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1．はじめに

社会的動物である人間にとって，他者とのつな
がりをもたずに生きていくことは，強い心理的ス
トレスをもたらす。そうしたストレスのひとつが
孤独感（loneliness）である。孤独感の高い個人
は，生活空間に縦横無尽に張り巡らされた社会的
ネットワークのつながりをどのように捉え，また
つながりからどのような影響を受けているのだろ
うか。

本論文では，個人レベルの社会的情報処理と，
対人レベルの社会的ネットワーク分析のアプロー
チを軸として，孤独感に関連する心理学的研究を
概観し，孤独感の高い個人が助け合いの輪に加わ
ることの困難さについて考察する。なお，心理的
構成概念のみに依拠して変数間の関連性を議論す
ることは，結果の過度の一般化を招く恐れがある
ため，本論文では可能な限りサンプルや測定尺度
に言及した上で先行研究を引用する。

2．孤独感とは

孤独感は，対人関係についての達成水準と願望
水準との食い違いから生じるネガティブな感情と
定義される （Peplau & Perlman, 1979）。孤独感は個
人の主観的な基準で決定され，社会的なつながり
の客観的な欠如を示す社会的孤立（social isola-
tion） とは区別される。孤独感に関する心理学的
研究は，1980 年に発表された改訂版 UCLA 孤独
感尺度（Russell, Peplau, & Cutrona, 1980） によっ
て，孤独感の定量的な把握が可能となってから 
一気に進展した（邦訳版は，工藤・西川（1983），
諸井（1991）を参照）。その後，高齢者向けに項
目表現を問いかけ形式（疑問形）に修正した第三
版（Russell, 1996） も公開されている （邦訳版は，
舛田・田髙・臺（2012） を参照）。なお，児童向
けの尺度もいくつか存在するが（Asher, Hymel, & 
Renshaw, 1984），標準的な尺度は開発されていな
い。1990 年代までの孤独感研究は，対人関係の
質的・量的特徴，パーソナリティ特性，原因帰属
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のスタイル，認知バイアス，不適応といった側面
と孤独感との関連についての検討が主であった

（レビューとして，五十嵐， 2009；諸井， 1995；
Peplau & Perlman, 1982）。

2000 年代以降の孤独感研究では，社会神経 
科学的なアプローチが主流となっている（レ
ビューとして，Cacioppo & Patrick, 2009；Hawkley 
& Cacioppo, 2010）。その成果として，アメリカの
女子大学生サンプルにおける UCLA 孤独感尺度
第三版の得点が，対人的な場面における腹側線条
体（報酬系）および「心の理論」と関連する側頭
頭頂接合部の活動レベルの低下と関連すること

（Cacioppo et al., 2009），社会的孤立状態に置かれ
たラットが，背側縫線核（セロトニン神経系；抑
うつと関連）の活性化によって社交的になること

（Matthews et al., 2016），イギリス人サンプルで孤
独感（独自に作成した項目で測定）に関連する遺
伝子領域が抑うつや神経症傾向，BMI との関連
を示すこと （Day, Ong, & Perry, 2018）などが明ら
かとなっている。なお，中には社会的排斥と孤独
感を同列に扱う社会神経科学的研究も散見される
が（Yi et al., 2018），社会的排斥は他者からの拒
絶に伴う心理的影響に関する概念であり （Jones, 
1990），その区別には注意が必要である。

孤独感を生物学的特徴から理解することは，構
成概念を具象化し，その身体的・精神的なインパ
クトを科学的に検証する上で有効なアプローチで
ある。その一方で，孤独感のそもそもの定義に立
ち返ってみると，対人関係の様態をどのように認
知するかという社会的情報処理のプロセスや，ど
のような他者とのつながりを求めるかという対人
的なプロセスに注目した検証を行うことが重要で
ある。こうしたアプローチは，抑うつや内向的
パーソナリティといった構成概念と孤独感とをよ
り明確に弁別することを可能とし，孤独感の高い
個人がなぜ助け合いの輪から遠ざかってしまうの
かを理解する上で重要な視座を提供する。

Cacioppo et al. （2006） は，孤独感の構成概念に
ついての包括的な検証を行っている。研究 1 で 
は，アメリカの大学生 2600 名余りを対象とした
調査を行い，改訂版 UCLA 孤独感尺度の 20 項目
とベック抑うつ尺度の 13 項目をすべて含めた 33
項目の探索的因子分析を行った。その結果，孤独
感に関する項目は抑うつに関する項目とは異なる

因子に負荷を示し，これらの概念が明確に弁別さ
れることが明らかとなった。また，孤独感は，不
安，怒り，ネガティブムード，評価懸念，悲観主
義といった個人差変数と関連をもつことも示され
た。さらに，自己報告式の尺度を用いた場合，多
くの人々は孤独感が低いと回答するため，孤独感
尺度の得点分布は正 （左） に歪みやすく，その結
果，平均値は低めに算出される。このことから，
中程度の孤独感を抱いている個人の特徴は，孤独
感の低い個人の特徴と似通っており，孤独感の高
い個人のみが固有の心理的特徴をもつことが予測
される。この点について，Cacioppo らは分析モ
デルに孤独感得点の二乗項を投入し，研究 1 と同
様のサンプルを対象に孤独感と個人差変数との関
連を検討したところ（研究 3），この項は有意と
はならず，予測は支持されなかった。以上のこと
は，孤独感の高まりが直接的に個人の心理的な不
適応をもたらすという，孤独感の連続体的な性質
を示唆するものである。

一方，孤独感の高い個人のみにみられる固有 
の心理的特徴も報告されている。Bangee et al.

