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〔原著〕

夢見体験からみたアレキシサイミア傾向と

　　　内的体験の言語的表現との関係

後藤　和史* 小玉　正博**

Alexithymia Personality and verbalization of lnner Experience on

　　　　　　　　　　　　　　　DreamExperience

　　　　　　　KazufumiGOTow゛ and Masahiro KODAMA゛゛

　　　Thisstudy examined the relatjonship between alexithymic persona】ityand the dream experience.

Alexithymiawas assunled as a personality consisting of゛deiicitin identifS/ingand verbalizing physical

sensationand affecl（DPA）¨factor and“deficitin fantasy and introspection（DFI）¨faclorby Gotow

Alexithymia Questionnaire. ln the firststudy，we examined how alexithymic personality relates to

rrequencies of dreams and the dream experience. DFl factorshowed negative correlations with

rrequencies of a dream and the sensalion experienced in the dream.whereas DPA factorpositively

associated wjth the unpleasanl experiences in the dream. ln the second study, the relationshipbetween

alexithymia personality and contents ofthe dream reports was investigated.DFl actor had a negative

correlation wilh the structureof verbal description.the emotiona】expression and the vividness of the

dream.Resulls from DFl faclor corresponded wjth the clinical description of the dream in the

alexithymics，However，DPA filctorrevealed no consistent relalionship with the dream experience.

These differencessuggest that DFl factor can be considered a personality traitofalexithymia, whereas

DPA factordoes not reflectthe original concept of alexithymia.
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　アレキシサイミア傾向は『体感・感情の認識言語化不全』因子と『空想・内省不全』因子から構

成される。本研究ではアレキシサイミア傾向と夢見体験との関連について検討した。まず研究１で

は，夢見および夢見中の諸体験の頻度との関連を検討した。その結果，「体感･感情の認識言語化不

全」傾向と夢見中・後の不快体験の頻度との間に正の相関，「空想・内省不全」傾向と夢見の頻度・

夢見中の各種感覚体験の頻度との間に負の相関が認められた。また研究２では，夢見体験報告との

関連を検討した。その結果，「空想・内省不全」傾向と夢体験の言語表現･言語的感情表現・物語構

造度・鮮明性との間に負の相関が認められた。研究１・２を通して，「空想・内省不全」傾向ではア

レキシサイミア傾向者の夢見報告に関する臨床報告に一致した結果が得られたが，「体感･感情の認

識言語化不全」傾向では一致する結果は認められなかった。以上のことより，本来のアレキシサイ

ミアの人格特性的基盤は「空想・内省不全」傾向であり，「体感･感情の認識言語化不全」傾向はも

ともとのアレキシサイミア概念とは異なったものであることが示唆された。
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夢見体験からみたアレキシサイミア傾向

〔問題と目的〕

　「体験過程（experiencing）」がカウンセリング実践

においてクライアントの心的状態を表す概念のひとつ

として提起されたように，心理療法実践から導出され

てきた同様の概念のひとつに｜アレキシサイミア

（alexithymia; Sifneos, 1972）」がある。

　Sifneos（1973）は自身の精神療法経験から，心身症

患者の多くが，面接者とのコミュニケーションが困難

なこと，倦怠的であること，回避的行勧化をすること

などの特徴を報告した。さらに，最も顕著なのは｡自

分の気持ちを表現するのに的確な詰を使うこ｡とができ

ない傾向であった。理論的にはアレキシサイミアは，

（1）自分の感情を認識し，表現することの困難，（2）身

体的感覚と情緒的喚起を区別することの困難，（3）空

想力（想像力）の貧困さ，（4）機械的･操作的な思考ス

タイル，という４つの側面から構成される（Lesser，

1981，1985; Nemiah, 1977; Taylor, 1984）。つまり，

アレキシサイミアは「ある個人が感情や空想｡といった

内的体験を言語などの記号を用いて認識したり表現し

たりすることの困難」といえる。

　現在では，Toronto　Alexithymia　Scale（TAS;

