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原著

新入生の不確実性減少動機が大学生活の初期適応に与える影響
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新入生の不確実性減少動機が入学直後の適応感に与える影響について検討した。研究 1 では，未知
状況において積極的に対人行動を行う程度を測定する，“新参者の不確実性減少動機尺度”（SMURF ;
Scale of Motivation of Uncertainty Reduction for a Freshman）を作成した。研究 2 では，SMURF の
活動意欲に基づく促進因子と対人不安に基づく抑制因子がどのような状況における不安特性と関連し
ているのかについて確認した。研究 3 では新入生を対象に，不確実性減少動機を中心概念とする，“大
学生活の初期適応に関する仮説モデル”について検証を行った。その結果，モデルはほぼ支持された。
また，新入生を不確実性減少動機の高さから 3 群に分け，各群の大学適応度の違いについて検討した
ところ，不確実性減少動機が低い新入生は，大学への適応感が低いことがわかった。これらの知見か
ら，不確実性減少動機が低い新入生に対するサポートの重要性が示唆された。
キーワード：不確実性減少動機，新入生，大学生活の初期適応，活動意欲，対人不安

問

が叫ばれる現在，学業に取り組まない学生を不適応と

題

すると，多くの学生が不適応に分類されてしまう（大
久保，2004）
。一方後者の対人面については，教員との

大学生活の初期適応と未知状況
近年，授業についていけなかったり不登校に陥るな

コミュニケーションが学習意欲に影響を与え，また友

ど，大学適応が困難な学生が増加している(谷島，2005;

人とのコミュニケーションが大学生活の充実感に影響

田中・菅，2009）。梅本（1992）は，高校から大学への

を与えることがわかっている（見舘・永井・北澤・上

移行と，小学校から中学校への移行などの他の学校場

野，2008）
。このことから，対人関係は大学生活のみな

面の移行の違いとして，親元を離れることによる環境

らず学業にも重要な影響を与えていることがわかる。

の変化や，学校場面での共通の知人の少なさを挙げて

本研究ではこの大学適応における対人関係に着目す

いる。また，大学で学ぶ領域は高校までよりも多様で

る。

ある。カリキュラムの自由度も高く，一般的に所属学

関係の初期分化説（Berg & Clark，1986）によれば，

級はないため，学びに対する自主性が求められる。こ

関係の初期に形成された印象が以後の対人関係を決定

のような高校までと比べてさまざまな面で異なる大学

する。本邦においても関係の初期分化説を支持する結

特有のシステムが，大学適応を困難にしている一因で

果が報告されている（山中，1994；中村，1991）
。した

あると考えられる。

がって，大学内で良好な対人関係を作るうえで，入学

大学適応は学業面と対人面に大別することができる

直後は重要な時期であることがわかる。

（広沢，2007）。学業面は当然大学適応において必須の

しかしながら新入生の大学生活は，対人関係を含め

条件である。しかしながら，大学生の学習意欲の低下

て全てが未知の状態から始まる。未知状況は対人関係
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安とソーシャル・スキルには負の関連性が指摘されて

係の構築に立ちはだかる大きな壁でもある。そのた

いる（相川・藤田・田中，2007）
。ただし，笹川・城月

め，新入生が未知の状況にどのように適応していくか

（2010）の初対面の人物同士を対象とした会話実験で

が，大学での人間関係を構築するうえで大きな意味を

は，ソーシャル・スキルと対人不安に関連はなかった

もつことになる。

としている。これは，対人不安が他者に特定の印象を

未知状況における対人行動の積極性

与えたいと思った時に生じる（Leary，1983）ためと考

不確実性減少理論（uncertainty reduction theory ;