（2014） は，孤独感の高い個人が社会的排斥のシ
グナル，すなわち社会的脅威に敏感であるかどう
かを検討するため，イギリスの大学生を対象とし
て，孤独感と社会的脅威刺激（例：集団から仲間
はずれにされている個人を映したビデオ）への注
視のプロセスとの関連について，アイトラッカー
を用いて検討した。改訂版 UCLA 孤独感尺度得
点の二乗項を含む回帰モデルによる分析の結果，
孤独感の高い個人は，孤独感の低い個人や中程度
の個人に比べて，ビデオの冒頭で呈示された社会
的脅威刺激をより頻繁に注視する傾向がみられ
た。同様の知見はイギリスの児童を対象とした研
究（Qualter et al., 2013）でも報告されており，孤
独感の高い個人が社会的排斥のリスクに対して用
心深くなっている可能性を示す。

Weiss （1973） は，孤独感を情緒的孤独感と社会
的孤独感の 2 つに分類し，それぞれと関連する社
会的ネットワークの特徴について述べている。 
情緒的孤独感は，情緒的サポートの源泉となる親
密な対人関係の非充足に基づいており，アタッチ
メントに基づく安心感を得られない場合（Vaux, 
1988）に高まりうる。特に，配偶者やパートナー
の有無は，情緒的孤独感の重要な規定因である。
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3．孤独感とその対人的帰結

人間の基本的欲求のひとつとして位置づけられ
る所属欲求は，個人が他者とのつながりをもた
ず，生存上不利な立場に置かれた際に高まると想
定されている（Baumeister & Leary, 1995）。した
がって，孤独感の高まりは，社会的なつながりへ
の希求を生み出すと考えられる。一方，人間は外
敵から身を守るために，周囲の環境に存在する社
会的脅威を検出する能力を獲得してきた。このこ
とから，社会的脅威への敏感さは恐怖の感情に
よって高まると考えられる。Epley et al.（2008）
は，アメリカの大学生を対象に，孤独感あるいは
恐怖を喚起させる映画（「キャスト・アウェイ」，

「羊たちの沈黙」），あるいはいずれの感情も喚起
しない映画（「メジャーリーグ」）で構成された 3
分間のビデオクリップを見せた後，超自然的な存
在に対する信念，ペットとしての動物に対する印
象を尋ね，さらにあいまいな刺激を用いた顔検出
課題を行った（研究 3）。分析の結果，孤独感喚
起群では，他の群よりも，超自然的な存在に対す
る信念が強く，またペットによる社会的なつなが
りの充足にポジティブな評価が与えられていた。
一方，恐怖喚起群では，他の群よりも，顔検出課
題でより多くの顔が報告される傾向がみられた。
この実験では実験操作によって孤独感や恐怖を喚
起しており，特性的な孤独感を扱った Bangee et 
al.（2014）や Qualter et al.（2013）とはアプロー
チが異なる点に留意する必要はあるものの，社会
的なつながりへの希求が孤独感によって高まる一
方で，社会的脅威への敏感さは恐怖によって高ま
ることを示唆している。

所属欲求の制御を軸として，孤独感や社会的排
斥が社会的情報処理に及ぼす影響を扱うための理
論モデルとしては，社会的モニタリングシステム

（Gardner, Pickett, & Brewer, 2000；Gardner et al., 
2005；Pickett et al., 2005）がある。社会的モニタ
リングシステムでは，孤独感や社会的排斥をトリ
ガーとする所属欲求の高まりが検知されると，社
会環境に埋め込まれた対人情報の選択的な処理が
優先され，その後，得られた情報を手がかりとし
て対人的相互作用が促進される，というプロセス
を想定している。Gardner et al.（2005）は，アメ
リカの大学生を対象とした実験室実験において，

世界価値観調査のデータを用いた成人サンプルを
対象とした研究では，日本を含む 16 カ国におい
て，婚姻状態（既婚，未婚，同棲，離婚，別居，
死別）が孤独感（「あなたは孤独を感じたことが
ありますか」の 1 項目で測定）に及ぼす影響は，
健康状態と同程度の強さであることが報告されて
いる（Stack, 1998）。

一方，社会的孤独感は，同じ集団に属し，関心
を共有する友人関係の非充足によって生じ，引っ
越しや進学などの社会環境の変化（Hays & Oxley, 
1986）によって高まりうる。アメリカの大学生と
高齢者を対象とした研究（Green et al., 2001）に
よると，大学生の社会的孤独感（未発表の尺度で
測定）は，接触頻度の高い他者で構成される社会
的ネットワークのサイズと負の関連を示すのに対
し，高齢者の社会的孤独感は，接触頻度の高い他
者で構成される社会的ネットワークの平均的な親
密度と負の関連を示すことが報告されている。一
方，パートナーの有無がいずれの世代でも情緒的
孤独感を強く規定することも報告されている。

孤独感と社会的ネットワークに関するこうした
世代間の共通点と相違点は，社会的ネットワーク
の生涯発達（Wrzus et al., 2013）の観点から説明
可能である。進学や就職，結婚といった，思春期
から成人期にかけて典型的にみられるライフイベ
ントは，友人ネットワークを含む社会的ネット
ワーク全体のサイズを拡張する役割を持つ。一
方，育児や配偶者との死別といった成人期以降に
経験することの多いライフイベントは，少数の親
密な他者との長期的な関係性に基づいている。こ
れらのライフイベントを経て，個人の社会的ネッ
トワークは思春期から青年期に最大化し，その
後，ゆるやかに減少していく。特に老年期では，
パートナーや親しい友人との死別，仕事からの引
退といったライフイベントの影響で，親密な対人
関係が永続的に続くわけではないという事実を受
け入れざるを得なくなる。これらの点を踏まえる
と，社会的孤独感の充足は，若年層にとっては新
たな対人関係の獲得を通じて，また高齢者にとっ
ては既存の対人関係の維持を通じて達成されると
考えられる。一方，情緒的孤独感の充足は生涯を
通じて重要なトピックであるといえよう。
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人的相互作用の促進をもたらすのではなく，その
帰結があくまでも対人情報の優先的な処理にとど
まり，実際の対人場面における感情読み取りの正
確さを高めるわけではないことを示唆する。実
際， アメリカの大学生を対象とした会話実験では，
孤独感の高い個人が，異性間の対人的相互作用に
おいて会話相手に言及する頻度や，会話相手の発
言を拾って会話を進めること，さらに会話相手の
個人的な態度や経験に言及することが少ないこと
が報告されている （Jones, Hobbs, & Hockenbury, 
1982）。

