
日本道徳性心理学研究 Vol.19 2005 
 

 - 1 - 

日本とタイの大学生における感謝心の比較研究（２） 
Wangwan Janjira 

（お茶の水女子大学） 
 

 I surveyed university students in Japan and Thailand, using a questionnaire to investigate 
cross-cultural variations in gratitude. In both Japanese and Thai students, positive feelings correlated 
with increased prosocial motivation. However feeling of indebtedness was positively related to 
increased prosocial motivation only in Japanese male students. 
 

                           

本論文は、「日本とタイの大学生における感謝心と 
の比較研究」（日本道徳性心理学研究 Vol 19,2004）
での考察にもとづき、日本とタイの大学生を対象とし

て、感謝心についての文化的共通性、文化的相違につ

いて検討し、以下のような一般的な仮説を設定した研

究結果を報告するものである。 
1. 日本とタイの大学生において、恩恵を与えた者の

コスト、恩恵を与えた行為の望ましさ、恩恵を与

えた行為の義務性、恩恵を被った者にとっての利

得は、感謝心の構成要素である肯定的感情と負債

感情と正の相関をもつ。 
2. 日本とタイの大学生において、感謝心の構成要素

である肯定的感情は、返礼、向社会的動機の高揚

と正の相関をもつ。 
3. 日本の大学生においては、恩恵を受けたとき、タ

イの大学生よりも負債感情がより多く感じられ、

その負債感情が、タイの大学生よりも返礼や後の

向社会的行動に関連する。 

 

研究1 
１ 調査方法 
1-1調査時期 
 2001年10月に、日本の女子学生138名とタイにお

ける女子学生 122 名及び男子学生 57 名に対して、調

査を行い、更に、2003年6月～8月に日本の男子学生

74 名とタイの男子学生 105 名に対して、調査を行っ

た。 
  
1-2被験者 
 日本の東京と横浜の都市にある 3 つの大学の学生

212 名(男性 74 名, 女性 138 名, 平均年齢 19.3 歳, 
SD=1.9)、タイのコーンケン県(Khonkaen) にある大

学の学生 284名 (男性 162名, 女性 122名, 平均年齢 
20.3歳, SD=1.5 )であった。 
 
1-3材料 

 感謝心に関する多面的な質問紙を作成した。 
 

1）質問紙の構成  
これまでの感謝心に関する研究結果と、

McCullough, Kilpatrick, Emmons, and Larson 
(2001) による、感謝心についての基本的な仮説に基づ

いて、以下の側面を測定する多面的な質問紙を構成し

た。 
  A－感謝心の内容―「他者から恩恵を受けた時に

生じる感情 」であり、快い感情と負債感情が含ま

れる。 
  B－感謝心の結果として予測される側面―「恩恵

を与えてくれた者に対する返礼」と「向社会的動機

の高揚」である。  
C－感謝心に影響し得る変数―「恩恵を与えた行 

為の義務性」、「恩恵を与えた者のコストの程度」、「恩

恵を被った者にとっての利得」、「恩恵を与えた行為の

望ましさ」。 
2）質問紙 
質問紙を以下のように作成した。 
まず最初に、日本人の研究者と筆者(タイ人)が、両

国の大学生に対してなじみのある援助場面について

討論し、最終的に、大学生が他者から助けられ、そ

の後その援助者に対して感謝するという以下の2つ

のストーリーを作成した。 
ストーリー1  

   あなたは、アパートで一人住まいで大学に通ってい

ました。ある日けがをして１週間の間、歩けなくなり

ました。アパートで療養の７日間、父親は、自分にさ

せて欲しいと言って、仕事の合間に毎日1回、20分か

かる職場から歩いて食事を運んでくれました。 
ストーリー2  

 あなたは、都会でアパートに一人で住んでいました。

何日か前に右手にケガをし、包帯をしていました。近

くのスーパーで買い物をして重い荷物をもって帰る途

中、偶然にも、あなたのアパートを訪れようとしてい

た父親が通りかかり、「もってあげる」と言って、5分

離れたアパートまで運んでくれました。 
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2 つのストーリーにおいて、それぞれ援助を与えた

