介入で教育する必要性が高
い行動レパートリーだからである。そこで，感謝表出
スキル尺度の項目は，「適切性と効果性に関する認知」
に基づいた調査 1の因子分析の結果で得られた全 29 項
目を用いる。
　本研究で開発を目指している感謝表出スキル尺度は，
行動レパートリーの実行の程度を測定する尺度である。
そこで感謝表出スキル尺度の教示文は，実行の程度を
尋ねた調査 2の教示文を用いて，実行の程度を測定す
る尺度とする。
　このように，調査 1の結果で得られた 29 項目につい
て，調査 2の実行の程度を尋ねる教示文で回答を求め
ることによって，感謝表出スキル尺度は，適切かつ効
果的であると認知されている行動レパートリーの実行
の程度を測定することができる尺度になる。換言すれ
ば，感謝表出スキル尺度は，適切性と効果性について
認知されている「配慮のある行動による表出」と「物
品とメディアによる表出」の 2因子によって，感謝感
情を表出するために用いる行動レパートリーの実行の
程度を測定する尺度である。「配慮のある行動による表
出」は，他者から何らかの利益を受け取った時，その
他者に対して，例えば，笑顔で「ありがとう」と言っ
たり，相手に協力したりして，感謝感情を表出してい

る程度を示す。他方，「物品とメディアによる表出」で
は，他者から何らかの利益を受け取った時，その他者
に物品を用いて返礼したり，「メール」「SNS」「電話」
を使ったりして感謝感情を表出している程度を示す。
物品を用いることと，「メール」「SNS」「電話」を使う
ことが 1つの因子にまとまったのは，物品を用いて返
礼する際に「メール」「SNS」「電話」も使って，感謝
感情を表出していることを意味すると推察される。例
えば，プレゼントを渡してお礼する際に，「メール」
「SNS」「電話」を使って，プレゼントを渡してお礼す
る意図を伝えることが考えられる。
　研究 1の結果を踏まえて，研究 2と研究 3では，感
謝表出スキル尺度の妥当性に関する証拠をさらに収集
する。

研　究　2

　研究 2では，縦断調査によって，感謝表出スキル尺
度の妥当性のうち，「一般化可能性の側面からの証拠」
および「外的側面からの証拠」（平井, 2006）を収集する。
　「一般化可能性の側面からの証拠」としては，感謝表
出スキル尺度の再検査信頼性を検討する。再検査信頼
性の指標は，ピアソンの相関係数ではなく，級内相関
関係を用いることが推奨されている（Aldridge et al., 