Rotenberg （1994） は， 孤独感と二者間の経済
ゲームにおける協力行動との関連を検討した（研
究 1；原文では囚人のジレンマゲームとなって 
いるが，相互非協力の利得と一方的協力の利得が
同じであるため， ここでは単に経済ゲームとし 
た1)）。サンプルはアメリカの女子大学生 120 名で
あり，そのうち，改訂版 UCLA 孤独感尺度の得
点の上位 20 名と下位 21 名が実験に参加した。参
加者は，他 2 名のプレイヤー（男性および女性の
サクラ）を相手に，それぞれ全 20 試行の経済ゲー
ムを行った。このゲームのルールは，非対面状況
において，プレイヤーがまず協力あるいは非協力
の意図を相手に伝えた後，いずれかの手を選択す
るというものであった。ここでは，協力の意図を
伝えた後，協力を選択したケースを信頼行動とみ
なした。また，2 名のサクラは，最初の 5 試行

（前半 1 ブロック）では一定のパターンで反応し，
その後の 15 試行（後半 3 ブロック×5 試行）で
はしっぺ返し戦略（参加者と同じ意図および手を
選択）を行うように指示されていた。ゲームの後
半 3 ブロックにおける信頼行動の割合と孤独感と
の関連を検討したところ，孤独感の低い個人につ
いては，ゲームが進むにつれて信頼行動が増加す
る傾向（約 70% → 90%）がみられたのに対し，
孤独感の高い個人については同様の傾向はみら 
れず，信頼行動の割合はブロックを通じてほぼ 
一定のままであった（約 68%～73%）。類似のパ
ターンは，アメリカの小学生を対象とした実験

（Rotenberg, MacDonald, & King, 2004）でも得られ
ている。これらの結果は，孤独感の高い個人が初
対面の他者を信頼しにくいために，継続的な関係

改訂版 UCLA 孤独感尺度の得点の高い個人が，
印象評定課題で呈示された対人情報の再生成績が
高くなることを報告している。また，呈示語の意
味とそれを読み上げる音声の感情価の一致・不一
致を操作した音声ストループ課題においても，不
一致刺激の音声に対する反応潜時と一致刺激の音
声に対する反応潜時の差が，友人数と負の関連を
示すこと，すなわち，友人数が少ないほど音声に
より強く注意を向けていることを明らかにしてい
る。このように，社会的モニタリングシステム
は，孤独感の高まりを必ずしもネガティブな状態
と捉えるのではなく，むしろ対人的な情報処理を
促進するポジティブな要因として扱う点が特徴的
である。

ただし，孤独感と所属欲求との間の相関関係 
はそれほど強くはない。Leary et al. （2013） は，
Amazon Mechanical Turk（MTurk） のサンプルに
よって回答された所属欲求尺度の得点が，疎外感
尺度の下位因子である社会的孤立の得点や，孤独
感尺度 3 項目版（Hughes et al., 2004） （邦訳版は
Igarashi （2019） を参照）の得点と弱い正の相関を
示す一方で，大学生サンプルによって回答された
所属欲求尺度の得点は，改訂版 UCLA 孤独感尺
度の得点と有意な相関関係を示さないことを報告
している。

また，Lodder et al. （2016） は，女子大学生を対
象として，感情読み取り課題とともに，初対面の
ペアでの会話課題を実施し，UCLA 孤独感尺度第
三版の得点との関連を検討した。分析の結果，孤
独感は，感情読み取り課題の成績と明確な関連を
示さなかった一方で，会話課題におけるパート
ナーの顔への注視時間とは正の関連を示した。さ
らに，Knowles et al. （2015） は，大学生を対象に，
プレッシャーのかかる状況下での社会的情報処理
と，UCLA 孤独感尺度第三版の得点との関連につ
いて検討を行い，孤独感の高い個人は，社会的な
フレーム（例：あなたの対人スキルを測るテス
ト） を呈示された後に感情読み取り課題を行う
と，不安が高まって失敗しやすいものの，社会的
でないフレーム（例：あなたの問題解決能力を測
るテスト）が呈示された場合は逆に高い成績を示
すことを明らかにしている。これらの知見は，孤
独感の高まりが，必ずしも社会的モニタリングシ
ステムで想定されるような所属欲求の高まりや対 1) 森久美子氏の指摘による。
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集団成員から社交性が高いとみなされる傾向が 
ある），評定者と評定対象者の組み合わせの要因

（例：A さんが B さんを社交性が低いとみなす傾
向は，評定者としての A さんの要因，および評
定対象者としての B さんの要因とは区別される）
の 3 種類に分類し，特定の心理変数に関する対人
認知がこれらの要因にどの程度規定されるのかを
検証可能とする。この研究では，アメリカの大学
生を対象に，改訂版 UCLA 孤独感尺度で孤独感
を測定した上で，初対面の同性 4 名の集団で会話
課題に従事するよう求めた。その後，参加者は自
分自身及び他の 3 名について，社会的スキル，好
ましさ，開放性，知性，身体的魅力，親しみやす
さ， リーダーシップ，不安，活動性，ネガティブ
さの 10 の次元について評定を行い，さらに他者
が自分自身をどのように評定するか（メタ認知）
を予測し，評定を行った。分析の結果，孤独感が
高い個人ほど，自己を全般的にネガティブに評価
し，また他者が自己を全般的にネガティブに評価
していると予測していた。その一方で，孤独感の
高い個人は，他者を全般的にポジティブに評価し
ており，他者からも社交的だと評価されていた。
このことは，新規な関係性の構築が予期できる場
合，孤独感の高い個人が社交性を高める可能性を
示唆する。

一方，Tsai and Reis（2009） は，Christensen and 
Kashy （1998） の知見が実験室における初対面の
相手との会話に限定されており，生態学的な妥当
性を欠いている点を指摘し，アメリカの大学寮に
おける同性の友人同士を対象に，SRM を用いて
同様の検証を行った。その結果，Christensen and 
Kashy （1998） とは逆に，孤独感の高い個人ほど
他者を全般的にネガティブに評価すること，さら
に孤独感の高い個人が他者から全般的にネガティ
ブに評価されていることが明らかとなった。ま
た，孤独感の高い個人は親密度の低い他者を全般
的にポジティブに評価し，親密度の高い他者を全
般的にネガティブに評価する傾向がみられた。メ
タ認知については，Christensen and Kashy （1998）
と同様，孤独感の高い個人は他者が自己を全般的
にネガティブに評価していると予測していた。こ
れらの結果は，既存の対人関係において，孤独感
の高い個人のネガティブな印象が自己の認知や周
囲の他者によってさらに強化されてしまうという， 