えられる。すなわち，持続的な対人関係が見込めない

Berger & Calabrese，1975）によれば，人は未知の他

実験場面では，印象呈示の動機づけが低いため，ソー

者と出会った場合，その他者に対する不確実性を減少

シャル・スキルの影響が生じなかったということであ

させ，予測可能性を増加させるように動機づけられる。

る。持続的な関係が予測される入学時の初対面の他者

このような動機の高さは未知状況における対人行動に

との相互作用，すなわち未知状況における相互作用で

促進的に作用する。この未知状況における対人行動の

は，ソーシャル・スキルの不足が対人不安を生じさせ

積極性の規定因として，親和動機が挙げられる。親和

るはずである。

動機の高い人は対象の人物と親しくなりたいという意

大学生活の初期適応の仮説モデル

欲が高く，積極的に他者と関わろうとすると考えられ

全てが未知の状態である大学生活の初期では，不確

る。また，親しくなりたいと望んでも，社会性に関わ

実性を減少させる動機が高い新入生の方がより適応的

るソーシャル・スキルや直接的コミュニケーションに

であると考えられる。しかしながら，このような不確

関わるコミュニケーション・スキルといった能力（藤

実性を減少させようとする動機を測定する尺度は見当

本・大坊，2007）がなければ，良好な対人関係をうま

たらない。そこで不確実性減少動機尺度を作成したう

く構築することはできない。逆にこれらのスキルが高

えで，新入生の不確実性減少動機と大学生活の初期適

い人は，円滑な対人関係を築くために適切な行動をと

応との関連性について明らかにする。不確実性減少動

ることができる。以上，未知状況における対人行動を

機については，前述のとおり，未知状況における対人

促す意欲には，
「人と関わりたい・関わりたくない」と

行動への意欲のようなアクセルとして作用する促進的

いう対人志向性と，
「人とうまくやっていける・いけな

な因子と，対人不安のようなブレーキとして作用する

い」という対人能力が関係していると考えられる。

抑制的な因子が想定される。

見知らぬ人物との相互作用に強い不安があれば，未

想定される各要因間の関連性は Figure 1 のモデル

知の状況において積極的に他者と関わることを躊躇す

にあらわすことができる。不確実性減少を促進する因

るであろう。このような不安は未知状況における対人

子には個人特性である親和動機，コミュニケーショ

行動に抑制的に作用し，対人関係に負の影響を与える

ン・スキルおよびソーシャル・スキルが正の関連性を

であろう。Freeman & DiTomaso（2002）は脅威に対

示すであろう。逆に，不確実性減少を抑制する因子に

する対処能力の不足が不安障害を発現させると指摘し

はソーシャル・スキルが負の関連性を示すであろう。

ている。したがって，未知状況における対人不安には

そしてこれらの因子と大学生活の初期適応の関連性に

他者と円滑にかかわる能力であるソーシャル・スキル

ついては，促進因子は正の，抑制因子は負の関連性を

の不足がかかわっていると考えられる。実際に対人不

それぞれ大学適応に対して示すであろう。このモデル

親和動機

不確実性減少動機の促進

大学生活への初期適応

コミュニケーション・スキル

不確実性減少動機の抑制

ソーシャル・スキル

note 実線は正の影響関係,破線は負の影響関係を表す。

Figure 1

大学生活の初期適応に関する仮説モデル
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Table 1 SMURF の因子分析結果