2017）。そこで研究 2では，Koo & Li （2016） が示す級内
相関係数（Intraclass Correlation Coefficients: 以下，ICC）の基
準に従う。
　「外的側面からの証拠」としては，感謝表出スキル尺
度の予測的妥当性を検討する。予測的妥当性は構造方
程式モデリングを用いて検証することが有効であると
言われている（平井, 2006）。そのため，感謝表出スキル
尺度の予測的妥当性は，構造方程式モデリングを用い
て適合度指標を基準に検証する。
　感謝表出スキル尺度の予測的妥当性について，仮説
モデルは，Bedell & Lennox （1997） の「Thought-Feel-
ing-Behavior Circle」および，Bem （1967） の「自己知覚
理論」をもとに考える。「Thought-Feeling-Behavior 
Circle」（Bedell & Lennox, 1997）では，思考・感情・行動
は循環的に影響を及ぼし合っていると考えられている。
「自己知覚理論」（Bem, 1967）では，個人は自分自身が置
かれている状況や行動から内的な状態を知覚すると考
えられている。これらの理論的根拠を踏まえると，「感
謝表出スキルの実行」という行動は，実行者当人の認
知や感情に影響を及ぼすことが予想される。
　「感謝表出スキルの実行」という行動によって変化す
る認知（思考）や感情の指標を考える上で，酒井・相川
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（2020）から示唆を得る。酒井・相川（2020）によれば，
個人が感謝表出スキルを実行すれば，周囲の他者から
サポートを受け取っているという知覚が促され，孤独
感を低減させることが明らかになっている。酒井・相
川（2020）を踏まえると，「感謝表出スキルの実行」と
いう行動によって変化する認知（思考）の指標の 1つ
は，「知覚されたサポート」であり，感情の指標の 1つ
は，「孤独感」であると考えられる。そこで研究 2で
は，「知覚されたサポート」と「孤独感」を取り上げ
る。
　「感謝表出スキルの実行」と「知覚されたサポート」
が関連することを踏まえると，感謝表出スキルの実行
は，他者との社会的つながりを認知させると考えるこ
とができる。このことは，感謝表出スキルの実行が，
他者との関係性を表す変数に影響を及ぼすことを示唆
している。すなわち，感謝表出スキルを実行すれば，
周囲の他者からサポートを受け取っているという知覚
が促された結果，その他者と互いに助け合っていると
いう「互恵意識」が芽生えることが予想される。そし
て，その他者と互いに助け合っているという「互恵意
識」が，他者全般に対する「信頼感」を高めることに
つながると推測される。つまり，感謝表出スキルを実
行すれば，「知覚されたサポート」を媒介し，結果的
に，「互恵意識」と「信頼感」を向上させる可能性があ
る。このような考えのもと，研究 2では，「知覚された
サポート」と「孤独感」に加えて，「互恵意識」と「信
頼感」も取り上げる。
　以上を整理すると，研究 2では，①「感謝表出スキル
の実行→知覚されたサポート→信頼感・孤独感」とい
う過程と，②「感謝表出スキルの実行→知覚されたサ
ポート→互恵意識→信頼感・孤独感」という過程が想
定された仮説モデルを予測する。このような仮説モデ
ルを実証すれば，個人に感謝表出スキルの実行を促す
ことは，当人の「知覚されたサポート」「互恵意識」
「信頼感」を向上させ，「孤独感」を低減させることに
つながるという教育的な意義を得ることができる。

方　　　法

調査回答者と質問紙調査の手続き
　調査回答者は，関東圏内の国立大学に通う大学生で
あった。これらの調査回答者を対象に，質問紙調査は，
「大学生の人間関係に関する調査」という名目で，大学
の講義前後等を利用して実施した。この質問紙調査で
は，感謝表出スキル尺度の再検査信頼性を検討するた
めに，質問紙に電話番号の下 5桁の記入を求め，Time 

1 とTime 2 の 2 時点の縦断データを照合した。Time 1
とTime 2 との間隔は 2週間であった。Time 1 とTime 
2 両方の調査に回答していた 118 名（男性 67 名，女性 51
名，Mage＝18.95 歳±1.48）を分析対象とした。
　質問紙の回答依頼時には，研究 1と同様に，文書と
口頭で倫理的配慮について説明し，質問紙の表紙には，
倫理的配慮を明示した。
質問紙の構成
　質問紙は，性別と年齢に回答を求め，以下の尺度で
構成した。
　感謝表出スキル尺度　研究 1の結果に基づいて，感
謝表出スキル尺度の全 29 項目を用いた。この尺度の教
示は，研究 1の調査 2と同様，感謝表出スキルの実行
を測定するものであり，8件法で回答を求めた。
　知覚されたサポート尺度　片受・大貫（2014）の大学
生用ソーシャルサポート尺度の全 23 項目を用いて，4
件法（1：全くあてはまらない―4：非常にあてはまる）で回答
を求めた。
　互恵意識尺度　田中・髙木（2011）の互恵的対人関係
意識尺度のうちの「互恵意識」の 9項目を用いて，7
件法（1：全くあてはまらない―7：非常にあてはまる）で回答
を求めた。
　信頼感尺度　天貝（1995）の信頼感尺度のうちの「他
者への信頼」の 8項目を用いて，6件法（1：全くあては
まらない―6：非常にあてはまる）で回答を求めた。
　孤独感尺度　改訂版 UCLA孤独感尺度（Russell et al., 