者として4人を設定した(恩恵を被った者の父親、母親、

親友、見知らぬ人)。したがって、それぞれのストーリ

ーにおいて４つの援助場面が作成され、その結果、合

計8つの場面が作成された。 
提示する場面を作成した後、各場面において、感謝心

の様々な側面を調べるための質問項目を作成した。 
A) 助けられたことによって生じる感情についての質

問 
予備調査の結果として、以下に8つの感情項目を選

定し、質問を作成した。 
「あなたはどのような気持ちに少しでもなると思

いますか」 
「うれしい」「暖かい」「幸福な気持ち」「感謝の

気持ち」「恥ずかしい」「迷惑をかけた気持ち」

「心苦しい」「借りができた感じ」 
質問に対して各項目について5段階尺度(「非常に感

じる」～「まったく感じない」)で回答を求めた。 
B) 援助者に対する返礼についての質問 
予備調査の結果に基づいて、以下に挙げる6つの返

礼項目を設定し、質問を構成した。 
「援助をしてもらうようになってから１か月間、あ

なたは助けてもらったことに対して、どのようなこと

をすると思いますか」 
「そのつど感謝の気持ちを表情や身体で示す」「そ

のつどお礼を言う」                     
「手紙でお礼を書く」「お礼としてお金を渡す」

「何かお礼に物を渡す」                 
「お礼に食事をご馳走する」 
各返礼項目について「絶対にする」～「絶対にしな

い」の5段階尺度で回答を求めた。 
C) 向社会的動機の高揚についての質問 
援助を受け入れることによって喚起される向社会的動

機の高揚を測定するために以下の4つの質問項目を構

成した。 
「このような出来事があって、あなたは、何か新し

い気持ちに少しでもなると思いますか。以下のことに

ついて、お答えください」 
・父親がこのような自分と同じ立場になったときに

助けたいとこれまで以上に思うようになりますか、

それとも逆に、思わなくなりますか。 
・他のさまざまな場面でも、父親が困っているとき

に助けたいとこれまで以上に思うようになりますか、

それとも逆に、思わなくなりますか。 
・他の見知らぬ人が自分と同じ状況になったときに、

助けたいとこれまで以上に思うようになりますか、

それとも逆に、思わなくなりますか。 
・他のさまざまな場面でも、見知らぬ人が困ってい

るときに助けたいとこれまで以上に思うようにな

りますか、それとも逆に、思わなくなりますか。 
調査協力者に「非常に思うようになる」～「非常に

思わなくなる」の7段階尺度の回答を求めた。 
D) 感謝心に影響し得る独立変数についての質問 
 以下の質問に対して5または7段階の尺度で回答を

求めた。 
・恩恵を与えた行為の望ましさ 
「父親のしたことについてどう思いますか」 

 「非常に望ましい」～「非常に不適切」の7段階の

尺度で回答を求めた。 
・恩恵を与えた行為の義務性 
「このようなことをするのは、父親として当然する

べきことだと思いますか。それとも、父親の考えや

気持ちしだいで、どちらでも自由なことですか」 
「当然の義務である」～「全く自由」の5段階の尺

度で回答を求めた。 
・恩恵を被った者にとっての利得 
「助けてくれた人が誰かということとは別に、食事

を運んでもらったこと自体は、あなたにとってどの

くらいうれしいことですか、それともかえって迷惑

なことですか」 
「非常にうれしい」～「非常に迷惑」の7段階の尺

度で回答を求めた。 
・恩恵を与えた者のコストの程度 
「父親がこのようなことをするのに、精神的なこと

や身体的なことを 含めてどのくらいの労力、負担

があったと思いますか」 
「非常に負担がかかった」～「全く負担はなかった」

の5段階の尺度で回答を求めた。 
 
各調査協力者に、8 ストーリーそれぞれに対して、

上記の全ての質問に回答を求めた。質問紙は最初に日

本語で作成した。その後、タイ人大学院生により日本

語からタイ語に訳され、更に別のタイ人大学院生によ

って日本語に訳すというBack translationを行い、翻

訳の適切性を検討した。 
 
1-4 手続 
 日本とタイ双方において、質問紙を配布し１週間以

内に回収した。 
 
2 結果 

 2-1変数の構造 
2-1-1各群における感謝心の感情の因子構造 
8 感情項目の仮定された因子構造を調査するために、

日本とタイの各群において主因子法・バリマックス回

転による因子分析を行った。 
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まず、各群における8感情項目×(8場面×調査協力者