Tayloi et aL1985）やその改訂版（TAS-20; Bagby

ｄ�｡,1994）などの質問紙尺度が開発されており，そ

の知見からアレキシサイミアは心身症患者のみなら

ず，他の精神疾患や一般人にも存在する人格特性ない

しは個人差としてみなされている。本研究では，アレ

キシサイミアを人格特性ないしは個人差としてみた場

合には「アレキシサイミア傾向」と表記する。

　ところで，感情や空想を伴う内的体験のひとつに夢

見体験がある。相談場面において，クライエントの夢

見体験報告は多く使われる素材であり，精神力勅諭の

流れを汲む。ング派などの心理療法はもちろん，体験

論的立場といえるゲシュタルト療法やフォーカシング

においても夢見の問題は重要視されている。名島

（1998）は，夢見体験の重要性を（1）クライエントに対

する共感性を増す手段，（2）豊富な情報源，（3）対話に

よるコミュニケーションが難しい場合での代替となる

媒体，（4）クライエントが自己吟味する際の有益な手

段，として取り上げている。こうした視点からも，ク

ライエントの自己理解やカウンセラーのクライエント

理解を深いものとするために夢見体験は重要であると

いえるだろう。

　アレキシサイミア傾向者の夢見体験に関しては，神

経症患者と比べ，夢見体験報告が困難であり，報告で
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きたにしても内容に乏しく，日常生活の延長といった

ニュアンスが強い，という実践報告がある（前田,1980;

Nemiah,1977）。しかしながら，アレキシサイミア傾向

と夢見体験に関する実証研究はこれまであまり行われ

ていない。その中でもHyyppａｄ征（1990）は，一

般母集団を対象に質問紙調査を行い，アレキシサイミ

ア傾向と色彩のない夢と夢主が積極的に関与していな

い夢とが関連していることを見出した。またNielsen

ｄ�。（1997）は，喘息患者を対象にアレキシサイミア

と夢見と悪夢に関する頻度の関連を検討するための質

問紙調査が行った。その結果，アレキシサイミア尺度

の下位尺度である「表層的思考（外面性志向の思考）」

が，夢見体験の頻度を少なくする影響を与えているこ

とが認められた。しかしながら，彼らの研究では頻度

のみに着目しており，夢の内容や連想といった，相談

活動を深めていくうえで有用な局面に対して目を向け

ていない。

　相談場面では，睡眠中に本当に夢を見たかどうか，

「語られたこと」が本当に夢の中で体験されたかどう

かという診断的観点が中心になることはない。鐘

（1998）は，導入期において夢見体験の報告が行われた

ときの面接者の仕事として，（1）イメージを共有する，

（2）感想を確かめる，（3）連想（思いつき）をとる，こ

とを挙げている。それに加えて，全体的特徴を把握す

るための形態分析において注目する特徴として，（1）

風景･景色としての全体的印象，（2）物語の筋，（3）夢

主の「動き」「対人関係」のあり方，（4）夢主の情動の

強さ･弱さ，（5）夢の時間と空間を挙げている。つまり

クライエントが，自分の訴えに関連づけた，あるいは

そこから派生し，意識的・無意識的に「ひとつの物語

として」加工して語った夢の内容や語り方に着目する

のが実際である。したがって，相談領域の中では「語

られた夢」つまり夢見体験報告という側面から研究を

行うのが実践への応用の観点から有用であろう。

　以上のことを踏まえ，本研究では，夢見中のさまざ

まな体験の頻度と言語的な夢見体験報告を通してアレ

キシサイミア的特徴を理解し，相談実践への示唆を考

察することを目的とする。

研究１　アレキシサイミア傾向と夢見体験の特徴

〔目　　的〕

　Hyyppa d α/.（1990）やNielsen ｄａＬｪ（1997）の

追試および補足として，アレキシサイミア傾向と夢見

体験の頻度や感覚体験の頻度といった形式的特徴の関

一回－
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Table l　アレキシサイミア傾向と夢見質問紙との相関

夢見体験

視覚体験

色彩体験

聴覚体験

発話体験

皮膚感覚体験

運動感覚体験

味覚体験

嗅覚体験

快体験

不快体験

うなされ体験

覚醒後の不快感

体感・感情の

認識言語化不全

　
　
　
　
率
　
申
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
　
＊
　
＊

３
４
６
１
３
６
１
０
２
７
６
６
４

１
１
１
２
１
０
１
１
０
０
２
１
９
Ｊ

空想・内省不全

　－.221゛

　－.191゛

　－.171

　－.311゛

　－.2711

　－.2411

　－.2411

　－.08

　－.07

　－.07

　－.15゛

　－.02

　－.22゛゛

　・＝182.1j＜｡05，¨β＜｡01.