1980）の工藤・西川（1983）による邦訳版の全 20 項目を
用いて，4件法（1：しばしば感じる―4：決して感じない）で
回答を求めた。

結果と考察

感謝表出スキル尺度の再検査信頼性
　感謝表出スキル尺度の再検査信頼性は，Time 1 と
Time 2 の感謝表出スキル尺度得点の ICCで検討した。
感謝表出スキル尺度全体は，ICC （2, 1）＝.62, p＜.001
であった。感謝表出スキル尺度の下位因子である「配
慮のある行動による表出」と「物品とメディアによる
表出」はいずれも，ICC （2, 1）＝.62, p＜.001 であっ
た。これらの ICCの値は，中程度の再検査信頼性（Koo 

& Li, 2016）とみなされる値であることから，感謝表出
スキル尺度の再検査信頼性係数の値は，許容範囲であ
ると判断した。
感謝表出スキル尺度の予測的妥当性
　構造方程式モデリングによって検証した感謝表出ス
キルの予測的妥当性は，感謝表出スキルを潜在変数と
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して仮定したモデルでは，「不適解」が生じた。そこ
で，感謝表出スキルの下位因子である「配慮のある行
動による表出」と「物品とメディアによる表出」それ
ぞれの観測変数の間に相関を仮定し，仮説モデルを検
証した結果，この仮説モデルは，χ2（6）＝8.630, ns, 
GFI＝.977, AGFI＝.918, CFI＝.991, RMSEA＝.061 と
いう適合度を示した。この仮説モデルでは，「物品とメ
ディアによる表出」から「知覚されたサポート」への
パス係数は，β＝-.07, nsであり，有意なパスではな
かった。そこで修正指標をもとに，「物品とメディアに
よる表出」から「知覚されたサポート」へのパスを削
除し，再度，構造方程式モデリングによって検証した。
その結果，Figure 1 のモデルが最終的なモデルとして
示された。
　Figure 1 のモデルは，χ2（7）＝9.170, ns, GFI＝.975, 
AGFI＝.924, CFI＝.993, RMSEA＝.051 という適合度
を示した。Figure 1 のモデルでは，「配慮のある行動に
よる表出」は，「知覚されたサポート」を媒介して「信
頼感」と「孤独感」に及ぼす効果と，「知覚されたサ
ポート」と「互恵意識」を媒介して「信頼感」と「孤
独感」に及ぼす効果があることを示した。この結果か
ら，配慮のある言語的・非言語的行動によって感謝感
情を適切かつ効果的に表出する方法を実行すれば，実
行者当人が他者からのサポートに気づいたり，当人が
その他者と互いに支え合っているという意識が高まっ
たりするため，他者を信頼するようになるのと同時に
当人の孤独感を低減できると考えられる。他方，「物品
とメディアによる表出」は，「知覚されたサポート」へ
の効果を示さなかった。この結果は，大学生の日常の

対人関係において，物を用いたり，SNSなどのソー
シャルメディアを使ったりして感謝感情を表出する方
法は，他者からのサポートの知覚の改善にはつながら
ないことを示しているのかもしれない。
　以上より，研究 2では，感謝表出スキル尺度に関す
る再検査信頼性と，予測的妥当性の一部を実証した。

研　究　3

　本研究で開発を目指す感謝表出スキル尺度は，自己
評定尺度であるが，自己評定では当人が感謝表出スキ
ルを高いと評価していても，他者評定では低いと評価
される可能性がある。個人のソーシャルスキルを評価
する場合は，複数の測定法を用いて評定することが望
ましいと言われている（相川, 2009）。そこで研究 3では，
実験参加者に感謝表出スキル尺度の自己評定を求め，
その当人が実際に実行した感謝表出スキルを第三者に
他者評定するよう求める。「自己評定で感謝表出スキル
を高いと評定する者は，低いと評定する者よりも，感
謝感情を表出するための言語的・非言語的な行動レ
パートリーを多く実行しており，そのことは他者から
の行動評定で認められる」という仮説を立てる。この
仮説を検証することにより，感謝表出スキル尺度の
「外的側面からの証拠」（平井, 2006）を実験的に収集す
る。感謝表出スキルの他者評定は，ロールプレイ法を
用いて，実験参加者がロールプレイ中に実行した感謝
表出スキルに関する行動レパートリーについて，第三
者が行動評定を行う。