数)のマトリクスを作り、それぞれの項目別に合計し、

共通性の初期値を1とし、主成分分析法により因子を

抽出した。その結果、2群において、同じく因子パタ

ーンが得られた。これより、各群において、2因子解

を適当と判断した。このとき2因子による累積説明率

は日本―64.87％、タイ―55.50%であった。バリマック

ス回転後の各項目の因子負荷量を表1に示す。 
表1の回転後の因子負荷量において絶対値0.40以上

の因子負荷量を示した項目の内容を参考に各因子を解

釈した。 
因子1は、項目1「うれしい」、項目2「暖かい」、項

目3｢幸福な気持ち｣、項目4「感謝の気持ち」に大きな

負荷量を与えていた。4つの感情項目は、他人から助

けられた際に、快い気持ちを表す内容である。そこで、

因子1は、「感謝心の肯定的感情」と命名した。 
そして、因子2は、項目5「恥ずかしい」、項目6「迷

惑をかけた気持ち」、項目 7「心苦しい」、項目 8「借

りができた感じ」に大きな負荷量を与えている。

Benedict によると、日本社会においては、「恩」のお

返しをするという負債を負う事を、負担に感じる人が

多いと言う (Benedict, 1946, p.104)。このことから、

これらの感情は、他者によって助けられた者が、負債

が生じると感じることによる感情と考えられる。よっ

て因子2は「負債感情」因子と命名した。 
その結果に基づき、次の分析のために２変数が構成

された。 
 第一変数は、初めの4項目得点を合計し、「感謝心の

肯定的感情」と命名する。 
第二変数は、後の 4 項目の合計得点であり、「負債

感情」と命名する。 
2-1-2各群における返礼の因子構造  

6 返礼項目のマトリクス×(調査協力者数×8 場面)を
用い、日本とタイ群それぞれ、因子分析(主因子法・バ

リマックス回転)を行った。 
その結果、各群が類似した因子負荷量を示していた。

すなわち、各群において、2因子解を適当と判断した。

このとき2因子による累積説明率は、日本―53.53%、 
タイ―51.80%であった。バリマックス回転後の各項目

の因子負荷量が表2に示されている。 
表2において因子負荷量の絶対値0.40以上を示し

た項目の内容を参考に各因子を解釈した。 
まず、因子1は、項目3「手紙でお礼を書く」、項目

4「お礼としてお金を渡す」、項目 5「何かお礼に物を

渡す」、項目6「お礼に食事をご馳走する」に大きな負

荷量を与えていた。4項目とも、助けてもらったとき、

何かの物を返してあげるという内容である。よって、

因子1を、「贈与」と命名した。 

次に、因子 2は、項目 1「感謝の気持ちを表情や身

体で示す」、項目2「お礼を言う」に大きな負荷量を示

していた。そこで、因子 2 を、「言語‐表情による表

現」と命名した。その結果に基づいて、次の分析のた

めに、2変数が構成された。 
第一変数は、初めの 2 項目の合計得点で、「言語‐

表情による表現」と命名する。 
 第二変数は、他の4項目の合計得点であり、「贈与」

と命名する。 
 
2-2 変数の信頼性 
8つの場面を通じた9変数の一貫性の指標として、8

つの場面でそれぞれ各値、肯定的感情、負債感情、言

語‐表情による表現、贈与、望ましさ、義務、利得、

コストと向社会的動機高揚のα係数を、日本とタイ群

別に算出した。各変数の信頼性係数は表3-4に示す通り

である。日本サンプルにおいてα係数の範囲は.80～.93、
タイサンプルにおいては .85～.95 である。これより、

8ストーリーにおける9変数について、かなり高い信頼

性が得られたと言える。                   
 
2-2各変数の関係 
2-2-1 肯定的感情、負債感情、返礼、向社会的動機の

高揚における文化差 
 肯定的感情、負債感情、返礼、向社会的動機の高揚

における文化差を調査するために、肯定的感情、負債

感情、言語‐表情による表現、贈与と向社会的動機の

高揚を従属変数とし、2(国)×2(性)の多変量分散分析を

行った。その結果、肯定的感情、言語‐表情による表

現、贈与と向社会的動機の高揚においては国の主効果

が有意であり(順に F(1,492) = 36.83, p<.001, 
F(1,492)=77.62,p<.001,F(1,492)=122.64,p<.001,F(1,
492)=171.97,p<.001)、負債感情において国の主効果が

有意でなかった(F(1,492)=1.24, ns)。表 3-3 に示して

いるように、肯定的感情、言語‐表情による表現、贈

与と向社会的動機の高揚については、日本人大学生の

平均がタイ人大学生の平均より少なかった。しかし、

負債感情についての2国間の有意差がなかったという

結果は、日本とタイの文化差に関する本研究の仮説と

一致しなかった。 
 性の有意な主効果が肯定的感情、負債感情、言語‐

表情による表現、贈与(順に F(1,492) = 5.33, 
p<.05,F(1,492)=17.69,p<.001,F(1,492)=17.31,p<.001
,F(1,492)=4.28,p<.05)が見られたが、向社会的動機の

高揚では性の主効果が有意でなかった(F(1,492)=0.16, 
ns)。男子学生は、肯定的感情、言語‐表情による表現

と贈与について女子学生より少ないのと同様に女子学

生より深く負債を感じたと示されている(表 3 参照)。
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さらに、国と性の有意な交互作用が言語‐表情による

表現(F(1,492)=8.38, p < .01)、贈与(F(1,492)=5.79, p 
< .05)において見られた。単純主効果を分析した結果、

日本サンプルにおいて、男子学生が言語‐表情による

表現(平均=63.4(男) < 69.5(女), p < .001)と贈与(平均

=67.0(男) < 75.9(女), p < .01)について女子学生と比べ

て有意に少なかった。タイ人大学生においてはそれら

の変数に関する性差の有意はなかった(順に 73.4(男)
対74.5(女);93.3(男)対94.0(女))。 
 
2-2-2 文化差‐援助における主観的判断を統制した場

合 
 以上に記述した多変量分散分析が、援助の望ましさ

や援助者のコストや援助を受けた者の利得などに関す

る主観的判断の基礎となる調査協力者の文化による影

響を与えると考えられる。それらの主観的判断の効果

を統制するために、望ましさ、義務、利得、コストの

変数を統制してから、肯定的感情、負債感情、言語‐

表情による表現、贈与と向社会的動機の高揚における

2(国)×2(性)の多変量共分散分析を行った。その結果、

各従属変数において国の主効果が有意であったことが

示された (順に F(1,488)  =  92.97,  p<.001, 
F(1,488)=5.41,p<.05,F(1,488)=223.50,p<.001,F(1,48
8)=95.58,p<.001,F(1,488)=91.57,p<.001)。肯定的感情、

負債感情、言語‐表情による表現、贈与において性の

主効果も有意であり (順に F(1,488) = 9.67, 
p<.01,F(1,488)=16.27,p<.001,F(1,488)=19.70,p<.001
,F(1,488)=6.55,p<.05)、向社会的動機の高揚において