を大学適応の初期プロセスに関する概念的な仮説モデ

はまる」（7）までの 7 件法で回答を求めるものであっ

ルとし，その検証を通して不確実性減少動機が大学生

た。

活の初期適応に及ぼす影響について検討する。

調査参加者

研究 1

調査参加者は男性 31 名（平均年齢は 20.97 歳，SD

不確実性減少動機尺度の作成

＝2.42）
，女性 44 名（平均年齢は 20.52 歳，SD＝0.92）

新入生の大学生活の初期適応を左右すると考えられ

であった。

る不確実性減少動機を測定するための尺度を作成す

結 果 と 考 察

る。その際，不確実性減少動機を構成する因子として
不確実性減少動機の促進的な因子と抑制的な因子の 2
因子が想定される。

方

2 因子を指定したうえで，最尤法，プロマックス回
転による因子分析を行った。はじめに因子負荷量が
.40 以下を削除基準とし，該当する項目がなくなった

法

後は，複数の因子に .30 以上の因子負荷量があること
を削除基準として分析を繰り返し，基準を満たす項目

調査項目の収集
大学生 3 年生と 4 年生およびその両親に自由記述に

がなくなった時点で終了した。その結果，2 因子 13 項

よる回答を求めた。大学生だけではなく両親にも回答

目が抽出された（Table 1）
。第 1 因子は，
「その場にい

を求めたのは，大学生活に限らない一般的な項目を集

ることを嫌だと思う」，「気まずさを感じる」など不確

めるためであった。

実性減少動機を抑制するような項目からなるため，“抑

本研究は多くの他者との相互作用場面に焦点を当て

制因子”と命名した。第 2 因子は「どうすればうまく

ているため，回答の際に集団内での相互作用を想起さ

やれるだろうかと考える」，
「できるだけ協力的になる」

せる必要がある。そこで「あなたが知らない人たちの

など，不確実性減少動機を促進するような項目からな

中で何かをしなければならないとき，どのようなこと

るため“促進因子”と命名した。これらは想定していた

を考えたり，感じたりしますか」という質問に対し，

因子と対応するものであった。

自由記述による回答を求めた。重複するものや，回答

各因子の基本統計量を求めたところ，抑制因子は平

として適当でないものを除いた結果，59 項目が得られ

均が 4.85 とやや高く，促進因子は 5.50 とかなり高

た。

かった。両因子の相関関係は r＝.231 であった。ま

調査手続

た，内的整合性を確認するためにクロンバックのα係

大学生を対象に調査を行った。質問紙は一斉に配布

数を算出したところ，抑制因子がα＝.879，促進因子

し，その場で回収した。質問紙は自由記述により収集

がα＝.747 と十分な値を示した。そこで研究 2 およ

した 59 項目について，自由記述と同様の教示文を与

び 3 で は，こ の 新 参 者 の 不 確 実 性 減 少 動 機 尺 度

え，
「まったく当てはまらない」
（1）から「かなり当て

（SMURF；Scale of Motivation of Uncertainty Reduc-
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Table 2 SMURF と状況別対人不安の相関関係