方　　　法

実験参加者と実験の手続き
　実験参加者は，関東圏内の国立大学に通う大学生 60
名（男性 23 名，女性 37 名，Mage＝19.75 歳±1.23）であった。
　実験の手続きは，まず，実験室にて実験参加者に倫
理的配慮に関する説明を行い，その後，実験内容を説
明し，実験参加の同意を得た。次に，実験参加者に感
謝表出スキル尺度への回答を求め，そのあとにロール
プレイを行った。ロールプレイ中は，実験参加者の表
出行動をビデオカメラで録画した。ロールプレイ終了
後，実験参加者に実験内容の補足説明を行い，謝礼を
渡して実験を終了した。
ロールプレイ
　ロールプレイは，実験参加者が友人に対して感謝表
出スキルを実際に実行するものであった。ロールプレ
イ中は，実験参加者が「普段の自分自身」，実験者が
「実験参加者の友人」の役であった。

Figure 1
感謝表出スキル尺度の予測的妥当性に関する仮説モデル

注 1）　T1 は Time 1 を，T2 は Time 2 を意味する。
注 2）　誤差変数は省略する。
**p＜.01　***p＜.001
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注 1）T1 は Time 1 を，T2 は Time 2 を意味する。
注 2）誤差変数は省略する。
** p＜.01　*** p＜.001
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　ロールプレイの教示の主旨は，「実験課題は，ある対
人場面で，実験者と会話をしてもらう課題です。対人
場面は 3つあります。実験課題を始める前に，3つの
対人場面に関する説明文をよく読み，各対人場面を想
像してください。3つの対人場面では，あなたが普段，
関わっている友人に対して，感謝の気持ちを伝えると
きのように対応してください。ここでの友人は，あな
たが普段，関わっている友人とします。3つの対人場
面では，実験者を友人とします。」であった。
　ロールプレイで用いた対人場面は，酒井・相川
（2017）が面接調査で把握した「他者に感謝した場面」
を参照し，大学生が経験している場面になるよう，以
下の 3場面を設定した。3場面の提示順序は，実験参
加者間でカウンターバランスをとった。3場面は，イ
ラスト付きの説明文によって提示した。
　対人場面 1　あなたは朝寝坊してしまい，講義に遅
刻した。講義に行くと，友人があなたの分の講義のプ
リントを取ってくれており，先生が講義中に言ってい
た学期末のテストの内容について教えてくれた。友人
のおかげで，あなたは学期末のテスト内容について知
ることができた。
　対人場面 2　あなたはスマートフォンの充電をした
いと思っていたが，スマートフォンの充電器を持って
いなかった。友人にスマートフォンの充電器を持って
いないかと尋ねたところ，友人は自分のスマートフォ
ンの充電器を貸してくれた。あなたは友人のおかげで，
スマートフォンの充電をすることができた。
　対人場面 3　あなたはいつも通り講義を受けていた。
休み時間に，友人からサプライズで誕生日プレゼント
をもらった。あなたは友人のおかげでとても良い誕生
日を過ごせた。
測定指標
　感謝表出スキル　研究 2と同様の方法で，感謝表出

スキル尺度を用いた。
　評定者による行動評定　評定者は，実験者とは別の
第三者である男性 3名であった。3名の評定者は，実
験者から，Table 5 の行動定義表にある 9項目に準じ
て，実験参加者の感謝表出スキルの行動評定の仕方に
ついて説明を受けた。その後，評定者は，各自で，「対
人場面 3場面」×「実験参加者 60名」の計 180場面につ
いて録画した動画を見て，実験参加者が実行した感謝
表出スキルについて，行動評定を行った。各評定者は，
180 場面それぞれに対して，行動定義表にある各項目
について 2件法（1：あてはまる，0：あてはまらない）で評
定し，9項目全体では 0点から 9点までの値を与えた。

