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抄録

【目的】
本研究では，マンガと小説に関する体験をアレキシサイミア空間（後藤, 2012）に布置することを試みた。

【方法】
参加者と手続き：大学生などを対象にGoogle Formsを用いたウェブ調査を行い，147名（女性111名，男性33

名）のデータを分析に供した。質問紙構成：(1)物語体験（LRQ-J; 小山内・岡田, 2011）：各因子の因子係数の高
い３項目ずつを抜粋して用いた。マンガバージョンは文脈に即して一部の表現を変更した（例「小説」→「マンガ」）。
(2)マンガ・小説の選好性：よく読むジャンル・キーワードを訊く形式。(3)アレキシサイミア傾向（Galex; 後藤ら,

1999）：感情認識言語化困難と空想内省困難から測定。

【結果と考察】

アレキシサイミア傾向が読書頻度に与える影響を検討することを目的として重回帰分析を行った。その結果，感
情認識言語化困難と空想内省困難がともに強いと，マンガ，小説ともに読書頻度が減る傾向が見いだされた。ま
た，マンガと小説の物語体験に与える影響を検討することを目的として重回帰分析を行った結果，マンガでは空
想内省困難が「作者への関心」「現実の理解」「ストーリー志向」を弱める影響を与えていた



アレキシサイミア空間
後藤 (2012)

• アレキシサイミア傾向が感情認識言語化困難と空想内省

困難の２次元から構成されることに基づいて，これらの２次

元空間上に第３の変数を布置することによって，単にアレ

キシサイミア傾向の強弱のみならず，感情性と空想性の心

理・病理を記述しようと試み，このアプローチを「アレキシサ

イミア空間」と命名。

3

「アレキシサイミア空間」を利用した研究

• 解離性体験・虐待的生育歴 （後藤ら, 2012)

• 自閉症スペクトラム：AQ （後藤, 2013）

• 自己注目（反芻・省察） （後藤・加藤, 2014a）

• マインドフルネス （後藤・加藤, 2014b）

• 批判的思考的態度 （後藤・安念, 2015） …など
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先行研究の知見の
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物語体験とマンガ

• 物語理解に伴う主観的体験（物語体験）は，物語世界への没入，読書

への没頭体験のみならず，作者への関心，現実の理解，ストーリー志

向などを含んでおり，小説理解において小山内らを中心に検討されて

いる（小山内・岡田, 2011; 小山内・楠見, 2013など）。

• 日本のマンガは，欧米でも日本語のまま「Manga」と呼ばれるように，

独自の発展を遂げており，物語性の強い作品が数多くみられる。そこ

で本研究では，先行研究で検討された小説に加えてマンガもターゲッ

トとした。



アレキシサイミアと物語に関連した研究

Barenbaum (1993) 映画の選考性との関連を検討

• 感情同定困難が高いと，negativeな感情価の映画を好む傾向

• 抑うつとアレキシサイミアの両方のレベルが高いと，恐怖をあおる映画を

好む傾向

後藤・小玉 (2000) 夢見体験報告との関連を検討

• 空想内省困難が強いと，夢見体験のイメージ体験が弱い傾向

• 空想内省困難が強いと，夢見体験報告の物語構造度(Cohen, 1989)が

弱くなる傾向

【全体的傾向】
感情認識言語化困難： ネガティブ感情の強さと関連
空想内省困難： イメージ活動など深い情報処理と関連



本研究の目的

アレキシサイミア空間で描かれる各個人の日常を描くことを大目的とし

て，本研究ではアレキシサイミア傾向がマンガ・小説の読書頻度や物語

体験に与える影響を検討する。そしてこれらの知見をアレキシサイミア

空間に布置することを目的とした。



方法

調査参加者

• 大学生・短大生・専門学校生144名（男性33名，女性111名）

調査によって174ケースの回答データが得られたが，疑義（複数回回答
や回答態度）がある27ケースを削除した。

質問紙構成

• Gotow Alexithymia Questionnaire (Galex; 後藤・小玉・佐々木, 

1999)

• 物語体験 （LRQ-J; 小山内・岡田, 2011）

原論文で記載された各因子より因子係数の高い３項目ずつを抜粋して
用いた。小説とマンガとの2バージョンを訊いたが，マンガバージョンは文
脈に即して一部の表現を変更した（例：「小説」→「マンガ」）。