の構築が困難であることを示唆する。
対人認知に関する研究では，孤独感の高い個人

はネガティブに評価されることが明らかとなって
いる。Lau and Gruen （1992） は，孤独感がスティ
グマ（社会的多数者による社会的少数者へのネガ
ティブな評価）を生み出していると想定し，アメ
リカの大学生を対象にシナリオを用いた印象評定
実験を行った。シナリオでは，男性あるいは女性
のターゲット人物が，孤独な日常あるいは社交的
な日常を過ごしている様子が描かれていた。ター
ゲット人物の印象を比較したところ，孤独な日常
を送っているターゲットは，社交的な日常を送っ
ているターゲットよりもネガティブに評価されて
いた。また，孤独な男性ターゲットは孤独な女性
ターゲットよりもネガティブに評価され，女性の
評定者は男性の評定者よりも孤独なターゲットを
ネガティブに評価していた。評定者の孤独感を要
因に含めた場合には，孤独感の低い評定者が孤独
感の高いターゲットをネガティブに評価しやすい
ことも示されている（Lau & Kong, 1999）。

さらに，孤独感の高い個人に対するネガティブ
な評価は，会話実験における印象評定でも報告さ
れている。Rotenberg, Gruman, and Ariganello （2002） 
の実験では，アメリカの大学生を対象として，異
性との二者間会話セッションを実施する前に，会
話相手の孤独感について偽の情報を与えた。その
結果，孤独感が高いという情報を与えられた会話
相手は，社交性が低いと評価されていた。これら
の知見は，いずれも他者の孤独感に関する先行情
報が利用可能な場合に生起するステレオタイプに
関連する。

一方，先行情報が与えられない場合，孤独感の
高い個人はむしろ他者からポジティブな評価を受
けることもある。Christensen and Kashy （1998） は，
孤独感が高い個人の対人認知の傾向と，孤独感の
高い個人に対する評価について，社会関係モデル

（Social Relations Model: SRM; Kenny, 1994） を用い
た検討を行った。SRM は，小集団を対象として，
心理変数に関する自己評定データ，および総当り
法で収集された他者評定データを用いて，個々の
集団成員の評定値がどのようにして決定されるか
を，評定者の要因（例：全般的に，A さんは他の
集団成員を社交性が高いとみなす傾向がある），
評定対象者の要因（例：全般的に，B さんは他の
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の 3 つの基準を用いてクラスター分析を行った結
果，参加者は，統制群（孤独感低・受容度高・外
在化問題行動低・内在化問題行動低），拒絶群

（孤独感低・受容度低・外在化問題行動高・内在
化問題行動低），孤独・拒絶群（孤独感高・受容
度低・外在化問題行動高・内在化問題行動高），
孤独群（孤独感高・受容度高・外在化問題行動
低・内在化問題行動高）のいずれかに分類され
た。次に，これらの群間で友人関係の量的側面と
質的側面の比較検討を行ったところ，統制群では
友人間の相互選択が他の群に比べて多いこと，孤
独群と孤独・拒絶群の児童同士は一緒に校庭で遊
ぶことが多いこと，さらに孤独群と孤独・拒絶群
では知覚されたサポートの程度が他の群に比べ 
て低いことが明らかとなった。これらの結果は，
ネットワークの中心に入れない児童同士が共に 
遊ばざるを得ないという，周縁的なネットワーク

（Schaefer, Kornienko, & Fox, 2011） の存在を明ら
かにするとともに，孤独群の児童は受容度が高い

（他者から友人として選択されている） にもかか
わらず，サポート資源を活用できず，結果として
援助要請を行いにくくなっている可能性を示すも
のである。

また，友人同士の関係性の質的側面の評定につ
いては，サンプルの非独立性を仮定したペアレベ
ルの分析を行うことが一般的である。ペアレベル
の分析は，サンプルの独立性を仮定した個人レベ
ルの分析に比べて正確な推定結果を提供する。
Lodder et al. （2017） は，オランダの 7 つの中学校
の 1 年生を対象として，孤独感が友人関係の質的
側面の評価に及ぼす影響をペアレベルで検討し
た。この研究では，生徒に同じクラスの友人の名
前を挙げてもらい，さらに最も仲の良い友人との
関係についての質的側面を評定するよう求めた。
孤独感の測定には仲間関係孤独感尺度（Marcoen, 
Goossens, & Caes, 1987） が用いられ，互恵的な選
択を行った友人同士がペアとして抽出された。 
分析には行為者－パートナー相互依存モデル

（Actor-Partner Interdependent Model: APIM; Olsen & 
Kenny, 2006）が用いられた。APIM は，ペアの相
互影響プロセスを分析するモデルであり，説明変
数と結果変数との関連を行為者効果とパートナー
効果に分類し，行為者（個人）とパートナー（ペ
アの相手）の結果変数が，それぞれの説明変数に

孤独感の負の連鎖 （Cacioppo & Hawkley, 2005） を
裏付けるものである。

上記の知見をまとめると，まず孤独感の高まり
は社会的なつながりへの希求を高め，会話相手の
感情などの対人的情報に関する優先的な処理をも
たらす。このことは，新規な関係性における他者
からのポジティブな印象の形成につながりうる。
しかし，孤独感の高い個人の対人的な情報の処理
は必ずしも正確ではなく，不適切な対人反応をも
たらしうる。また，他者に対する信頼行動もとら
れにくい。こうした出来事の積み重ねは，やがて
孤独感の高い個人の印象を悪化させ，ネガティブ
なステレオタイプを生み出してしまう。こうした
状況を繰り返し経験することで孤独感は慢性化
し，その結果，所属欲求の高まりがみられなく
なってしまうのであろう。これらのことは，孤独
感の高い個人にとって，助け合いのプロセスへの
主体的な関与が困難であることを示唆するもので
ある。

4．孤独感と社会的選択，社会的影響

孤独感の高い個人が形成する社会的ネットワー
クの特徴は，構成員全体のネットワークの測定が
比較的容易な学校場面を中心に検討されてきた。
Qualter and Munn（2005）は，イングランド北西
部の 7 つの小学校の 1 年生，2 年生を対象に，孤
独感と友人関係の量的側面・質的側面との関連に
ついての包括的な調査を行った。孤独感は，イン
タビュー調査で親子関係・仲間関係孤独感尺度