性の主効果が有意でなかった(F(1,488)=0.52, ns)。さ

らに、言語‐表情による表現においては国と性の交互

作用が有意であった (F(1,488)=7.07, p < .01)。4つの

独立変数を統制しなかった多変量分散分析の結果に対

して、日本人大学生における負債感情の推定周辺得点

がタイ人大学生より有意に大きかった(日本人大学生

の推定周辺平均=97.98、タイ人大学生=92.97)。この

結果については、日本とタイの間の文化差に関する本

研究の仮説と一致した。 
 
2-2-3感謝心を従属変数とした重回帰分析  
感謝心の感情の 2 変数を従属変数とし、「恩恵を与

えた行為の望ましさ」、「恩恵を与えた行為の義務性」、

「恩恵を被った者にとっての利得」、「恩恵を与えた者

のコストの程度」を独立変数とした重回帰分析を行っ

た。その結果、表 3に示したように、2群において、

以下の点で類似した回帰パターンが得られた。肯定的

感情を従属変数とした場合の重回帰分析において、利

得の偏回帰係数が有意であった。また、負債感情を従

属変数とした場合の重回帰分析において、コストの偏

回帰係数が有意であった。一方、肯定的感情を従属変

数とした場合の重回帰分析においては、コストの偏回

帰係数がタイの男女と日本の男子学生のみ有意であっ

た。しかし、義務は、肯定的感情を従属変数とした場

合の重回帰分析において、日本の男子学生のみ有意で

あった。 
望ましさの偏回帰係数は、肯定的感情を従属変数と

した場合の重回帰分析においては、日本群のみ有意で

あったが、負債感情を従属変数とした場合の重回帰分

析においては、タイの男子学生のみ有意であった。 
 
2-2-4 感謝心における 2 つの感情に対する返礼と向社

会的動機の高揚を従属変数とした重回帰分析  
感謝心における2つの感情の影響を調査するために、

言語‐表情による表現、贈与、向社会的動機の高揚を

従属変数とし、肯定的感情、負債感情を独立変数とし

た重回帰分析を行った。 
 その結果、日本とタイの男女とも、言語‐表情によ

る表現や贈与や向社会的動機の高揚を従属変数とした

場合、肯定的感情の偏回帰係数が有意であった。一方、

負債感情は、贈与を従属変数とした場合の重回帰分析

において、タイの男女と日本の女子学生において有意

であったが、向社会的動機の高揚を従属変数とした場

合の重回帰分析においては、日本の男子学生のみ有意

であった。 
 
3.考察 

3-1 感謝心における文化的共通点について 
日本とタイの大学生における感謝心とその関連変

数を調べた結果、２つの社会においていくつかの共通

点が見出された。 
まず、他者からの恩恵を受けたときに、肯定的感情

とともに負債感情のような否定的感情を感じることが、

双方の群において見出された。また、肯定的感情と負

債感情とは相互に独立した感情因子であり、この２つ

の感情は、他の諸変数と様々な形で関連していた。 
日本の女子学生を除き、日本とタイにおいて、肯定

的感情は、「恩恵を被った者にとっての利得」「恩恵を

与えてくれた者のコストの程度」と正の関連をもって

いた。この結果は、「恩恵を与えた者のコストの程度」

と「恩恵を被った者の利得」に関する主観的判断が感

謝心における肯定的感情に関連するという仮説を支持

している。さらに、肯定的感情は感謝心の言語-表情に

よる感謝の表現、贈与、そして向社会的動機の高揚と

正の相関をもっていた。２つの社会において得られた

これらの共通点は、感謝心における肯定的感情が道徳

的行動を促す道徳的感情としての地位をもつという一

般的仮説を支持している。 
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一方、感謝心の一部として本研究において設定され