• マンガ・小説の読書頻度・選好性を問う項目

• フェイスシート項目

調査手続き

• Google Forms を用いたウェブ調査

物語体験尺度の項目例

①物語世界への没入

• 物語を読んでいると，それが本
当に目の前にあるもののように
感じられることが時々ある

②読書への没頭

• 私は，普段の仕事を忘れてしま
うくらいに小説に没頭するのが
好きだ

③作者への関心

• 小説を読んでいるときの私の主
な興味は，その作者が社会や文
化をどうとらえているかを知るこ
とである

④現実の理解

• 文学は，自分のとは異なる人生
を理解するのに役立つと思う

⑤ストーリー志向

• 小説を読んでいるとき，私がもっ
とも知りたいと思うことはストー
リーがどう展開していくかという
点である



基礎的情報① マンガと小説の読書頻度
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ウィルコクソンの符号化順位検定

Z=6.138, p<.01, r=.360 → 読書頻度：マンガ＞小説



基礎的情報②
ジャンル・キーワード別選好状況（マンガ・小説)

マンガ (n=111) 小説 (n=72)



基礎的情報③
マンガと小説の物語体験の心性の関連

Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 Factor5 共通性

現実の理解：マンガ .934 -.035 .004 .026 .089 .903

現実の理解：小説 .584 .155 .355 -.087 -.085 .720

ストーリー志向：小説 -.071 .988 .072 -.030 .045 1.011

ストーリー志向：マンガ .093 .774 -.172 .075 -.048 .575

作者への関心：小説 -.021 -.044 .918 -.070 .113 .831

作者への関心：マンガ .157 -.099 .540 .185 -.123 .416

物語世界への没入：小説 -.090 .014 .203 .901 -.056 .848

物語世界への没入：マンガ .083 .033 -.155 .858 .092 .792

読書への没頭：小説 -.127 .042 .146 .049 .704 .563

読書への没頭：マンガ .234 -.050 -.120 -.005 .616 .426

因子寄与 2.051 2.046 1.981 1.780 1.499

マンガと小説の物語体験の各下位尺度に対してジョイント因子分析

• 反復主因子法，プロマックス回転，５因子指定

➢対応する物語体験がそれぞれ1つの因子に収束

➢マンガと小説の物語体験に関する心性は同様のものであることが示唆



アレキシサイミア傾向と読書体験との相関

空想内省困難
➢ マンガ読まない

➢ マンガ「作者への関心」弱い
➢ マンガ「現実の理解」弱い
➢ マンガ「ストーリー志向」弱い

➢ 小説読まない
➢ 小説「現実の理解」弱い

「感情認識言語化困難」
➢ マンガ「物語世界への没入」強い
➢ マンガ「現実の理解」強い

感情 空想

頻度 .026 -.259 **

物語世界への没入 .268 ** -.164 +

読書への没頭 -.011 -.051

作者への関心 .088 -.278 **

現実の理解 .251 ** -.444 **

ストーリー志向 .170 +
-.260 **

頻度 .010 -.265 **

物語世界への没入 .054 -.121

読書への没頭 .057 .205 +

作者への関心 -.108 -.177

現実の理解 -.194 -.266 *

ストーリー志向 .149 -.171

マンガ

小説



アレキシサイミア傾向が
読書頻度に与える影響

アレキシサイミア傾向

• 感情認識言語化困難

• 空想内省困難

• 交互作用

重回帰
分析

読書頻度

• マンガ

• 小説

➢ 「空想内省困難」が強いと，マンガも小説も読まない傾向
➢ 「感情ー＆空想ー」だと，より小説を読む傾向

変数名 読書頻度(マンガ) 読書頻度(小説) VIF

感情 -.039 -.049 1.070

空想 -.267 ** -.242 ** 1.103

感情*空想 .010 .157 + 1.039

R
2 .069 ** .094 **



アレキシサイミア傾向が
物語体験に与える影響（マンガ）

感情認識言語化困難
➢ 「物語世界への没入」強い

空想内省困難
➢ 「作者への関心」弱い
➢ 「現実の理解」弱い
➢ 「ストーリー志向」弱い

アレキシサイミア傾向

• 感情認識言語化困難

• 空想内省困難