（Marcoen & Brumagne, 1985） を用いて測定された。
友人関係の量的側面は，ソシオメトリー（Moreno, 
1934） によって測定され，クラス写真を用いて参
加者にクラス内で好きな子 （友人） と嫌いな子を
選択するよう求めた。友人関係の質的側面は，知
覚されたサポートの程度を参加者に評価するよう
求めた。また，行動指標として校庭で遊ぶ児童の
様子を観察し，外的指標として教師による外在化
問題行動（攻撃，反社会的行動など）・内在化問
題行動（不安や抑うつなど）の評価も行われた

（外在化問題行動，内在化問題行動については，
山形ほか（2006） も参照）。仲間関係の孤独感得
点，ソシオメトリーでの被選択度（受容度）の指
標，外在化問題行動・内在化問題行動の評価得点
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という社会的選択のプロセスを統制できないだけ
でなく，複数の異なる他者からの影響も考慮でき
ない。

学校のクラスなどの同一の社会的環境におい
て，構成員全体の社会的ネットワークを分析する
際には，あるつながり （友人ペア）の存在が他の
つながり （友人ペア） の存在に影響を与えると
いった，ペア間の非独立性，あるいはネットワー
クの内生的プロセス （endogenous process） を考慮
することが重要である （Robins, 2015）。また，友
人関係の社会的ネットワークは時期を通じて変化
するのが一般的であるが，固定されたペアのみを
分析の対象とすることは生態学的な妥当性を欠
く。これらの問題に対処するには，ペアレベルの
分析ではなく，ネットワークレベルの分析モデル
を適用することが不可欠である。

Mercer and Derosier（2010） は，行為者志向型
ネットワークモデル（Stochastic Actor-Oriented 
Models: SAOM; Snijders, 2001） を用いて，孤独感
と社会的選択，社会的影響との関連を検討した。
SAOM は，縦断データを用いたエージェント・
ベース・モデルによるシミュレーションを行い，
社会的選択に基づくネットワーク・ダイナミック
スを考慮しつつ，社会的影響に基づく個人差変数
の変化を扱うことができる。また，社会的ネット
ワークの内生的プロセス（つながりの存在によっ
て新たなつながりが生まれる）と外生的プロセス

（個人差要因や社会環境要因によって新たなつ 
ながりが生まれる）を同時に検討することも可能
である。この研究では，アメリカ南東部の 11 の
小学校の 3 年生を対象として，同学年，同クラス
の友人関係を尋ね，孤独感と社会関係不満足尺度

（Asher & Wheeler, 1985） によって孤独感を測定す
るとともに，孤独感と類似した概念である抑うつ
と対人不安についても，統制変数として測定を
行った。SAOM による分析では，個人差変数（孤
独感，抑うつ，対人不安） の得点の高さによって，
新たな友人関係のつながりが生まれにくくなると
いう社会的選択のパラメータと，行為者（エー
ジェント）の個人差変数の得点が，つながりのあ
る（複数の）友人の個人差変数の平均得点と類似
するという社会的影響のパラメータを投入した。
分析の結果，孤独感に関する社会的影響のパラ
メータが有意となり，友人間で孤独感の得点が時

よってどの程度規定されるのかを検討する（浅
野・五十嵐， 2015）。分析の結果，ペア内では，
孤独感および友人関係の質的側面の評価の両方が
類似する傾向がみられた。また，個人の孤独感の
高さは友人関係の質的側面の評価を低めていた
が，ペアの相手の孤独感は個人の友人関係の質的
側面の評価に有意な影響を及ぼしておらず，これ
らの変数間の相互影響過程はみられなかった。こ
のことは，孤独感の高い個人がペア選択の段階で
孤独感の高い友人を選択する傾向があり，さらに
そうしたペアでは双方がお互いに高い期待を抱い
ていないことを意味する。ただし，この研究は横
断研究であり，変数間の因果関係については検証
できていない。

Spithoven et al. （2018） は， オランダの小中学校
で収集された縦断データを用いて，孤独感と友人
関係の質的側面との関連について，ペアレベルの
検証を行った（ただし，仲間関係孤独感の測定は
ドイツ語の書籍を出典とする尺度（項目例のみ英
語）で行われたため，尺度の詳細は不明である）。
APIM による分析の結果，Lodder et al. （2017） と
同様に，パートナーの孤独感および友人関係の質
的側面の評価は，行為者の孤独感および友人関係
の質的側面の評価に影響を及ぼさないことが明ら
かとなった。このことは，行為者とパートナーの
孤独感が時期を通じて類似していくという，ネッ
トワークレベルでの社会的影響（social influence）
のプロセスが生じていなかったことを示唆する。

ただし，友人関係のネットワークにおいて，ペ
アレベルの分析で社会的影響のプロセスを検証す
ることにはさまざまな問題がある。社会的ネット
ワークにおける対人選択のダイナミックスとその
帰結を包括的に捉える上で，社会的影響のプロセ
スと，同類原理（homophily; Lazarsfeld & Merton, 
1954；McPherson, Smith-Lovin, & Cook, 2001） に
基づく社会的選択（social selection） のプロセス，
すなわち，属性や価値観が類似した個人がお互い
を友人として選択しやすい傾向は，明確に弁別す
る必要がある。上述の研究のように，友人関係の
ペアを全体ネットワークから抽出し，あらかじめ
ペアを固定した上で孤独感の類似度を検討すると
いうアプローチでは，ペア内の非独立性ととも
に，ペア間の独立性が仮定されている。しかし，
このアプローチでは，誰を友人として選択するか
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定は配偶者と子どもを主とする親族ネットワー 
クが中心であり，友人関係は 1 名について補助的
に測定されているのみである。すなわち，この
データで測定されているのは親族関係と友人関係
のペアの集合にすぎない（Cacioppo, Fowler, et al. 