た負債感情は、肯定的感情とは異なる機能をもつこと

が示唆された。すなわち、負債感情は、日本、タイ双

方の男女において、ともに「恩恵を与えてくれた者の

コストの程度」と有意な相関をもち、また負債感情は、

日本の男子学生群を除き、「恩恵を与えた者に対する

贈与」に結びつくことが示唆された。 
 
3-2 感謝心における文化的差異について 
次に、日本とタイの差異について、日本の大学生は

タイの大学生よりも、負債の感情がより重要な位置を

占めるという一般的仮説を検討した。 
多変量分散分析の結果において、負債感情について

は２国間に有意差が見られなかった。しかし、他者か

ら恩恵を受けた状況認知に関する４つの主観的判断変

数を統制した多変量共分散分析の結果、日本の大学生

における負債感情は、タイの大学生より有意に大きい

ことが示唆された。それに加えて、向社会的動機の高

揚を従属変数とした重回帰分析では、日本の男子学生

における負債感情の回帰係数は有意であった。この結

果は、前述の日本とタイの文化的差異についての仮説

をある程度支持する。すなわち、日本の大学生は、状

況の認知が同じであれば、より負債感情を感じ、また、

それは、向社会的動機を高めていた。 
 
なぜ重回帰分析における日本の女子学生の負債感

情は向社会的動機の高揚との相関がみられないのか 
では、なぜ日本の女子学生は男子学生と同じ結果を

示さなかったのかについて問題となる。相関のパター

ンを詳しくみると、表 4-1に示されているように、日

本の女子学生において、「恩恵を与えた行為の望まし

さ」は、負債感情、向社会的動機の高揚とある程度の

相関があることを示している (r=-.22, p < .01, r=.45, 
p < .001 )。それに対して、タイの男子学生のその相関

は -.26 (p < .01), .17 (p < .05) であり、また、日本の

男子学生とタイの女子学生においてはほとんど相関は

みられなかった。すなわち、日本の女子学生において

は、負債感情は、恩恵を与えた行為の望ましさという

媒介を通して、向社会的動機の高揚に関連することが

考えられる。 
 
そこで、あらためて負債感情の影響を検討した。す

なわち、「恩恵を与えた行為の望ましさ」という変数

を統制した負債感情と向社会的動機の高揚との偏相関

係数を、日本とタイの各性別群において算出した。そ

の結果、日本の男女学生においてのみ、ある程度の大

きさの有意な偏相関がみられた(日本の男子学生にお

ける偏相関係数=.39, p < .001, 日本の女子学生におけ

る偏相関係数=.23, p < .0１)。タイの男子と女子学生に

おけるその偏相関は、順に.10(ns)と.05(ns)であった。

したがって、「恩恵を与えた行為の望ましさ」の影響

を統制した場合には、日本の男女の大学生においては、

タイの大学生と対照的に、負債感情が向社会的動機の

高揚に有意に関連していた。 
 
3-4 負債感情と援助行動の望ましさにおける負の相関

について 
援助行動の望ましさがより大きな役割をもつとい

う、日本の女子学生の結果に関して、一つの疑問が残

された。負債感情と援助行動の望ましさとの間に有意

な負の相関 (r=-.22) がみられた。望ましい援助であれ

ばあるほど、負債を感じることが予測されたが、本研

究では、望ましい援助行動であるほど、負債の感情は

低くなるという結果がみられた。そこで、この点につ

いて、日本の女子大学生を対象として、次の補足的な

研究を行った。 
 

4 .研究 2－補足的研究 

 
4-1 目的 
研究１の結果、日本の女子学生において、援助行為

の望ましさが負債感情と向社会的動機の高揚 と有意

な相関をもっていたが、負債感情と援助行為の望まし

さとの関係について、一つの疑問が残された。もし、

負債感情が、助けてくれた相手に対する負債の感情で

あるならば、負債感情は、より望ましい援助行為に対

して、より強く感じると考えられる。しかし、負債感

情と援助行為の望ましさとの相関は、有意な負の相関

（r =-.22）であり、負債感情の効果について予想され

る結果と相反するものであった。この結果を説明する

ために、日本の女子大学生を対象として、補足的な研

究を行った。 
  
4-2仮説 
上記の結果を説明するために、負債感情と援助行為

の望ましさとの負の相関について、次のような仮説が

立てられた。 
１）研究１において用いられた感謝心の尺度には、

負債感情とは別の、助けられた場における「不快感」

などの否定的感情が負債感情に混在している。その

ため研究１では、否定的感情を含む「負債感情」変

数と援助行為の望ましさとの間に負の相関が得ら

れたと考えられる。 
２）この否定的感情は援助行為の望ましさと負の相

関をもち、個人の社会的外向性と負の相関をもつと

予測される。さらに、向社会的動機の高揚と負の相
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関がみられると予測される。 
 本研究では、社会的外向性の尺度として対人相互

作用の場面における一般的な否定的感情を予測する社

会的外向性尺度を用いた。日本の社会において、外向

性の低い人が援助を受けたとき、より強い否定的感情

が生じると考えられる。また、特に最近、他人との密

接な関係をもつことに対する日本の青年の否定的な態

度についての報告がなされている(e.g., 小塩, 1998)。
以上より大学生においてこの否定的感情は社会的外向

性と関連すると考えられた。 
３）より正確に区別され測定された負債感情は、援

助行為の望ましさ、向社会的動機の高揚と正の相関を

もつと予測される。 
 
4-3 方法 
4-3-1 調査時期 
 2002 年 10月に、日本の女子学生 150 名に対して、

調査を行った。 
 
4-3-2 調査協力者  
東京都内女子大学の 150 名の女子学生(平均年齢

19.0歳, SD＝.96)であった。 
 
4-3-3 材料 
（１)感謝心の多面的質問紙 
研究１とほぼ同じ質問紙を用いた。ただし調査目的

にしたがって、研究１における質問紙を一部変更した。

ストーリーは「けがをした学生の話」を用い、援助者

としては「母親」「親友」「見知らぬ人」の3条件を用

いた。各ストーリーの後に、以下の3つの質問項目が

続く。 
Ａ) 助けられたことによって生じる感情についての質

問 
助けられたことによって生じる感情についての質

問は、二名の日本人による話し合いで設定し、「うれし

い」「快い」「暖かい」「幸福な」「感謝の気持ち」「相

手への尊敬の気持ち」「相手にわるいなという気持ち」

「こころ苦しい」「恩ができた感じ」「かりができた感

じ」「恥ずかしい」「迷惑な気持ち（自分にとって）」

「不愉快な感じ」「ゆううつ」「わずらわしい」の 15
項目である。これらは、肯定的感情、相手に対する負

債の感情、その場で感じる一般的な不快感（否定的感

情）を含む。 
Ｂ)援助行為の望ましさについての質問(研究1と同じ) 
Ｃ)向社会的動機の高揚についての質問(研究1と同じ) 
 
(２) 対人的志向性尺度（IOS－V；Interpersonal 
Orientation Scale 5th Version）(斎藤・中村，1987) 

また、社会的外向性を測定する項目として、「対人

的志向性尺度（IOS－V; Interpersonal Orientation 
Scale 5th Version）」を用いた。この尺度はSwap & 
Rubin（1983）の対人的志向性についての概念に基づ