• 交互作用

重回帰
分析

物語体験（マンガ）

• 物語世界への没入

• 読書への没頭

• 作者への関心

• 現実の理解

• ストーリー志向

「ストーリー志向」に交互作用
➢ 「感情＋空想ー」だと強い

マンガ 物語世界への没入 読書への没頭 作者への関心 現実の理解 ストーリー志向 VIF

感情 .267 ** -.020 .053 .176 * .090 1.063

空想 -.102 -.054 -.260 ** -.407 ** -.257 ** 1.048

感情*空想 .147 .009 .112 .033 -.227 * 1.027

R
2 .106 ** .003 .091 ** .226 ** .133 **



アレキシサイミア傾向が
物語体験に与える影響（小説）

空想内省困難
感情認識言語化困難
➢ 「現実の理解」弱い

アレキシサイミア傾向

• 感情認識言語化困難

• 空想内省困難

• 交互作用

重回帰
分析

物語体験（小説）

• 物語世界への没入

• 読書への没頭

• 作者への関心

• 現実の理解

• ストーリー志向

小説 物語世界への没入 読書への没頭 作者への関心 現実の理解 ストーリー志向 VIF

感情 .126 .101 -.064 -.236 + .175 1.228

空想 -.145 .190 -.192 -.251 * -.180 1.025

感情*空想 .168 .104 .103 -.101 .061 1.252

R
2 .040 * .054 * .052 * .116 ** .054 *



小説ジャンル 感情 空想 感情*空想 R
2

戦争・軍事・戦記 .024 -.266 .426 .212

医療・病院 .140 -.038 .348 .097

ベストセラー小説 -.101 -.181 .210 .095

経済・政治 .025 -.164 .266 .080

旅行 .118 .241 .107 .080

職業・ビジネス -.028 -.114 .255 .077

学園 .167 .191 -.056 .073

ファンタジー小説 .183 .016 -.133 .072

大衆文学 -.053 -.256 .024 .068

純文学 .111 -.103 .283 .068

長編小説 .265 .055 .094 .062

児童小説・児童文学 .116 .061 .248 .058

海外小説・文学・翻訳 .012 .128 .183 .055

スポーツ .047 .111 .199 .052

恋愛小説 -.107 .205 -.040 .049

アドベンチャー .176 -.114 -.024 .049

短編小説 .063 -.015 .241 .048

ホラー小説 .227 -.042 .040 .046

家族s -.096 .118 -.213 .044

SF小説 .094 .068 -.143 .042

歴史・時代劇 -.082 -.069 .141 .038

グルメ・食・料理 -.003 -.011 .183 .033

サスペンス小説 .068 .162 -.038 .033

動物s .157 .098 .076 .032

ショートショート .167 -.038 .138 .027

ミステリー小説 -.142 -.041 -.096 .021

自然 .029 -.102 .113 .018

ヒューマンドラマ .001 -.024 -.110 .014

ギャグ・コメディー .022 -.088 -.020 .009

推理小説 .005 -.058 -.063 .009

ライトノベル .055 -.042 .037 .004

アクション -.005 -.047 .013 .002

マンガジャンル 感情 空想 感情*空想 R
2

戦争・軍事・戦記 -.198 -.232 .180 .122

恋愛・ラブストーリー .160 .237 -.020 .069

歴史・時代劇 -.091 -.129 .188 .063

競馬・競輪・競艇・オートレース -.189 -.095 .124 .061

アクション -.122 -.212 -.066 .050

日常系 .157 -.114 -.030 .046

異世界 .099 -.169 -.035 .046

スポーツ -.033 .168 -.110 .045

医療・病院 -.098 .088 -.163 .045

学園・学校 .108 .186 .005 .038

ミステリー .087 -.141 -.040 .034

ホラー -.165 -.049 -.108 .033

家族 .136 -.027 -.081 .030