（2009）の Figure 1 ではネットワークが図示され
ているが，明らかにペアの集合で構成されてお
り，一般的な社会的ネットワークで観察される三
者関係は確認できない）。こうした特徴をもつ
データを用いた分析では，測定上のアーティファ
クトとして，社会的ネットワーク上で隔たり（間
接的なつながり）のある他者からの影響が過度に
強く推定されてしまう（データに欠損値が多く含
まれる場合にも同様のことが起こりうる）。

例えば，三者（住民 A， B， C）の間に直接的な
友人関係が存在するケースを考える。バランス 
理論に基づくと，A， B， C の 3 名が知り合いで，
A が B と友人であり，B が C と友人である場合，
A と C も友人である確率は高い（Cartwright & 
Harary, 1956）。しかし，FHS での友人関係の測定
は 1 名に限定されており，A は B と C の 2 名を友
人として選択できない。そのため，A は B（ある
いは C）のみを友人として選択することになる。
しかし，この場合でも実際には三者の間に友人 
関係が存在しているため，同類原理に基づくと，
A と C（あるいは B） との類似性は，ランダムに
選ばれた二者間の類似性よりも高いことになる。
Cacioppo, Fowler, et al.（2009）では，友人関係に
おける三次の隔たり （three degrees of separation；
友人の友人の友人）において孤独感が伝播すると
結論づけているが，これはデータの構造を無視し
た明らかなミスリードである （同一のデータを用
いた肥満や幸福感といったトピックに関する知見
も同様である）。

これらの点に加えて，Cacioppo, Fowler, et al. 
（2009） で 用 い ら れ て い る 一 般 化 推 定 方 程 式
（Generalized Estimating Equations: GEE）に基づく
分析は，ペアの友人関係のつながりが時期を通じ
て固定的であるという強い前提が置かれており，
内生的プロセスに基づく社会的ネットワークのダ
イナミックスを考慮しておらず，外生的プロセス
についても十分に統制できていない。さらに，こ
の研究では分析の対象となるサンプルの数も分析
ごとに大きく異なっており，得られた結果の統合

期を通じて類似することが明らかとなった。抑う
つ，対人不安に関しても孤独感と同様の結果が得
られた。一方，社会的選択のパラメータはいずれ
の個人差変数においても有意ではなかった。ここ
での孤独感の伝播のプロセスは，反社会的行動の
コンフルエンス理論（Confluence theory; Dishion, 
Patterson, & Griesler, 1994）を援用して説明されて
いる。コンフルエンス理論では，児童期の友人関
係における承認と拒絶，最初期の友人選択，友人
からの強化という 3 段階の流れを想定しており，
Mercer and Derosier（2010） では，主に強化の段
階，すなわち，友人同士がネガティブな感情経験
についての反すうを行う（co-rumination）ことで，
孤独感や抑うつ，対人不安が広まっていくという
プロセスが観察されたと結論づけている。これは
情動伝染（Hatfield, Cacioppo, & Rapson, 1993）の
パターンのひとつとしても解釈できる。

なお，孤独感の伝播に関する研究としては，
Cacioppo, Fowler, and Christakis （2009） がよく知ら
れている。この研究は，大規模サンプルを用い
て，孤独感の高い人とのつながりが個人の孤独感
の高まりをもたらすことを初めて実証したとし
て，多くの注目を集めた。しかし，この研究，お
よび同一のデータセットを用いた肥満や幸福感 
の伝播に関する一連の研究（Christakis & Fowler, 
2007, 2009） にはさまざまな問題がある （Robins, 
2015）。以下では，Lyons （2011） による批判を 
中 心 に 紹 介 す る （他 に， Cohen-Cole & Fletcher, 
2008；Noel & Nyhan, 2011；Shalizi, 2012；Shalizi 
& Thomas, 2011；VanderWeele, 2011, 2013；
VanderWeele, Ogburn, & Tchetgen Tchetgen, 2012 に
よる指摘がある）。

まず， Cacioppo, Fowler, et al. （2009） やChristakis 
and Fowler （2007, 2009） では，フラミンハム心臓
研究（The Framingham Heart Study: FHS; Dawber, 
1980） という疫学調査のデータが用いられてい
る。FHS はアメリカ・マサチューセッツ州のコ
ミュニティ全体を対象としたコホート研究で，サ
ンプルは高年齢層が中心であり（平均 64 歳，標
準偏差 12 歳，最年少 30 歳，最年長 101 歳），得
られた結果をすべての年代に適用することはでき
ない（この点は Cacioppo, Fowler, et al.（2009）で
も言及されている）。

また，FHS における社会的ネットワークの測
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テュードの役割（Larson, 1997；Ren, Wesselmann, 
& Williams, 2015） を強調することにつながり，個
人の自律性に基づくソリテュードの本来の側面を
十分に反映していない。実際，Burger（1995）で
は，ソリテュード志向尺度の得点が改訂版 UCLA
孤独感尺度の得点やアイゼンク性格検査の神経症
傾向の得点と正の相関を示しており，構成概念妥
当性が十分でないという問題がみられた。

Thomas and Azmitia （2019） は，自己決定理論
（Deci & Ryan, 1985；Ryan & Deci, 2000）の枠組み
を援用して，「私が一人でいるのは…」という文
章に続く質問項目（例：「創造性が高まるから」）
で構成される，ソリテュードへの動機づけ尺度短
縮版（Nicol, 2005）の下位尺度（自己決定に基づ
くソリテュード，自己決定に基づかないソリ
テュード）の構成概念妥当性を検討した。アメリ
カの高校生と大学生を対象とした調査の結果，自
己決定に基づくソリテュード尺度の得点は，心理
的ウェルビーイング （Ryff, 1989） の下位概念であ
る自己成長尺度の得点や自己受容尺度の得点と正
の相関を示す一方，改訂版 UCLA 孤独感尺度短
縮版（Hays & DiMatteo, 1987）の得点とは有意な
相関を示さなかった。これに対して，自己決定に
基づかないソリテュード尺度の得点は，孤独感尺
度の得点と正の相関を示していた。これらの結果
は，自己決定に基づくソリテュード（一人でいる
こと）への志向が，孤独感とは異なり，心理的適
応にポジティブな影響を与えることを示唆するも
のである。ただし，自己決定に基づくソリテュー
ドが孤独感を低減しないという点には十分に留意
する必要がある。