結果と考察

感謝表出スキルの他者評定得点
　3名の評定者が評定した，実験参加者の感謝表出ス
キルに関する他者評定の一致度を確認するために，「対
人場面 3場面」×「実験参加者 60名」の計 180 場面に
対する 0点から 9点までの値に関して，評定者 3名の
他者評定の ICCを求めた。その結果，ICC （2, 3）＝.71, 
p＜.001 であった。この ICCの値は，中程度の一致度
（Koo & Li, 2016）とみなされる値であることから，評定
者 3名が 180 場面について評定した結果は，おおよそ
一致していると見なし，評定者 3名の他者評定得点を
平均して，「感謝表出スキルの他者評定得点」とした。
各実験参加者が実行した感謝表出スキルの他者評定得
点は，3場面を平均して，0点から 9点までの値にな
る。
感謝表出スキル尺度得点と他者評定得点
　感謝表出スキル尺度の全 29 項目の信頼性は α＝.88
であったため，29 項目の合計得点を感謝表出スキル尺
度得点とした。
　感謝表出スキル尺度得点と他者評定得点との相関関

Table 5
感謝表出スキルの他者評定における評定対象行動の定義表

評定対象行動 定義

1　感謝の言葉を言っている 「ありがとう」「助かった」「嬉しい」といった言葉を言っている
2　感謝の気持ちを繰り返して言葉で伝えている 「ありがとう」「助かった」「嬉しい」といった言葉を 2回以上言っている
3　感謝した理由を言っている 何で嬉しいと思ったのか，何に感謝したのかを言っている
4　笑顔の表情をしている 感謝の言葉を言っているときに，笑顔の表情をしている
5　ボディーランゲージを使っている 感謝の言葉を言っているときに，身振り手振りを使っている
6　相手の顔を見ている 感謝の言葉を言っているときに，相手の顔を見ている
7　感謝した相手を褒めている 「さすが」「～のおかげ」といった言葉を言っている
8　感謝した相手の名前を呼んでいる 相手の名前を言って，感謝の気持ちを伝えている
9　相手にお返しすることを約束している 今度，相手に何らかのお礼をすることを言っている
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係を検討したところ，有意な正の相関（r＝.17, p＜.05）

が示された。自己評定で感謝表出スキル尺度得点が高
い者は，他者によって，感謝感情を表出するための言
語的・非言語的な行動レパートリーから成る複数の対
人行動を用いて実行していると評定されることが示さ
れた。
　ただし，感謝表出スキル尺度得点と他者評定得点と
の相関係数は小さい効果量の値（水野・竹内, 2011）で
あった。つまり，感謝表出スキル尺度得点と他者評定
得点はほとんど関連していなかった。この理由は，次
のようなことが考えられる。感謝表出スキル尺度には
29 項目の行動レパートリーがあるのに対して，研究 3
の実験では，実験室でのロールプレイで感謝表出スキ
ルを実行する場面を 3場面に限定した。そのため，例
えば，物品やメディアを使って返礼する場面は演出で
きていなかった。つまり，実験室でのロールプレイは，
感謝表出スキル尺度の全 29 項目の行動レパートリーを
十分に使用できる状況ではなかったため，感謝表出ス
キル尺度得点と他者評定得点との相関係数が小さい効
果量の値になったと考えられる。

総 合 考 察

　本研究では，感謝表出スキルの実行の程度を測定す
る尺度を開発することを目的に，複数の実証研究から，
尺度の妥当性に関する様々な証拠を収集した。
　研究 1では，2つの質問紙調査を行い，適切性と効
果性がある感謝表出スキルの行動レパートリーに関す
る項目を探索的因子分析によって精査し，それらの項
目が実生活においてどの程度実行されているのかを検
討した。2つの質問紙調査の結果に基づき，感謝表出
スキル尺度は 2因子 29 項目から成る尺度とした。感謝
表出スキル尺度に関する信頼性は十分な値を示した。
また，この感謝表出スキル尺度は，「対人的感謝」「心
理的負債感」を測定する既存の尺度との間に予想通り
の関連を示し，「ソーシャルスキル」を測定する既存の
尺度との間には，一部のスキルとの関連を示した。こ
の結果は，感謝表出スキル尺度の基準関連妥当性を検
証したことになる。
　研究 2では，縦断調査を行い，感謝表出スキル尺度
の再検査信頼性を検討した結果，再検査信頼性係数の
値は中程度の値であった。再検査信頼性係数の値は，
髙本・服部（2015），小塩（2016）を踏まえると，開発し
た尺度がどのような概念を測定するのかに依存するた
め，単に高い数値であれば良いというものではなく，
その値がどのような概念を測定しているのかを考える