ヤンキー・任侠 -.153 -.108 -.033 .028

ファンタジー -.146 -.054 .031 .024

ギャンブル -.074 .005 .104 .018

動物 .064 .127 .014 .017

SF -.090 -.073 .037 .013

冒険 -.031 -.108 -.023 .011

サスペンス -.016 -.101 .022 .011

グルメ・食・料理 -.046 -.001 -.096 .010

エッセイ・雑学 .042 -.073 -.030 .009

熱血 -.069 -.007 .053 .009

職業・ビジネス -.027 -.045 .073 .009

麻雀・パチンコ -.040 .062 .031 .007

ハードボイルド .003 -.080 .017 .007

バイオレンス .029 -.063 .028 .006

ヒューマンドラマ -.074 -.043 -.022 .006

ギャグ・コメディー .050 -.012 -.034 .004

自然 .040 -.039 .023 .004

アレキシサイミア傾向が
マンガ・小説のジャンル選好に与える影響

アレキシサイミア傾向
を独立変数，各ジャン
ルを従属変数とした重
回帰分析

➢ マンガも小説も「戦
争・軍事・戦記」で
説明率が最も高い。



アレキシサイミア傾向が
戦争・軍事・戦記ジャンル選好に与える影響

（マンガ・小説）

➢ マンガ・小説ともに「感
情ー＆空想ー」のタイ
プが最も「戦争・軍事・
戦記」ものを読む。

戦争・軍事・戦記(小説) 95%下限 95%上限 VIF

感情 .220 -.087 .527 1.228

空想 -.410 * -.801 -.020 1.025

感情*空想 .725 ** .293 1.156 1.252

R
2 .522 **

※グラフは逆ロジット変換して率
に修正

戦争・軍事・戦記(マンガ) 95%下限 95%上限 VIF

感情 -.171 -.440 .098 1.063

空想 -.332 * -.592 -.072 1.048

感情*空想 .314 * .053 .576 1.027

R
2 .244 **

アレキシサイミア傾向

•感情認識言語化困難

•空想内省困難

•交互作用

ロジス
ティック
回帰

選好

•戦争・軍事：戦記

• マンガ

•小説



マンガ・小説の読書頻度・物語体験の
アレキシサイミア空間への布置

①感情認識言語化困難

弱 強

②
空
想
内
省
困
難

強
• マンガ・小説をあまり読
まない

• マンガで作者への関心を
示さない

• 小説が「現実の理解に役
に立つ」と思わない

偽りの健康 アレキシサイミア

• マンガで物語世界への
没入しやすい

真の健康
マインドフル

心的体験化

弱

• 小説をよく読む
• 小説が「現実の理解に役
に立つ」と思う

• 「戦争・軍事・戦記」マン
ガ・小説を好む

• マンガをよく読む
• マンガで作者への関心を
示す

• マンガのストーリー志向
が強い



考察

空想内省困難

マンガ・小説を読まない

• 空想困難特性の強さによって，マンガ・小説によって引き起こされるイメージが

弱く，面白さを感じにくい。結果として読書習慣化しないのでは？

「作者への関心」弱い／「現実の理解」弱い／「ストーリー志向」弱い

• 内省性の弱さから，読書から作者・現実への連想へとつながらず，世界が広が

らないのでは？

感情認識言語化困難

マンガで物語世界に没入しやすい／ 「ストーリー志向」強（＠感情＋空想ー）

• ネガティブなトーンに反応しやすいのでは？

• 空想内省傾向の強さと合わさって，ストーリー志向が強くなるのかもしれない。



感情＋空想＋

小説が「現実の理解に役に立つ」と思わない

感情ー＆空想ー

小説をよく読む。

• 情緒的安定とイメージ力や連想性の高さが相まって読書の利得が最も得やすい
タイプなのでは？

他のタイプに比べて「戦争・軍事・戦記」ものをよく読む。

• もともと選択されにくいジャンル（マンガ: 14/111，小説:11/72）であることから，全体的
な読書頻度の高さの反映か？＞追加分析の結果，多ジャンル多読は関係ない
ようだ



今後の展望

• アレキシサイミア空間は，マンガ／小説の物語体験を理解するフレー

ムとなりうる。

• 読書習慣の形成を促すには，アレキシサイミア（とくに空想内省困難）

のような個人の特性を考慮したアプローチの必要性を示唆する。

• 一方で，適切なアプローチによってマンガ・小説の読書習慣が身につ

くと，アレキシサイミア（とくに空想内省困難）が改善されるかもしれな

い。