Nguyen, Ryan, and Deci （2018） は， ソリテュー
ドを，干渉のない状況下で他者とのコミュニケー
ションを取らず，他の活動も行わずに一人でいる
状態と定義し，ソリテュードが感情制御を促進す
るかどうかを検討した。アメリカの大学生を対象
とした 2 週間の実験（研究 4） では，前半あるい
は後半の 1 週間（前半群・後半群），毎日 15 分間
ソリテュードの時間を設けた（干渉を避けるため
にスマートフォンなどの使用は禁止されていた）。
参加者は，ソリテュードの時間を終えた後，高覚
醒感情（例：興奮した（ポジティブ），恥ずかし
い（ネガティブ）），低覚醒感情（例：くつろいだ

（ポジティブ），悲しい（ネガティブ））のそれぞ

的な解釈は困難である。孤独感に限らず，社会的
ネットワークにおける伝播に関するエビデンスと
して，これらの知見に言及することには慎重にな
る必要がある。

まとめると，孤独感の高い個人の友人が孤独感
の高い他者に限られてしまう傾向は，多くの研究
を通じて観察されている。こうした傾向は，孤独
感に基づく対人関係の分断を生み出し，孤独感の
高い個人がネットワーク全体の助け合いの輪に加
わることを困難にしてしまうと考えられる。孤独
感の高い個人がネットワーク内で周縁化するのを
防ぐためには，学校やコミュニティなどの組織集
団が主体となり，孤独感の高い個人と低い個人を
マッチングさせる機会を提供するなど，関係構築
をサポートするような介入を行うことが有効とな
るだろう。

5．ソリテュード

「おひとりさま」という言葉が，新語・流行語
大賞にノミネートされたのは 2005 年のことであ
る。その背景には，日本において高齢世帯や単身
世帯の比率が増加しているという社会構造の変化
とともに，自律的な個人が自由な時間を一人で楽
しむことへのポジティブな意味づけが社会的に受
容されてきたことがある。こうした心理的状態は
孤独感とは区別され，ソリテュード（solitude）
と呼ばれる （Long & Averill, 2003）。ソリテュード
は社会的ネットワークの生涯発達（Wrzus et al., 
2013） とも密接に関連し，主に青年心理学や老年
期心理学の領域で検討が重ねられてきた。ソリ
テュードという語の定訳は存在しないが，日本 
語の文献では「一人でいること」（豊島・佐藤，
2015） や「明るい孤独感」 （落合， 1999） といった
用語が充てられている。

ソリテュードの測定には，従来，Burger（1995）
のソリテュード志向尺度（Preference for Solitude 
Scale）が用いられてきた。この尺度は，複数の
場面を呈示して，他者と過ごすことと一人で過ご
すことのどちらを好むかを回答者に選択してもら
うという形式をとっている。こうした測定方法
は，他者と過ごすことが叶わないために，一人で
過ごすことを仕方なく受け入れるといった，孤独
感や社会的排斥に対するコーピングとしてのソリ
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関するアンケート用紙を手渡して，降車前に記入
して郵送で送り返すよう依頼した（実験 1a）。さ
らに，別の乗客には，他の乗客が先ほどの 3 条件
で依頼を受けた場合，アンケートにどのように回
答するかを予測するよう求めた（実験 1b）。乗客
の感情状態のポジティブさは，ソリテュード条件
が最も高く，つながり条件が最も低いと予測され
ていたのに対し，実際にはつながり条件が最も高
く，ソリテュード条件が最も低かった。これは，
ソリテュードの認知に関する行為者―観察者間の
非対称性を明確に示すものであり，一人でいる個
人がその状況を楽しんでいるという周囲の他者の
思い込みは，その個人が新たなつながりを形成す
ることを妨げかねない。同様に，一人でいる個人
が援助要請に躊躇することや，援助要請のサイン
を出したとしても，周囲の他者がそれに気づかな
いということも起こりうる。

ソリテュードの意義は，多忙な現代社会におい
て個人がくつろげる時間を主体的に確保する点に
あり，ソリテュードの追求が個人の理想とする社
会的なつながりの欠如を埋め合わせるわけではな
い。ウェルビーイングの観点からは，一人でいる
ことによって，ストレッサーになりうるようなつ
ながりと適度に距離を置くことは重要である。た
だし，そのことが直接的に孤独感の低減をもた 
らすわけではなく，また周囲の他者から近づきに
くい印象をもたれてしまう点には注意が必要で 
ある。

6．孤独感への対処

孤独感への対処は，現代社会における幸福のあ
り方を考える上で検討すべき重要なテーマであ
る。Masi et al.（2010）は，孤独感を低減するた
めの介入方略に関するメタ分析を行い，社会的ス
キルトレーニング，ソーシャルサポートの促進，
対人接触の増加，認知行動療法の修正の 4 つのア
プローチについて，それぞれの効果の検証を行っ
た。分析の結果，事前事後デザイン （n=12），非
ランダム化比較デザイン （n=18），ランダム化 
比較デザイン （n=20） のいずれにおいても，介入
による孤独感の有意な低下がみられた。特に，ラ
ンダム化比較テストにおいて，認知行動療法の効
果量 （−0.598; n=4） は，ソーシャルサポートの促

れの状態と，その日のストレスレベルについて報
告した。別の 1 週間はソリテュードの時間を設け
ず，感情状態とストレスレベルのみを報告した。
分析の結果，後半群では高覚醒感情の喚起がソリ
テュードの経験後にのみ抑制されていたのに対
し，前半群ではこれらの高覚醒感情の喚起が 2 週
間を通じて抑制されていた。また，自己制御尺度

（Ryan & Connell, 1989）によって測定されたソリ
テュードへの自律的な動機づけが高い個人は，く
つろぎなどのポジティブな低覚醒感情が喚起され
やすく，ストレスレベルも低いことが示された。
これらの結果は，快楽追求の因子のひとつであ 
るくつろぎ追求（浅野・五十嵐・塚本，2014；
Asano, Igarashi, & Tsukamoto, 2020；Asano et al., 
2018）の側面とも整合的であり，個人が一人でい
ることの意義を自覚し，その状態を受け入れるこ
とで主観的幸福感が高まる可能性を示している。