状況別対人不安
発表・発言
不安
.744**
抑制因子
SMURF
.122aa
促進因子

親しくはない
相手不安
.658**
.219*a
+ p<.10,

会話のない
不安
.611**
.298**

*p<.05, **p<.01

tion for a Freshman）を用いて新入生の不確実性減少

発言不安との間に強い正の（r＝.744，p＜.05）
，親し

動機について測定を行うことにした。

くはない相手不安との間に強い正の（r＝.658，p ＜

研究 2

.05）
，会話がない不安との間に強い正の(r＝.611，p＜

不確実性減少動機が生じる状況

.05)相関関係がみられた。

研究 2 ではどのような状況が不確実性の減少に必要

未知状況は親しくない相手と相互作用を行う必要の

となるのかについて検討する。不確実性減少の抑制に

ある状況である。したがって，親しくない相手に対し

は対人不安が関わっていると想定される。また促進に

て不安を感じやすいという結果は，SMURF の抑制因

負の関連性を持つ概念として対人不安を捉えることも

子の基準関連妥当性を示すものである。また，発表や

できる。そこで状況別対人不安特性をとりあげ，不確

発言することに対して不安を感じる人は，不確実性減

実性減少動機との関連について検討する。

少が抑制されることがわかった。これは積極的な相互

方

作用が求められる未知状況において，他者に対する発

法

表や発言に不安を感じることは，円滑なコミュニケー
ションを抑制するためと考えられる。さらに，会話を

調査手続
大学生を対象に調査を行った。質問紙は一斉に配布

することが不安な人は不確実性の減少につながる対人

し，その場で回収した。

行動を避けることがわかった。これは不確実性を減少

使用尺度

させるために他者とのコミュニケーションが不可欠で

研究 1 で作成した SMURF および毛利・丹野（2000）

あるためと考えられる。
一方，不確実性減少動機の促進因子については状況

の状況別不安尺度を使用した。この尺度は，対人不安
が生じる状況として“異性不安”，“目上の人に対する不

別対人不安尺度のいずれの因子とも関連性を示さな

安”，“発表・発言不安”，“親しくはない相手不安”，“会

かった。これは不確実性を積極的に減少させようとす

話がない不安”の 5 つを挙げている。そのうち本研究

る意欲は対人不安とは関係のない要因であるためと考

では尺度の内容を考慮し，“発表・発言不安”，“親しく

えられる。

はない相手不安”，“会話がない不安”，の 3 因子を用い

研究 3

た。
調査参加者
男性 22 名（平均年齢 19.48 歳，SD＝0.65），女性 67
名（平均年齢 19.65 歳，SD＝2.64）が調査に参加した。

不確実性減少動機に注目した大学生活
の初期適応モデル

不確実性減少動機を中心概念に，関連する個人特性
を含めた大学生活の初期適応に関するモデルについて
の検証を行う。本研究の仮説となる概念モデルを元

結 果 と 考 察

に，具体的な因子レベルのモデルについて，パス解析

はじめに，SMURF の 2 因子の間の相関関係を検討

によって探索的に検討を行う。その後，モデルの適合

したところ r＝.094 とほぼ無相関であった。次に，ク

度を共分散構造分析によって確認する。モデルの検証

ロンバックのα係数の検討を行ったところ，促進因子

に続いて，分散分析によって新入生の不確実性減少動

のα係数が .744，抑制因子のα係数が .914 であった。

機と大学生活の初期適応との詳細な関係を検討する。

したがって研究 1 の結果と大きく変わらないことにな

方

る。
SMURF の各因子と，状況別対人不安尺度の 2 因子

法

調査参加者

との関連を検討した結果（Table 2），対人不安と発表・
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わたっており，両方の調査に回答があったもののみ