係を検討する。先行研究から，アレキシサイミア傾向

と夢の頻度とは負の相関，夢見体験中の諸感覚体験の

頻度とも負の相関関係にあることが予想される。

〔方　　法〕

（１）調査対象者

　大学生182名（男性89名，女性93名，平均年齢

19.5歳）。

（２）質問紙構成

　アレキシサイミア傾向の測定に関しては，ＴＡＳ日

本語版（宮岡,1991）やTAS-20日本語版（Fukunishi

et al.，1997）などがよく用いられているが，ＴＡＳ系尺

度は結果の解釈が難しいため，本研究ではアレキシサ

イミア質問紙としてGotow Alexithymia Question-

naire: Galex （後藤ら,1999）を用いた。この質問紙で

はアレキシサイミア傾向を，互いに独立した『体感・

感情の認識言語化不全』因子と「空想・内省不全」因

子の２つの側面から測定している。 Galexはアレキシ

サイミア概念に一致する構成概念妥当性，再テスト信

頼性，内的一貫性，収束的妥当性をもっている。さら

に各側面は内容的・統計的に独立しているので，結果

の解釈が容易という利点をもつ。 Galexの具体的な項

目についてはAppendix 1 を参照されたい。

　夢見の形式的特徴の測定に関しては，松岡ら（1992）

の作成した夢見の形態的特徴・睡眠習慣などの質問紙

より，夢見の頻度に関する項目，夢見中の感覚体験に

関する項目（視覚・聴覚・皮膚感覚・運動感覚・味覚･

嗅覚），発話と色彩の体験頻度に関する項目を抜粋し，

さらに夢見中の快・不快の頻度，うなされて覚醒した

体験の頻度，覚醒後の不快感の頻度に関する項目を追

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

加して用いた。夢見の頻度に関する項目のみ｢まった

くみない(1)｣～｢毎日みる(7)｣の７件法で回答を求

め，残りの12項目は｢まったくない(1)｣～｢いつもあ

る(5)｣の５件法で回答を求める形式とした。

(３)調査手続き

　一般大学生を対象とした教職科目・心理学科目の講

義時間を用いて調査は行われた。調査者は質問紙を配

布し，調査内容と回答方法に関して説明した後，対象

者に対して署名によって同意を求めた。その後，対象

者は各自のペースで質問紙に回答を行い，調査者が回

収した。回答時間には個人差があったが，およそ

15～20分程度であった。

〔結　　果〕

　アレキシサイミア傾向と夢見・夢見中体験の頻度と

の関連を検討するために，Galexと夢見質問紙との間

の相関係数を算出した．その結果をTable l に示す．

　Galexの「体感・感情の認識言語化不全」尺度と，

聴覚体験（r＝.21，Z･＜.01）・不快体験（y＝.26，

β＜.01）･覚醒後の不快感（r＝.34，βく.01）の頻度と

の間に弱い正の相関が認められた．また，相関係数が

絶対値にして.20未満だったが，色彩体験（y＝.16，

〃＜.05）・うなされ体験（y＝.16，Z･＜.05）の頻度との

間に有意な正の相関が認められた．

　一方，「空想･内省不全」尺度は,夢見体験（y＝－.22，

ρく.01）・聴覚体験（y＝－.31，Z･＜.01）・発話体験

（y＝－.27，Z･＜.01）・皮膚感覚体験（r＝－.24，

Z･＜.01）･運動感覚体験0･＝－.24，β＜.01）･覚醒後

の不快感（r＝－.22，Z･＜.01）の頻度との間に弱い負

の相関が認められた．また，相関係数が絶対値にし

て.20未満だったが,視覚体験（r＝－.19,Z･＜.01）・

色彩体験（ﾀﾞ＝－.17，β＜.05）･不快体験（ﾀ･＝－.15，

Z･＜.01）の頻度との間に有意な負の相関が認められ

た．

〔考　　察〕

　研究１では，アレキシサイミア傾向と夢見体験の頻

度や夢見中の各種感覚体験の頻度などの形式的特徴の

関係を質問紙調査によって検討した。

　その結果，アレキシサイミア傾向の『体感・感情の

認識言語化不全』傾向と，夢見中の聴覚体験・色彩体

験・不快体験・うなされ体験・覚醒後の不快感の頻度

との間に正の相関がみられた。つまり，『体感･感情の

認識言語化不全』傾向が高いと，聴覚・色彩のある夢

を体験したり，不快でうなされるような悪夢を体験す

ﾑ1－



夢見体験からみたアレキシサイミア傾向

る頻度が多いことを意味している。この結果はアレキ