こうしたソリテュードのポジティブな効果に関
する知見は，文化依存的な側面をどの程度含むの
だろうか。自己決定理論の枠組みでは，自律性

（autonomy）は自己の行動の内的な肯定を意味す
るものであり，他者と自己との分離を前提とする
個人主義的・相互独立的な価値観とは明確に区別
される。そのため，個人の自律性の尊重は通文化
的にポジティブな心理的効果をもたらすとの指摘
がある （Chirkov et al., 2003；Jang et al., 2009）。ま
た，橋本（2011）は，日本人が相互協調的な価値
観よりも相互独立的な価値観に基づく心のあり方
や生き方を好ましいと考えていることを明らかに
している。さらに，上述のくつろぎ追求は，日本
人サンプルに特徴的に見出される側面でもある

（浅野ほか， 2014）。これらを踏まえると，日本人
を対象とした研究でも，ソリテュードは個人の心
理的適応を一定程度改善する効果をもつことが予
測される。

一方，ソリテュードがもたらす「孤高の人」と
してのポジティブな印象は，むしろつながりの形
成を抑制する可能性もある。Epley and Schroeder

（2014）は，アメリカの特急電車の始発駅で電車
に乗ろうとしている乗客に声をかけ，乗車中に乗
り合わせた他者と会話を行う （つながり条件），
一人の時間を楽しむ（ソリテュード条件），普段
どおりに電車に乗る（統制条件），の 3 条件のい
ずれかの依頼を行い，さらにその日の感情状態に
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果を示すのかは定かでない。また，孤独感と抑う
つは別の心理的構成概念であるとする Cacioppo  
et al. （2006） の主張とも整合性を欠いている。

7．おわりに

助け合いの文脈において，孤独感の高い個人が
適切に援助要請を行うには，さまざまな心理社会
的ハードルが存在している。孤独感が生み出す認
知バイアスや，孤独感の高い個人に対して周囲の
他者が抱く印象，さらには社会的ネットワークに
おける孤独感の伝播によって，孤独であることが
さらなる孤独を招いてしまうところにその対処の
難しさがある。

選択と決定の自由を尊重する現代社会におい
て，個人が自らのもつ社会的なつながりを充足
し，孤独感を低減するためには，主体的に行動す
ることが求められる。一方，つながりの形成に
は，それにふさわしい社会環境，すなわち人々の
集まる「場」の存在もまた不可欠である。社会疫
学の領域におけるメタ分析によると，孤独感（お
よびソーシャルサポートの知覚）と社会的孤立が
生存率 （死亡率） に及ぼす影響は，いずれも 1 日
15 本以上のタバコを吸うことのリスクと同程度
である （Holt-Lunstad, Smith, & Layton, 2010）。孤
独感や社会的孤立が生み出す健康上のリスクが大
きな社会問題となっているイギリスでは，一人暮
らしの高齢者や社会的弱者に対し，他者とのつな
がりの機会を積極的に提供する試みが行政主導 
で行われている （Department for Digital, Culture, 
Media and Sport, 2018）。こうした取り組みは，社
会関係資本論（Lin, 1999） に基づいて，行政の介
入によって健康の維持に必要な他者とのつながり
を構築する，福祉国家的な視点に立つアプローチ
といえる。

また，多くの人々にとって参入の垣根が低い，
オンラインの社会環境が提供する「場」がもたら
す影響も無視できない。近年の研究では，能動的
な SNS 利用が孤独感を低減すること （Deters & 
Mehl, 2013）や，受動的な SNS 利用が感情的ウェ
ルビーイングを低めてしまうこと（Verduyn et al., 
2015）が報告されている。孤独感が助け合いの諸
相に及ぼす影響を理解し，有効な対処方略を考え
るためには，孤独感を対人的なプロセスとして捉

進（−0.162; n=12），社会的スキルトレーニング
（0.017; n=2），対人接触の増加（−0.062; n=2） の
いずれの効果量よりも有意に大きかった。ただ
し，認知行動療法がもたらす孤独感の低下は限定
的であり，改訂版 UCLA 孤独感尺度（20 項目 4
件法，得点範囲 20 点～80 点）における平均 1.59
点の変化にとどまっていた。このことは，認知行
動療法による介入のみで，孤独感の高い個人の孤
独感を一般サンプルと同様のレベルに低減させる
ことが，決して容易ではないことを示すものであ
る。ただし，この論文でメタ分析の対象となった
いくつかの研究では，孤独感だけではなく，抑う
つも介入の対象に含まれていた。もしも認知行動
療法の効果が主に抑うつの低減に寄与していたと
するならば，この分析で得られた効果が，抑うつ
を介した疑似相関であるという可能性は排除でき
ない。

Cacioppo et al. （2015） は，孤独感を低減するた
めの新たな介入方略として，薬物療法の有効性に
ついて議論している。この論文では，抗うつ薬の
ひとつであるフルオキセチンが，セロトニンの再
吸収を抑制することで，認知行動療法を取りやめ
た抑うつ患者の不安障害や恐怖反応を低減させる
ことや，動物実験におけるアロプレグナノロン

（ステロイド）の投与が，GABA 受容体を活性化
して孤立状態にあるマウスの恐怖反応を抑制する
ことに着目し，ランダム化比較デザインに基づく
薬物療法の必要性を主張している。さらに，
Cacioppo and Cacioppo （2015） は，皮質辺縁系に
おけるアロプレグナノロンレベルの低下が孤独感
の主要因であるという仮説を提唱し，アロプレグ
ナノロンとその前駆体で血液脳関門を通過可能な
プレグネノロンの投与によって孤独感が低減する
可能性を指摘している。アメリカでは，UCLA 孤
独感尺度（第何版かは明らかでない）の得点が
42 点以上（得点範囲 20 点～80 点） である 21 歳
から 80 歳までの成人を対象として，孤独感に対
するプログネノロンの効果を検証するランダム化
比較デザインの臨床実験がすでに開始されており

（Cacioppo, Grant, & Lee, 2016），結果の報告が待
たれる。ただし，こうしたアプローチは抑うつに
対する薬物療法（Schule, Nothdurfter, & Rupprecht, 
2014） と大きくは異なっておらず，対人関係の非
充足に起因する孤独感の低減にどの程度固有の効
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