応感尺度（全 30 項目，7 件法）に対する回答を求めた。

データとして用いた。その結果，有効回答数は男性 39

この尺度は“居心地のよさの感覚”，“課題・目的の存在”，

名（平均年齢 18.08 歳，SD＝0.35）女性 61 名（平均年

“被信頼・受容感”，“劣等感のなさ”の 4 因子から構成さ

齢 18.15 歳，SD＝1.15）であった。

れている。

調査手続

結

まず，入学前の 4 月 1 日に行われた，入学後のスケ
ジュールの説明および履修登録を目的とした新入生の

分析 1

オリエンテーションの際に，個人特性に関する調査を

パスモデルの作成と共分散構造分析
による検討

行った。入学 1 週間後に，同一の調査参加者に対して，
大学適応がどの程度進んでいるかを調査するために大

果

パス解析によるモデルの探索的分析

学適応に関する調査を行った。

仮説モデル（Figure 1）にしたがい，説明変数と目的

使用尺度

変数を設定しパス解析を行った（Figure 2）
。その際，
不確実性減少動機を測定す

SMURF と大学適応について，抑制因子は課題や目的

る尺度として SMURF を用いた。また，親和動機を測

個人特性に関する尺度

の有無と関連しないと考えられるため，抑制因子と“課

定する尺度として岡島（1988）の親和動機測定尺度（全

題・目的の存在”の間にパスを仮定しなかった。また，

26 項目，5 件法）を用いた。この尺度は“ポジティブな

不確実性減少の促進は劣等感と関連性がないと考えら

刺激”，“情緒的刺激”，“社会的比較”，“注目”の 4 因子で

れるため，促進因子と“劣等感のなさ”との間にパスを

構成されている。コミュニケーション・スキルを測定

仮定しなかった。

す る 尺 度 に つ い て は，藤 本・大 坊（2007）の EN-

それぞれのパスについて，ステップワイズ法を用い

DCOREs（全 24 項目，7 件法）を用いた。この尺度は

て重回帰分析を行った。その結果，関連する個人特性

“自己統制”，“表現力”，“解読力”，“自己主張”，“他者受

から不確実性減少動機へのパスでは，ENDCOREs の

容”，“関係調整”の 6 因子で構成されている。また，

自己主張（β＝.253，p＜.01）
，および関係調整が促進

ソーシャル・スキルを測定する尺度は，菊池（1988）

因子に正の標準回帰係数を示した（β＝.373，p＜.01；

の KiSS-18（全 18 項目，5 件法）を用いた。この尺度

R2＝.258，F(2，97)＝18.20，p＜.01)。親和動機測定

は単一構造である。

尺度についてはポジティブな刺激が正の標準回帰係数

大学適応に関する尺度

大久保（2005）の青年用適

を（β＝.424，p＜.01）
，社会的比較が有意傾向ながら

大学適応

不確実性減少動機

親和動機

課題・目的の存在

ポジティブな刺激
.424**

.271**

**R2=.244

社会的比較

コミュニケーション・スキル
自己主張

.176+
**R2=.258
.253**

促進因子

*R2=.055

.254*

居心地のよさの感覚

.251*

**R2=.084

*R2=.051
.373**
*R2=.053
-.246*

.306**

関係調整
抑制因子
ソーシャル・スキル

**R2=.064

-.596**

被信頼・受容感

-.318**
-.440**

**R2=.349

**R2=.092

劣等感のなさ
**R2=.185

KiSS-18
＋p

< .10 *p < .05 **p < .01

note 実線は正の影響関係,破線は負の影響関係を表す。

Figure 2

大学生活の初期適応のパスモデル
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正の標準回帰係数を（β＝.176，p＜.10）それぞれ示
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心理的に充足している点で，概念的に接近している。