いて作成された対人志向性尺度を日本人に対して適応

させたものである。対人的志向性（Interpersonal 
Orientation, 以下 IO と略す）は対人相互作用場面に

おける個人差要因を総合する概念としたもので、「他

者との関係の対人的側面に反応的であるかどうかとい

う概念であり、IOの高い人は対人関係に敏感で、他者

の行動の変化に関心を寄せ、それに応じた行動をとる

ことができる」とされている（斎藤, 1991）。これより

IOの高い人は社会的外向性が高いと考えられる。信頼

性、妥当性ともに確認されている。尺度の内容は 18
項目からなる。例えば、｢人が私の行為についてどのよ

うに考えているかということは重要ではない｣ 

「 出会った人とは、できるだけ親密になろうと努力す

る」などである。 
 
4-3-4 手続 
 授業内に調査協力者に質問紙を配布し、1 週間後に

回収した。 
 
4-4 結果と考察 
 上記の仮説についての検討を行った。 
仮説１ 感謝心の感情の尺度には肯定的感情、負債

感情の他に一般的な否定的感情が含まれる。 
仮説１を検討するため、感情項目の因子分析を行っ

た。主成分分析の結果、固有値が１.0以上の因子が３

つ抽出されたので、因子数を３とした。その後、主因

子法（プロマックス回転）を行った。累積寄与率は

66.4％であった。プロマックス回転後の各項目の因子

負荷量を表6に示している。 
主因子の後 Kaiser の正規化を伴うプロマックス法に

よる斜交回転を行った。 
表 7 の回転後の因子パターンにおいて絶対値.40 以

上の因子負荷量を示した項目の内容を中心として因子

を解釈することにした。 
第1因子は、｢うれしい｣「快い」｢暖かい｣｢幸福な｣

「感謝の気持ち」「相手への尊敬の気持ち」の項目に大

きな負荷量を示した。第１因子は、研究1の結果と同

じく、助けられた際の感謝心の感情における肯定的感

情と考え、「感謝心の肯定的感情」と命名した。 
第 2 因子は、「迷惑な気持ち(自分にとって)」｢不愉

快な感じ｣｢ゆううつ｣｢わずらわしい｣の項目に大きな

負荷量を与えていた。これらの項目の内容を見ると、

因子2は、他人から助けられた場における否定的感情

を表していると考えられる。したがって、「感謝心の感



日本道徳性心理学研究 Vol.19 2005 
 

 - 7 - 

情における否定的感情」と命名した。 
そして第 3 因子については、「相手にわるいなとい

う気持ち」「こころ苦しい」｢恩ができた感じ｣｢かりが

できた感じ｣の項目に大きな因子負荷量を与えていた。

これらの感情項目は、負債感情による感情と解釈され

ることから、「負債感情」と命名した。各因子間の相関

は、以下の表8に示されている。 
 
因子間相関係数の結果から、因子２と因子3との間

にある程度の正の相関がみられた。すなわち、他人か

ら助けられた場合、負債の感情とともに否定的感情も

ある程度関連して生じている。また、「恥ずかしい」と

いう項目は、第２因子と第３因子にともに中程度の負

荷量をもつ。このことは、負債の感情ととともに自分

の失敗による「恥ずかしい」という感情を感じたもの

と解釈される。 
以上より、感謝心の感情として、｢肯定的感情｣｢否

定的感情｣｢負債感情｣の３因子を確認することができ、

仮説１は支持された。 
 

仮説２ この否定的感情は援助行為の望ましさと負の

相関をもち、社会的外向性と負の相関をも

つだろう。さらに、向社会的動機の高揚と

負の相関がみられるだろう。 
 
仮説３ より正確に区別され測定された負債感情は、

援助行為の望ましさ、向社会的動機の高揚

と正の相関をもつだろう。 
 
 次に、仮説２と仮説３について検討するために、各

指標間の相関を調べた。各指標間の相関係数は表8に

示すとおりであった。なお、３つの感情に関する変数

は、それぞれの因子得点を用いた。 
 
表8に示しているように、否定的感情は援助行動の

望ましさ、社会的外向性、さらに向社会的動機の高揚

と負の相関をもち、ともに有意であった(p < .001)。そ

の結果、仮説２が支持された。これにより日本の女子

学生は、援助の場において否定的感情が存在すると、

その援助行為を不適切だと感じやすく、その後の援助

行動についての動機を弱めることが示唆される。さら

に否定的感情は個人の対人的志向性と関連し、社会的

外向性が低い人の方が、援助の場において否定的感情

を生じやすいことが示唆された。 
 
次に仮説３について、負債感情と援助行動の望まし

さとの間には有意な相関は見られなかった（r=.05, 
ns）。しかし負債感情は、向社会的動機の高揚と、小

さいが有意な相関が見られた（r=.23,ｐ<.01）。したが

って、援助の場における負債感情は、その行為自体の

望ましさに関わらず、ある程度、その後の援助行動を

促す要因となることが示唆された。従って、仮説３は、

部分的に支持された。 
以上の結果より、日本の女子学生の場合には、援助

場面で生じる感情の内容によって援助行動の望ましさ、

向社会的動機の高揚ともに影響を受けることが示唆さ

れた。また、特定の援助場面でどのような感情が生じ

るかは、個人の社会的志向性とも関連することが示唆

された。 
 

 以上の結果から、日本の女子学生の場合、助けられ

た際に、肯定的感情、否定的感情、負債感情という感

情を感じたことが示唆される。また、負債感情という

感情因子が否定的感情とある程度関連をもっていた。

さらに、研究1で負債感情として扱った感情を細分化

した結果、向社会的動機の高揚と正の相関を示す負債

感情、および、向社会的動機の高揚と負の相関をもち、

社会的外向性と負の相関をもつ否定的感情、を見出し

た。 
 研究2の結果が、研究1の結果と一致しなかったの

は、研究1で負債感情として扱った感情が、純粋な負

債感情の他に他者から恩恵を受けたことによる否定的

感情を含んでいたためであることを示唆している。 
 

5.総括的討論  

結果の要約 
 本研究により、以下が見出された。 
(1) 日本とタイの双方の大学生群において、他者から

恩恵を受けたときに、肯定的感情とともに負債感情と

いう相互に独立の感情を感じる。 
(2) 日本とタイの大学生において、他者から恩恵を受

けたときに生じる肯定的感情は、「恩恵を被った者に

とっての利得」と関連をもつ。一方、他者から恩恵を

受けたことによる負債感情は、「恩恵を与えてくれた

者のコストの程度」と関連をもっていた。 
(3) 日本とタイの大学生は両方において、「感謝心の

肯定的感情」は、感謝心の言語‐表情による感謝の表

現、礼状を書くことなどの贈与、そして向社会的動機