シサイミアと夢見に関する臨床報告やHyyppａｄ�。

（1990）やNielsen ｄ�。（1997）の結果には一致しな

い。

　『空想・内省不全』傾向と夢見体験・視覚体験・色彩

体験・聴覚体験・発話体験・皮膚感覚体験・運動感覚

体験・不快体験・覚醒後の不快感の頻度との間に，負

の相関が認められた。つまり，『空想･内省不全』傾向

が高いと，夢見体験自体が少なく，各種感覚・感情体

験の頻度が少なくなることを意味する。この結果は，

アレキシサイミアと夢見に関する臨床報告や先行研究

に一致する。

　このように，『空想･内省不全』傾向では先行研究や’

臨床報告に一致する結果が得られ，一方で『体感・感

情の認識言語化不全』傾向では一致しない，という結

果パターンが得られた。しかしながら，研究１で行っ

た夢見中の諸体験の頻度を問くという質問紙調査は，

夢見体験のメタ評価，あるいは診断的評価とでもいう

べきもので，相談場面で用いられる夢見体験報告とは

一致しない。したがって，実際にひとつの夢見体験を

報告した場合におけるアレキシサイミア傾向の関連を

検討する必要がある。

研究２　アレキシサイミア傾向と夢見体験報告

〔目　　的〕

　研究２では，夢見体験の言語的報告を通してアレキ

シサイミア傾向がどのように内的体験の言語化や感情

表現と関連しているかを検討する。アレキシサイミア

傾向は夢の表現力・感情の表現力と負の相関にあると

予想される。さらに内的体験の言語的認識つまり文法

的構造化に困難をきたしているので，夢を構造化して

表現するのが難しいと予想される。

〔方　　法〕

（１）調査対象者

　大学生182名（男性89名，女性93名，平均年齢

19.5歳）。

（２）質問紙構成

　アレキシサイミア傾向の測定にはGalexを用いた。

　夢見体験報告に関しては，より詳しい情報を得るた

めと実際の相談場面での質問に近づけるため，夢見体

験報告だけでなく印象・連想などの情報も得られるよ

うな自由記述式質問紙を鐘（1998）などを参考に新た

に作成した（Appendix 2）。まず印象的な夢を一つ報

告させ，その夢をみた年齢，夢の印象的な部分，夢に
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ついての連想，夢の中での［感じ］，夢のタイトル，を

自由記述で報告させた。この質問紙を「夢見体験報告

質問紙（dream experience report questionnaire）」

と命名し，以降この名称を用いる。それに加えて夢見

体験のイメージ的特徴を得るために，竹内ら（1996）

の夢特性評定尺度を用いた。これは，奇異性･快一不快

度・鮮明性・活動性といった夢見体験のイメージ的特

徴を問う７件法15項目の尺度である。

　客観的指標に問しては，夢見体験報告における全般

的な言語表現力の指標として文字数，感情の言語表現

力の指標として感情表現数を用いた。さらに夢見体験

報告の「物語としての」構造を検討するための指標と

して物諸構造度を用いた。この指標は，登場人物や場

所といった「設定」，行動目標をもつ「テーマ」，出来

事と反応からなる「エピソード」，「結末」といった伝

統的な物語の典型的なつくられ方に関する知識から構

成される物語スキーマヘの適合度を検討するために独

自に設定したものである。なお評定者の主観や理論的

立場によって結果やその解釈が左右されるため，本研

究では内容的側面からの検討は行わなかった。

（３）調査手続き

　研究１と同時に，大学の講義時間内に質問紙を配布

し，回答したものを回収した。

〔結　　果〕

（１）基礎統計量

　Table 2にGalexおよび夢見体験報告質問紙の平

均・標準偏差を示した。なお，調査対象者で夢見体験

報告を行わなかった者が14名いたので除外して分析

を行った。その結果,分析対象者は168名（男性77名，

女性91名）となった。

Table 2　Galex ・夢見体験報告責問紙の基礎統計量

　　　　　　Galex

体感・感情の認識言語化不全

空想・内省不全

夢見体験報告質問紙

全文字数

夢見体験報告中の感情表現数

「印象」質問中の感情表現数

「連想」質問中の感情表現数

「感じ」質問中の感情表現数

全体の感情カテゴリー数

物諸構造度

〃＝168.