した(R ＝.244，F(2，97)＝16.95，p＜.01)。KiSS-18

そこで“居心地のよさの感覚”と“被信頼・受容感”の 2

は促進因子に正の標準回帰係数を（β＝.306，p＜.01；

つの観測変数間に新たに“心理的充足”という潜在変数

R2＝.084，F(1，98)＝10.11，p＜.01)，抑制因子に負

を設けた。パスモデルを元に潜在変数を仮定し，
また，

2

の標準回帰係数を（β＝−.596，p＜.01；R ＝.349，

説明変数間に相関関係を仮定した修正モデルについ

F(1，98)＝54.00，p＜.01)それぞれ示した。

て，共分散構造分析を行った（Figure 3）
。その結果，

不確実性減少動機から大学適応へのパスについて

適合度指標は GFI＝.922，AGFI＝.845，CFI＝.944，

は，促進因子が“課題・目的の存在”（β＝.271，p＜.01；

RMSEA＝.069 と AGFI がやや低いものの総合的に

R2＝.064，F(1，98)＝7.78，p＜.01)，“居心地のよさ

高い適合度が確認された。

2

の感覚”（β＝.254，p＜.05；R ＝.055，F(1，98)＝

分析 2

6.80，p＜.05)，”被信頼・受容感”（β＝.251，p＜.05；
R2＝.053，F(1，98)＝6.58，p＜.05)に正の標準回帰

不確実性減少動機と大学生活
の初期適応の分散分析

係数を示した。抑制因子は，“居心地のよさの感覚”（β

未知状況における対人行動の意欲をあらわす促進因

＝− .246，p＜.05；R2＝.051，F(1，98)＝6.31，p＜

子と，対人行動を抑制する抑制因子の差を不確実性減

.05)，“被信頼・受容感”を(β＝−.318，p＜.01；R2＝

少動機として扱い，平均値±0.5SD（平均 0.83，SD＝

.092，F(1，98)＝11.03，p＜.01)，“劣等感のなさ”に

1.44）
，を基準に高群（30 人；平均 2.49，SD＝0.84）
・

（β＝− .440，p＜.01；R2＝.185，F(1，98)＝23.47，

中群（43 人；平均 0.86，SD＝0.40）
・低群（27 人；平

p＜.01)にそれぞれ負の標準回帰係数を示した。以上，

均−0.89，SD＝0.81）に分けた。そしてこれら 3 群の

パス解析によって因子レベルの関連性を表すモデルが

大学適応度の違いを分散分析によって検討した。
各群を独立変数，大学適応を従属変数とする 1 要因

明らかとなった（Figure 2）。
共分散構造分析によるモデルの確証的分析

被験者間分散分析を行った結果，居心地のよさに有意

次に，
パスモデルの適合度の確認を行った。ただし，

差 が 見 ら れ た（F (2,97)＝3.68，p＜.05）
。そ こ で

促進因子から“居心地のよさの感覚”および“被信頼・受

Tukey の HSD 検定（5％水準，以下同様）による多重

容感”までのパスの標準偏回帰係数がそれぞれ .254 と

比較を行ったところ，他の 2 群に比べ高群の方が居心

.251，抑制因子から“居心地のよさの感覚”および“被信

地のよさを感じていることがわかった。被信頼・受容

頼・受容感”までのパスの標準回帰係数がそれぞれ−

感においても各群に有意差が見られた（F(2,97)＝

.246 と−.318 と，どちらのパスもほぼ同じ値を示し

4.07，p＜.05）
。そこで Tukey の HSD 検定による多

た。また“居心地のよさの感覚”と“被信頼・受容感”は

重比較の結果，低群に比べて高群の方が信頼感や受容

大学適応

不確実性減少動機

親和動機

課題・目的の存在

ポジティブな刺激
.272**

社会的比較

.167+

コミュニケーション・スキル
自己主張

.271**

.179+

促進因子
.290*

**R2=.387

.288**

心
理
的
充
足

居心地のよさの感覚
.728**
**R2=.530
.835**

被信頼・受容感

-.344**

-.003

R2=.239

関係調整
抑制因子
ソーシャル・スキル

**R2=.074

-.596**

**R2=.697
-.440**

劣等感のなさ

**R2=.355

**R2=.193

KiSS-18

p < .10 *p < .05 **p < .01

＋

GFI=.922，AGFI=.845, CFI=.944, RMSEA=.069

Figure 3

note 実線は正の影響関係,破線は負の影響関係を表す。また，誤差は省略した。

大学生活の初期適応に関するモデルの共分散構造分析
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感が高かった。さらに劣等感のなさにおいても，各群