の高揚と関連している。 
(4) 他者から恩恵を受けたとき、タイの大学生は日本

の大学生より肯定的感情を感じるが、「負債感情」につ

いては国間の有意差がみられなかった。しかし、「恩恵

を与えた行為の望ましさ」「恩恵を与えた者のコスト

の程度」「恩恵を被った者にとっての利得」「恩恵を与

えた行為の義務性」という主観的評価を統制した場合、

日本の大学生がタイの大学生より大きな負債感情を感
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じる。 
(5) 日本の男子学生においては、負債感情が向社会的

動機の高揚と関連する。その上、日本の女子学生では、

援助行為の望ましさを統制した場合負債感情は向社会

的動機の高揚と有意に関連をもつ。 
(6) 日本の女子学生における補足的研究においては、

一般的な否定的感情から区別した、より純粋な負債感

情は、援助行為の望ましさに関わらず、向社会的動機

の高揚と有意に関連する。 
 
本研究結果により、感謝心が、後の行動についての

判断にそれぞれに影響しているという、「肯定的感情」

と「負債感情」から構成されることが示唆される。日

本の大学生とタイの大学生の共通性の他に、文化的相

違も見出された。日本の大学生がタイの大学生と比べ

た場合は強い負債感情を感じ、その負債感情が向社会

的動機の高揚とある程度関連するという結果は、心理

学者、社会人類学者による日本人の文化的特性につい

ての研究結果を裏づけている。例えば、Murase (1986) 
は、他者による恩恵を受けたとき、日本人が負債を強

く感じ、その感情によってお返しをするという欲求が

もたらされることを指摘している。また、上記のよう

に、負債感情は、内観療法において中心的な役割を果

たすとされている。さらに、土居 (1971) は、日本人

が恩恵を受けることによって強く負債を感じることに

ついて述べている。その理由としては、日本人が彼ら

の集団内において相互扶助の関係を維持したいと強く

望み、その密接な関係を失われ、厄介となることを恐

れるからとされる。 
他方、タイの大学生が他者から恩恵を受けたときに、

日本の大学生と比べて、より肯定的感情を感じ、肯定

的感情のみ向社会的動機の高揚と関連していた。この

結果は、タイで教育されている感謝心のあり方と一貫

している。すなわち、他者が自分に利得を与えれば、

その感謝の気持ちを深く心に留め忘れずということが

第一に強調される。そして、後に恩返しをする機会を

求める。それこそが気高い者を示すものである (e.g., 
Thammasophon, 1998; Thanavuddho, 1996)。よって、

タイ人においては、他者から恩恵を受けたことによっ

て生じる感謝心は、恩恵を与えてくれた者に依存する

ことを認め、むしろ他者の重要さを強く認識し、心理

的負債をそのままにしたいとより強く望むことが考え

られる。 
本研究の結果は感情と行動の研究への意義がある。

よい気分 (positive mood) に関する研究は、ほぼ一貫

して向社会的行動に肯定的効果を示しているが、しか

し、悪い気分 (negative mood) における研究結果は、

一貫していない (e.g., Apsler, 1975; Rosenhan, 

Salovey, Karylowski & Hargis, 1981)。本研究の結果

は感情の効果、特に否定的感情の効果における文化的

差異を示している。すなわち、文化的概念は、どの感

情が後の向社会的行動に影響するかということに影響

を及ぼすことである。例えば、負債感情は、一般的な

否定的感情と区別した場合、向社会的動機の高揚と正

の相関をもつなど。また、日本の女子学生において、

一般的否定的感情は向社会的動機の高揚と負の相関を

もっていた。また、感謝心における2つの感情は、他

の変数に対してそれぞれ別の形で関連をもっていた。

例えば、恩恵を与えた者と恩恵を被った者との関係は、

それぞれの感情で異なっていた。感謝心はこのように

いくつかの感情の複合体と考えられる。  
 
本研究は、感謝心が向社会的動機を高めるという

「心理的過程」に焦点を当てていない。例えば、感謝

心による影響としては、よい気分が生じること自体に

よるのか、あるいは社会または対人関係に対する恩恵

を被った者の認知が変わることによるのかなどの問題

がある。さらに、その心理的過程が発達的に変わるこ

とが考えられる。今後はそれらの過程を明確にする必

要がある。 
また、本研究は、具体的な対人関係における具体的

行為に対する感謝心であるという点で限られている。

しかし、感謝心はより広い概念であり、具体的対人関

係に限らない。人は一般的社会または世界自体に感謝

するかもしれない。仏教において強調されているよう

に、相互関係のもとで生きているという世界観にもと

づく感謝心は、感謝心のより高い水準である 
(Dobbins, 1989)。そのような種類の感謝心を説明する

ために、より詳細な考察と研究の枠組みが必要となる。 
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図2-1 多面的質問紙に構成された変数 
 
表 1  助けられたことによって生じる感情の因子構造   

日本                  タイ 
              因子1  因子2  共通性  因子1 因子2 共通性                      

うれしい           .89    -.09     .80    .72     -.07    .52 
暖かい            .91    -.04     .82    .79     -.17    .65 
幸福な気持ち       .87    -.09     .76    .87     -.11    .77 
感謝の気持ち       .74  .03     .56    .46     .17    .23  
恥ずかしい         -.14  .61     .39   -.07     .65    .43 
迷惑をかけた気持ち     .17  .78     .64    .02     .78    .61 
心苦しい              -.07  .84     .71   -.08     .86    .75 
借りができた感じ      -.03  .72     .51   -.00     .69    .48 
固有値            2.97  2.22     5.19  2.33    2.11  4.44 