平均　　標準偏差

32

24

９０

　０

　０

　０

　０

　１

－

　３

82

18

21

18

23

10

95

21

－

15

7.50

6.53

65.99

　0.43

　0.50

　0.34

　0.63

　0.90

-

　1.96

-－25－
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　　　　　　全文字数

夢経験報告中の感情表現数

「印象」質問中の感情表現数

「連想」質問中の感情表現数

「感じ」質問中の感情表現数

全体の感情カテゴリー数

　　　　　物語構造度

　　　　　　奇異性

　　　　　　快一一不快度

　　　　　　鮮明性

　　　　　　活動性

　　　　　　y，（名）
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Table 3　アレキシサイミア傾向と夢見体験報告との関連
　　　　　-一一一一一一一一一一　　　　体感・感情の認識言語化不全

相関係数

一一
　.20'I

¥
t
～
.
g
）
L
Q

C
X
I

０
０
１
１
０
ハ
Ｕ

12

L
n

L
r
5

1
.
Q

1
.
C

Ｏ
１
０
０

168

　Ｈ：高得点群，Ｌ：低得点群。*Z）＜｡05，¨Z）＜｡01.

（2）内的体験の言語表現との関係

　アレキシサイミア傾向と内的体験の言語表現との関

連を検討するために，アレキシサイミア傾向と夢見体

験報告質問紙中の全文字数との間の相関係数を算出し

た（Table 3）。その結果，「体感･感情の認識言語化不

全」尺度との間に弱い正の相関（y＝｡20，1）＜｡01），「空

想･内省不全」尺度との間に弱い負の相関（y＝－｡36，

/･＜｡01）がみられた。またGalexの各尺度で１標準偏

差以上の偏異を示したものを高群・低群として，各群

の全文字数の平均値の差を／検定で検討した。その結

果，『体感・感情の認識言語化不全』高群図ニ26）は

低群（,7＝24）よりも有意に文字数が多くけ＝－2.18，

夕＜｡05）に『空想･内省不全』高群０＝22）は低群（対＝

26）よりも有意に文字数が少ない（j＝3.73，/･＜｡01）

ことが見出された。

（３）感情表現との関係

　夢見体験報告中の言語的感情表現とアレキシサイミ

ア傾向との関係を検討するために，まず感情表現を計

数した。判定は本研究の目的を知らされていない大学

生２名によって行われた。手続きは，判定者のうちの

１人が判定を行い，もう１人が再検討を行って,感情表

現として疑問がもたれたものについて協議を行い，一

致したものを採用した。感情表現の判定基準として

は，「不安だった」や「嬉しかった」といった感情語の

みだけでなく，「頭にきた」や「胸糞悪かった」のよう

な常識的に日本語で感情表現と認められるものも感情

表現として判定した。そして，アレキシサイミア傾向

と夢見体験報告中の感情表現数・印象に関する質問中

の感情表現数･連想に関する質問中の感情表現数･「感

空想・内省不全

／検定

-
Ｈ＞Ｌ*

ｎ．Ｓ．

ｎ．Ｓ．

ｎ．Ｓ．

ｎ．Ｓ．

ｎ．Ｓ．

一

ｎ．Ｓ．

一

ｎ．Ｓ．

ｎ．Ｓ．

ｎ．Ｓ．

ｎ．Ｓ．

H:26

L:24

相関係数

－.361゛

－.10

－.01

22

25

28

寧＊

＊＊

＊＊

.2911

-

.04

.07

.26゛゛

.02

-

168

　１検定

一一一一一一一一

ＨくＬ゛゛

一一

　ｎ．Ｓ．

　ｎ．Ｓ．

Ｈ＜Ｌ゛

ＨくＬＩＩ

Ｈ＜Ｌｓ゛

ＨくＬｌｓ

ｎ．Ｓ．

ｎ．Ｓ．

Ｈ＜ＬＩ

ｎ．Ｓ．
一
H:22

L:26

一 一 一 一 －

じ｣に関する質問中の感情表現数・質問全体にみられ

た感情表現カテゴリー数との間について相関係数を算

出した．その結果，『空想･内省不全』尺度と，連想に

関する質問中の感情表現数(ｙこー.22，/)＜.01)，|感

じ｣に関する質問中の感情表現数(ｒニー.25,♪＜.01)，

質問全体にみられた感情表現カテゴリー数

(r＝－.28，1）＜.0Dとの間にそれぞれ弱い負の相関が

みられた．そのほかにも有意な相関はみられたが，相

関係数の絶対値で.20を超えるものはなかった．また

群ごとの分析の結果，｢空想･内省不全｣高群は低群に

比して，連想に関する質問中の感情表現数が有意に少

ないこと(ノュ2.57，♪＜.05)，｢感じ｣に関する質問中

の感情表現数が有意に少ないこと(Z＝3.18，1）＜.01)，

質問全体にみられた感情表現カテゴリー数が有意に少

ないこと(Z＝3.74，♪＜.0Dが見出された．なお，｢体

感・感情の認識言語化不全｣の高低による感情表現数

の平均値の差はいずれも有意水準に達しなかった．

(４)夢見体験報告がもつ物語構進度との関係

　夢見体験報告の記述内容に関して，Cohen(1989)