たすことを意味している。一方で抑制因子は心理的充

に 有 意 差 が 見 ら れ た（F (2,97)＝9.70，p＜.01）。

足と劣等感のなさに負の影響を与えていた。この結果

Tukey の HSD 検定による多重比較によって，低群や

は，未知状況下で不安を抱きやすい人は，大学生活の

中群に比べて高群は劣等感を感じていないことがわ

スタートにおいて周りに対して劣等感を抱き，また居

かった。課題・目的の存在については，各群の有意差

場所を見つけられないということを示している。この

は見られなかった（F(2,97)＝1.90，n.s.）。

ように SMURF の抑制因子は促進因子とは逆に心理

考

的な満足感を阻害し，大学適応に抑制的にはたらくこ

察

とが明らかとなった。分散分析の結果でも，不確実性
減少動機が低い人は，大学適応がうまくいかないこと

不確実性減少動機の規定因
コミュニケーション・スキルの関係調整や弱いなが

が確認された。また，大学生活において課題や目的が

らも自己主張が，SMURF の促進因子に正の影響を与

存在しているかどうかについては各群で差はなかっ

えていた。これは，自他あるいは他者間の調和をはか

た。これは入学直後であったため，実際の授業がまだ

り，大勢の中で自己主張できることが，未知状況にお

つかめておらず差がみられなかったと考えられる。

いて不確実性を減少させる上で重要であることを意味

総

している。一方でソーシャル・スキルの影響はみられ

合

考

察

なかった。これは情報の取得が必須となる未知状況に

不確実性減少動機を持っていないと，大学入学直後

おいて，社会的に望ましい行動をとることができる

の適応が難しいことが本研究によって明らかとなっ

ソーシャル・スキルよりも，直接的相互作用に関する

た。未知の状況に対応できないことで，それ以後継続

コミュニケーション・スキルが重要であるためと考え

していく対人関係をうまく構築することができず，そ

られる。

れが対人面における不満を引き起こし，不登校や大学

親和動機については，ポジティブな刺激や弱いなが

中退につながっていく。しかしながら，不確実性減少

らも社会的比較が SMURF の促進因子に正の影響を

動機は対人志向性やスキルといった個人の要因が大き

与えていた。ポジティブな刺激は他者と一緒に楽しも

くかかわっている。そのため，不確実性減少動機自体

うとする欲求であり，概念的に親和動機の中心的な因

を向上させることは難しい。したがって，このような

子である。これは当初予測していた，
「親和動機が高

未知状況で適応するのが苦手な学生が，良好な大学生

い者は不確実性減少の促進に影響を与える」という仮

活の初期において対人関係を構築するために，入学直

説を支持する結果である。また，自己評価の基準とな

後に交流の場を提供するなど，対人関係を円滑に形成

る他者を求める社会的比較が促進因子に影響を与えて

することができるシステムやサポートの提供が必要不

いたことから，他者に対する競争意識が不確実性減少

可欠である。近年，初年次教育の重要性が指摘されて

の促進することがわかる。

いる（太田，2010）
。大学新入生に入学直後のオリエン

以上，不確実性減少の意欲の高さを規定する要因は，
他者との親和的な関係を構築しようとする対人志向性

テーションなどで，関係作りの機会を与えることが，
初年次教育の第一歩として重要であるといえよう。

と，未知状況においても他者との関係を調整したり，

謝

自分をしっかり主張したりすることができるコミュニ
ケーション・スキルであるということが明らかとなっ
た。

辞

論文作成にあたり，多くのご助力をいただいた久留
米大学の竹田七恵さんと片岡祥さんに感謝の意を申し

また不確実性減少の抑制についてはソーシャル・ス

上げます。

キルが対人不安に負の影響を与えていたが，これは，

引

「ソーシャル・スキルの不足が不確実性減少の抑制に
影響を与える」という，仮説を支持するものである。
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新入生の不確実性減少動機が大学生活の初期適応に与える影響

Influence of new students' motivation for uncertainty reduction on their initial adaptation to
university life
TETSUYUKI HIRAYAMA (Kurume University)
MANABU FUJIMOTO (Kurume University)
Abstract
What was examined was how new students' motivation for uncertainty reduction would influence initial
subjective adjustment to university life. In research 1, the Scale of Motivation of Uncertainty Reduction for a
Freshman, SMURF, was developed to measure the level of subjects' proactive interpersonal behavior in unfamiliar
situations. In research 2, verification was made as to under which situation the trait anxiety was related to the
SMURF's facilitation factor under work motivation and inhibition factor underinterpersonal anxiety. In research 3, in
order to verify “the hypothetic model of initial adaptation to university life” whose core concept is motivation for
uncertainty reduction, a survey was conducted on new students who have just entered a university. As a result, the
model was supported for the most part. Moreover, the new students were divided into 3 groups according to their
level of motivation for uncertainty reduction, and the differences of each group's university adaptation were
examined. It was clarified that new students with a low motivation for uncertainty reduction have low subjective
adjustment to university life. These resultssuggestedthe importance of providing support to new students with a
low motivation for uncertainty reduction.
Key words : motivation foruncertainty reduction, new student, initial adaptation to university life, work motivation,
social anxiety

― 94 ―