必要があると言える。例えば，特性感謝のような安定
した個人特性を測定する尺度であれば，再検査信頼性
係数の値は大きくなるだろうし，感謝感情のような特
定の状況下の感情状態を測定する尺度であれば，再検
査信頼性係数の値は小さくなるだろう。感謝表出スキ
ルは，学習可能な行動レパートリーを意味し，日常の
対人関係の中で学習でき，変容する可能性を示す概念
であるため，感謝表出スキル尺度の再検査信頼性係数
の値が中程度の値であったと考えることができる。
　また研究 2の縦断調査では，感謝表出スキルの実行
は，知覚されたサポートと互恵意識，信頼感の向上や，
孤独感の低減に効果を及ぼすという予測的妥当性を検
討した。その結果，1時点目における，感謝表出スキ
ル尺度の下位因子「配慮のある行動による表出」は，2
時点目における，「知覚されたサポート」と「互恵意
識」を媒介して「信頼感」と「孤独感」に効果を及ぼ
していた。この結果は，感謝表出スキル尺度の予測的
妥当性の一部を検証したことになる。また，この結果
は，感謝表出スキルの実行を促せば，当人の思考と感
情を改善できることを示唆している。
　研究 3では，感謝表出スキル尺度の「外的側面から
の証拠」（平井, 2006）を，ロールプレイ法によって実験
的に検討した。その結果，感謝表出スキル尺度の自己
評定と，第三者の他者からの評価は，必ずしも一致し
ないことが示唆された。
　研究 1から研究 3までの結果を総合すると，感謝表
出スキル尺度は，平井（2006）が提唱する「専門家の判
断による内容的側面」「因子的妥当性による構造的側
面」「信頼性の指標による一般化可能性の側面」「基準
関連妥当性と予測的妥当性による外的側面」からの証
拠をできるかぎり収集し，一定の妥当性を有する尺度
であると言える。
　感謝表出スキル尺度は，特定の個人に対して感謝感
情の表出を促す教育やトレーニングを行う際のアセス
メントに用いることができる。また，感謝表出スキル
尺度は自己評定尺度として開発したが，教示文を改変
することで他者評定尺度として用いることもできるで
あろう。感謝表出スキル尺度には，このような可能性
が秘められているが，今後の課題は，いくつかある。
　第一に，サンプルの種類と，サンプルサイズを拡大
し，サンプルの代表性を高めることである。本研究で
のサンプルは大学生であり，そのサンプルサイズが必
ずしも大きいものではなかった。今後は，年齢構成や
職業要因を含めた大学生以外のサンプルを収集し，確
認的因子分析の手法を用いて，妥当性や再現性を検証
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することが求められる。第二に，性差に関する検討を
行うことである。感謝表出スキルは，男女によって実
行の仕方が異なる可能性がある。今後は，感謝表出ス
キル尺度への回答反応に関する性差を検討する必要が
ある。第三に，「物品とメディアによる表出」に関する
妥当性を再検証することである。研究 2では，「物品と
メディアによる表出」から「知覚されたサポート」へ
の有意なパス係数が示されなかった。今後は，「物品と
メディアによる表出」に関する妥当性の証拠を収集す
る必要がある。
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Development of a Self-Rating Scale for Measuring  
Gratitude-Expression Skills
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The purpose of the present research was to develop a scale to measure the skill of expressing gratitude.　In Study 
1, items for the scale were selected from an analysis of the results from 2 questionnaires completed by university 
students, and the reliability, content validity, and criterion-related validity of the Gratitude-Expression Skills Scale 
(GSS) were confirmed.　In Study 2, a longitudinal study with university students demonstrated the test-retest reli-
ability and predictive validity of the scale.　Study 3 used a role-playing method.　The participants were 60 university 
students (23 men, 37 women).　The results demonstrated the criterion-related validity of the scale.　These results 
provide empirical evidence for the validity of the Gratitude-Expression Skills Scale.　The scale is different from 
existing conventional scales assessing the gratitude trait.

Key Words: gratitude-expression skills, self-rating scale, positive psychology, scale development