因子抽出法：主因子法 回転法：Kaiserの正規化を伴うバリマックス法 
 
表 2 返礼行為の因子構造 

日本                   タイ 
                    因子1 因子2 共通性    因子1 因子2 共通性 

感謝の気持ちを 
表情で示す        .17    .84      .73   .08     .70    .50 

お礼のことばを言う  .06   .79      .63   .12   .76    .60 
礼状を書く      .56    .17      .35   .56     .13    .33 
お礼としてお金を渡す.58    .06      .34   .79    -.01    .61 
贈り物を贈る        .87    .03      .77   .80     .08    .65 
お礼に食事を        .63    .09      .40   .62     .19    .42 
ご馳走する 

固有値             1.85   1.37     3.22      1.98    1.13    3.11 

因子抽出法：主因子法 回転法：Kaiserの正規化を伴うバリマックス法 
 
 

状況の認知 
恩恵を被った者にとっての利得 
恩恵を与えた者のコストの程度 
恩恵を与えた行為の望ましさ 
恩恵を与えた行為の義務性 

感謝心 
肯定的感情 
負債感情 

向社会的動機の高揚 

返礼行為 
言語‐表情による表現 
贈与 
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表3 肯定的感情と負債感情を従属変数とした重回帰分析における各独立変数の標準偏回帰係数 
 

 肯定的感情               負債感情                        
日本         タイ         日本       タイ  

      男    女   男    女   男    女       男     女 
望ましさ  .20*   .39***  .09    .11    -.21   -.18   -.29***-.12 
義務    -.22*   -.09     .01   -.02    -.13   -.00     .08    .10    
利得     .55***  .37***  .31*** .28**   .02   -.10   -.12   -.22**     
コスト    .20*   .08     .16*   .18*    .52*** .37***  .33*** .41*** 
R2   .53    .48      .16    .16    .27   .17    .19   .22 
*p < .05. **p < .01. ***p < .001.      

 
表 4向社会的動機の高揚、言葉‐表情による表現、贈与を従属変数とした重相関分析における肯定的感情、負

債感情の標準偏回帰係数 
 
従属変数 向社会的動機の       言葉‐表情         贈与      

高揚                による表現                            
日本      タイ     日本     タイ       日本     タイ 

 
男   女   男  女   男  女   男  女   男  女   男   女 

 
*p < .05. **p < .01. ***p < .001. 
 

 
表5 援助の望ましさと感謝心、向社会的動機の高揚、返礼との相関 
  肯定的感情 負債感情 向社会的動機

高揚 
言語‐表情によ

る表現 
贈与 

日本 男 .45*** -.11 .21 .19 .14 
 
タイ 

女 
男 

.60*** 

.20* 
-.22** 
-.26** 

.45*** 

.17* 
.37*** 
.06 

-.01 
.12 

 女 .18 -.08 .19* .00 .08 

2国間の男の差 z=1.98* ns ns ns ns 

2国間の女の差 z=4.03*** ns z=2.33* z=3.05** ns 

負債 
感情   .28*  .09  -.03   .02    .19   .08   -.09  -.10  .19  .37***.29***.30*** 

肯定的 
感情  .37***.58***.58***.32***.39***.47***.47***.28** .35**.16*  .27***.23** 

R2     .26   .35   .33   .10    .22  .23   .22   .09  .19  .16   .17   .19 
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*p < .05. **p < .01. ***p < .001. 
 
表6 感情項目の因子構造 

 因子１ 因子２ 因子３ 共通性 
うれしい .85 -.03 -.12 .79 
快い .71 -.03 -.13 .56 
暖かい .89 .04 -.04 .75 
幸福な .83 -.06 -.08 .78 
感謝の気持ち .73 -.10 .15 .63 
相手への尊敬の気持ち .69 .05 .32 .51 
相手にわるいなという気持ち .12 -.21 .59 .34 
こころ苦しい -.10 .10 .62 .48 
恩ができた感じ .05 -.01 .86 .74 
かりができた感じ -.06 .07 .77 .65 
恥ずかしい .03 .45 .36 .43 
迷惑な気持ち(自分にとって) -.11 .82 .02 .81 
不愉快な感じ .00 .96 -.12 .85 
ゆううつ -.04 .88 .00 .82 
わずらわしい -.03 .89 .00 .82 
固有値 5.81 5.95 2.90 10.07 
主因子の後Kaiser の正規化を伴うプロマックス法による斜交回転を行った。 
表5-2プロマックス回転後の因子間相関 
 因子１ 因子２ 因子３ 

因子１ 
因子２ 
因子３ 

1.00 
-.70 
-.09 

 
1.00 
.36 

 
 

1.00 

表8 感謝心、援助行為の望ましさ、向社会的動機の高揚、社会的外向性の間の相関 
 肯定的感

情 
負 債 感

情 
否定的感

情 
援助行為

の望まし

さ 

向社会的動

機の高揚 

社会的外向性 .37** .02 -.34** .30** .48** 
肯定的感情  .25* -.66** .62** .66** 
負債感情   .15 .06 .23* 
否定的感情    -.54** -.54** 
援助行為の望ましさ     .58** 
*p < .01. **p < .001.   

 
 