に基づき物諸構造度を検討した．各夢見体験報告に関

して，登場人物・場所・時間・目標・出来事・反応・

結末の各要素が記述されているかを客観的に評定し

た．評定手続きは，本研究の目的を知らされていない

大学生２名によって先の感情表現の判定と同様の手続

きによって行われた．さらに各要素について記述のあ

ったものを１点，なかったものをＯ点として合計点を

算出し，アレキシサイミアとの間の相関係数を算出し

た．その結果，｢空想･内省不全｣尺度との間に弱い負

の相関がみられた(r＝－.29，Z)＜.肘)．また群分けに
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　　　Table 4　高・低ﾜ空想・内省不全ﾌ傾向者の典型的夢見体験報告例

　　一一一一一一一一…一　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　-一一一一一一
　タイトル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内　　　容

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一一一一ウイルス侵入　自分のパソコンにウイルスが侵入してきて，ハードディスクが壊れてパソコンが使

　　　　　　　えなくなってしまった。

　無制限　　　遊びに行く。

　　悪夢　　　テストで悪い点数をとった。

　戦争の夢　　１人でとぼとぼ歩いていると，軍のジープで家に送られる。たくさんの友達が壊れた

　　　　　　　自宅に集まっている。

　　死　　　　原因不明の伝染病が流行して人がどんどん死んでいく。その伝染病は血液に触れる

　　　　　　　ことによって感染する。最後には自分も感染してしまい「ああ，私ももうじき死ぬ」

　　　　　　　とぼんやり感じた。

とにかく不快　高校時代,あこがれの先生と一緒に僕の部屋で２人で勉強しているが,少し休憩をと

　　　　　　　ろうと窓のほうをみると,隣の家の窓から,知らない女の人がコッソリこっちをのぞ

　　　　　　　いていた。

よる分析の結果『空想・内省不全』高群は低群に比し

て，物諸構造度が有意に低い（/＝3.71，カ＜｡01）こと

が見出された。なお「体感・感情の認識言語化不全」

の高低によっては有意差はみられなかった。

（５）夢見体験のイメージ的特性との関係

　アレキシサイミア傾向と奇異性・快一不快度・鮮明

性・活動性との間の関係を検討するために相関係数を

算出した。その結果「空想・内省不全」尺度と鮮明性

との問に弱い負の相関（r＝－｡26，1）く｡01）がみられ

た。また，高･低得点群による／検定の結果，「空想･

内省不全」高群は低群に比して，鮮明性が有意に低か

ったけ＝2.62，/）＜｡05）。その他のイメージ的特性の

平均値の差はいずれも有意水準に達しなかった。

〔考　　察〕

　研究２では，夢見体験の言語的報告を通してアレキ

シサイミア傾向がどのように内的体験の言語化や感情

表現と関連しているかを検討した。

　その結果，アレキシサイミアの「体感・感情の認識

言語化不全」傾向は，夢見体験の言語表現力と正の相

関が認められた。つまり「体感・感情の認識言語化不

全」傾向が高ければ高いほど，内的体験を詳細に言語

化することができるということを意味しており，先行

研究には一致しない。

　一方で「空想・内省不全」傾向は，夢見体験報告の

全般的言語表現，感情表現，夢見体験の鮮明さ，物語

構造度と負の相関が認められた。つまりr空想・内省

不全」傾向が高ければ高いほど，漠然として物語性の

ない夢を感情表現を交えずに淡々と言語化することを

意味しており，これらの特徴は先行研究と一致する。

　　「体感・感情の認識言語化不全」傾向では先行研究

に一致せず，「空想･内省不全」傾向は先行研究に一致

する結果が得られるというパターンは研究Ｉでの結果

と一貫していた。 Table 4 に，『空想・内省不全』尺度

において高・低得点を示した調査対象者の典型的な夢

見体験報告例を示した。これをみると，低得点者が空

想・感情性に富んだ夢見体験を報告したのに対し，高

得点者のほうは現実体験が何ら加工されることなく表

出された即物的な夢見体験を報告していたことがわか

る。

〔総合的考察〕

　本研究では，夢見中のさまざまな体験の頻度と夢見

体験報告を通してアレキシサイミア的特徴を理解する

ことを目的に，研究１では，夢見中の諸体験との関係

を検討し，研究２では，夢見体験の言語報告を通して，

どのように内的体験の言語化や感情表現と関連してい

るかを検討した。その結果，「体感･感情の認識言語化

不全」傾向の高さは，聴覚・色彩のある夢を体験した

り，悪夢を体験する頻度が多く，内的体験の詳細な言

語化と関連していることが認められた。

　感情の認識・言語化に関する項目が多くを占める

ＴＡＳ系のアレキシサイミア尺度と，本来異なった概

念である神経症傾向・抑うつ傾向との間には正の相関

がみられる（後藤,1997; Haviland ｄ�｡,1988; Mann

el al.，1994）。また，Yelsma（1995）は，TAS-20と自

尊感情（self-esteem）尺度との間に中程度の負の相関

を報告した。さらに，Rief d �｡（1996）は，TAS-R

（Taylor d α/｡,1992）を用いて，アレキシサイミア傾

向と日常会話での感情話使用との関連を検討した結

果，Galexの「体感・感情の認識言語化不全」因子と

同質の項目から構成される「感情的覚醒に伴う身体感
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覚と感情との弁別能力および他者に対する感情表出能

力の不全』因子の尺度得点と，陰性感情話の使用頻度

の高さとが関連していたことを明らかにした。その結

果から「ＴＡＳは，抑うつ状態や全般的なディストレス

状態の特定の側面を測定しているものと思われる」と

結論づけている。

　以上のことから『体感・感情の認識言語化不全』尺

度は，表面的には自己の感情の認識・言語化が困難な

傾向を測定しているようであるが，実際は，処理でき

ないほど大きな陰性感情あるいは多種の陰性感情を体

験していることによって「何がなんだかわからなくな

っている」という感情的混乱傾向あるいは全般的な心

身不調傾向を間接的に測定している可能性が考えられ

る。ＴＡＳ系尺度はアレキシサイミアの研究で最も広

く用いられている尺度であることを考慮すると，現在

のアレキシサイミア概念とSifneosの提唱したオリジ

ナルのアレキシサイミア概念とは異なっていると考え

られるが，さらなる検討を要する。

　一方で，『空想･内省不全』傾向が高いと，夢見体験

自体が少なく，また夢見中の各種感覚・感情体験の頻

度が少なく，そして漠然として物語性のない夢を感情

表現を交えずに淡々と言語化することが確認された。

この「空想・内省不全」傾向は，理論的にはアレキシ

サイミアの先行概念である「機械的思考（pens6e op6r-

atoire; Marty ＆de M’Uzan, 1963）」に一致するもの

である（後藤ら,1999）。機械的思考は，連想や対話の

中でやたらと具体レベルでの客観的情報のみを述べる

傾向を意味している。この思考スタイルをもつ者の話

は，自分の空想や感情とは関係のない「だれが，いつ，

どこで，どうした」という新聞記事のような内容にな

る。たとえそれが自分にとって重要な体験でも，傍観

者的な立場で感情的要素を交えずに述べられる。また

空想や夢の欠如も特徴的である。

　アレキシサイミアの理論的概念において，機械的思

考の側面である「空想力（想像力）の貧困さ」「機械

的・操作的な思考スタイル」という，感情語のなさと

いうアレキシサイミアの字義通りの意味とは異なる側

面が残されているのは，本研究の知見が示すように，

空想と感情表出が密接な関係にあることを示している

ことにほかならない。本研究の知見とSifneosの現象

学的なアレキシサイミア概念とをあわせて考察する

と，人格特性として捉えることができるのは「空想・

内省不全」傾向のみであり，そのような人格特性を強

くもつ者が，カウンセリング的対話場面での認知・行

動的特徴として，感情を認識したり言語化したりでき

ないというアレキシサイミア的状態を示すのではない

かと思われる。

　アレキシサイミア傾向者に対しての心理療法に関し

ては，主に精神力勅諭的な立場から論じられている

(Krysta1，1979;　Taylor，1977)。また松岡・佐々木

(1993)は，１回90分で２回の自律訓練法指導セツシ

ョンを通して，アレキシサイミア傾向が低減すること

を実証的に明らかにしている。しかしながら，Sifneos

(1973)がアレキシサイミア傾向を示す患者に対して

力動的心理療法や精神分析を行うことは不適切である

と述べているように，アレキシサイミア傾向が極度に

高く空想力や内省力に乏しい者に，無理に内省的なカ

ウンセリングヘの勅機づけを維持させるのは難しい。

面接の目標によってはクライエントの内省力を前提と

しない行動療法的技法を用いるなど，柔軟に対応する

必要もあるように思われる。そこで，著者らの開発し

たGalexはアレキシサイミア傾向者に対するカウン

セリングの方向性を査定する用具として応用できる可

能性があるが，今後の検討を必要とする。

　最後に本研究の方法論上の限界について３点述べ

る。第１に，本研究は大学生対象の調査研究であった。

大学生は精神発達的・知的に特定範囲の集団であるた

め，他の母集団においても同様の結論が得られるかど

うかはわからない。第２に，本研究は質問紙による調

査である。できるだけ詳しい報告を得るために，夢見

体験報告だけでなく，印象や連想を問うなど質問を工

夫したが，実際の相談場面における口頭での報告とは

異なっている可能性もあるだろう。第３に，本研究で

得られた夢見体験のデータは，印象夢(impressive

dream)である。調査対象者が夢見体験報告に対して

レディネスのない大学生であることを配慮しての報告

夢の選択であったが，相談場面で取り扱われる夢見体

験は，反復夢(recurrent dream)など他の形態の場合

もあり，本研究の結論をより一般化するためには，今

後の事例研究を通して本研究の知見を実証していく必

要性があるだろう。
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Appendix I　Gotow Alexithymia Questionnaire （後藤・小玉・佐々木，1999）
-

以下の項目文を読んで、あなたにどの程度あてはまるかを以下のいずれかにマルをつけて回答してください。また、すべて

の項目に回答してください。
一 一 一 一

　　　１　　　　　　　２　　　　　　　３　　　　　　　４　　　　　　　５

　まったく　　　　　　　，　　　　あまり　　　　どちらとも　　　　すこし

あてはまらない　あてはまりない　あてはまらない　　いえない　　　あてはまる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
　1.空想にふけることはめったにない

　2.自分でもなんだかよくわからないからだの感じがある

　3.あるできごとがなぜ起こったのかをわざわざ考えようとは思わない

　4.お医者さんにもわかってもらえないようなからだの感じがある

　5.いろいろなことに想像力を使う

　6.自分でもわからない気持ちがわいてくることが多い

　7.想像力に欠けている，と他の人に言われる

　8.自分のからだの調子がどうなっているのかわからないことが多い

　9.いろいろなことに対して，その理由を考えるほうだ

　10.自分の気持ちをうまく伝えられることばが見つからなくて大変だと思うことが多い

　11.他にすることのないときは，ひとりで空想にふけっていることが多い

　12.自分の気持ちがいまどうなのかわからなくてとまどうことが多い

　13.自分の気持ちを見つめないほうだ

　14.ことばで自分の気持ちを述べることは難しいと思う

　15.結論だけでなく，その理由や過程を知りたいと思うほうだ

　16.自分の気持ちを話すことは簡単にできる

Appendix 2　夢見体験報告質問紙

★あなたの見た夢で，印象に残った夢を一つ書いてください。

★その夢に関して，いくつか質問します。

1.あなたが何歳の頃に見た

　　６

あてはまる

　　７

　まったく

あてはまる

1－2－3－4－5－6－7

1－2－3一4－5－6－7

1－2－3－4－5－6－7

1－2－3－4－5－6－7

1－2－3－4－5－6－7

1－2－3－4－5－6－7

1－2－3－4－5－6－7

1－2－3－4－5－6－7

1－2－3－4－5－6－7

1－2－3－4－5－6－7

1－2－3－4－5－6－7

1－2－3－4－5－6－7

1一2－3－4－5－6－7

1－2－3－4－5－6－7

1－2－3－4－5－6－7

1－2－3－4－5－6－7

歳

2.その夢の印象的なところはどこでしたか？

3.その夢について，なにか思い付くことや連想することがあったら，書いてください。

４．その夢は，どんな感じでしたか？

5.その夢に題名（タイトル）をつけてください。

(1999年５月６日　受稿、2000年10月17目　受理)
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