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セルフコントロールの水準と変動の大きさが
大学生活への適応感に及ぼす影響
野

｜コ大貴'） ・園田直子2）

要約

本研究では，学生の能力やパーソナリティの多様化にともない，増加が問題視されている大学生の不適
応に深く関わっていると考えられる概念としてセルフコントロールに注目した。さらに，セルフコント
ロールを気質的側面と能力的側面に区別し，能力的側面については従来の研究で用いられている水準に加
え，一定期間内の変動の大きさも指標として用いた。そして， これら各側面の関連を明らかにするととも
に，大学生活への適応感に対してセルフコントロールがどのように影響しているか明らかにすることを目
的として縦断的に質問紙調査を行った。その結果，改良型セルフコントロールの水準・変動の大きさ，調
整型セルフコントロールの水準がBASの影響を受けていることが明らかになった。さらに，学習面での適
応感については調整型セルフコントロール， 日常生活の規則性に関する適応感については改良型セルフコ
ントロールの水準と変動の大きさの交互作用がそれぞれ有意であった。また，セルフコントロール低群に
おいて変動の大きさの効果が有意であり，セルフコントロール低群において変動の大きさが水準の効果を
補うことが示唆された。
キーワード：セルフコントロール, BIS/BAS,水準，変動の大きさ，大学生活適応

(figurel)というアンバランスがたびたび指摘されて
おり，長谷川（2013）は2000年代中頃より大学受験環

問題・目的

文部科学省の学校基本調査（2017）によると日本の

境において大学優位の状況から受験者優位の状況へと

18歳人口は昭和41年の249万人をピークに，昭和54年

変化し，選り好みしなければ誰もが大学へ進学するこ

には156万人まで減少を経て，平成4年ごろにかけ上

とが可能となる大学全入時代が到来したとしている。

昇に転じ205万人を記録するが，平成29年現在の日本
の18歳人口は約120万人と長期的な減少の一途をた

を確保するため大学側は学力以外の面での学生評価を

どっているが，高等学校卒業者の大学進学率は54.8％

取り入れるなど入試方法を多様化させ対応している。

こうした大学と受験者の関係の変化に伴い，学生数

と過半数を超え過去最高を記録している。高等学校を

このような取り組みを受け，大学への入学のハードル

卒業した生徒の2人に1人は4年制大学あるいは短期

が下がり社会人や留学生のみならず様々な背景を持つ

大学へ進学しており， これは大学の存在自体が大衆化

学生が高等教育を受ける機会を得られるようになった

したと同時に，大学への進学が高校生の進路において

反面，大学生の能力や学力，関心などのパーソナリ

一般的な選択肢のひとつになっていることの表れとい

ティが急速に多様化したことで大学生の幼稚化現象

えよう。また， 18歳人口が緩やかに減少しているにも

(白石， 1998）や大学生活への不適応に伴う休学や中

関わらず4年制大学の数は緩やかに増加している

途退学の増加が指摘されている(Egure2)。
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的に合わせる必要があり，その背景には外的な強制力
がない状態で自らの感情や行動を統制する機能である
セルフコントロール(Thoresen&MahonX1974上里
監訳， 1978）が深く関与していると考えられる。セル
フコントロールは，人がある行動に対する動機づけを
高め，別の行動に対する欲求を抑制しながら行動を活
性化させる一連の過程（寺田・浦， 2013）を指し，長
期的に大きな価値を持つ目標追及とその達成を妨げる
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能である。近年のセルフコントロール研究の中には

figurel. 日本における18歳人口と4年制大学数の推移

Gray(1970,1982,1987)の『気質モデル」やGrayの

（出典）文部科学省「学校基本調査」より作成

モデルの影響を大きく受け構築されているClomnger,

Svrakic,&Przybeck(1993)の『生物一心理モデル理
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的側面と遮伝的規定性が低く成人期に成熟する能力的
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側面の2つの側面に区別することで，神経生物的視点

7654
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と心理学的視点の両方の側面から検討したものが増加

■

45577
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している（原田・吉澤・吉田， 2008,2009；尾崎・後
一中途退学者

藤・小林・沓澤, 2016)。

一■一休学者

セルフコントロールの気質的側面としてGray(1970,
平成19年度

1982,1987）によるBIS/BASがある。BIS/BASとは人

平成24年度

間の行動は，受動的な回避をつかさどるBehavioral

figure2・休学・中途退学者数の推移

InhibitionSystem(行動抑制系:BIS)と能動的な接近
をつかさどるBehavioralActivationSystem(行動賦活

括弧内は全学生における割合

(出典）文部科学省（2014）「学生の中途退学や休学等の状況につ

系;BAS)の2つの動機づけシステムの競合によって

いて」より作成

制御されているとする理論である。BISは罰の信号や
欲求不満が生じるような無報酬の信号を受け活性化す

白石（1998）が指摘している「幼稚化した大学生」
や大学生活への不適応について，山田（2006）は大学

る動機づけシステムであり，潜在的な脅威刺激に対し

生がもはや「自主的に学ぶ自立した存在」とは言えな

て注意を喚起し，行動を抑制するように作用すること

い未成熟性を示すことが多いと指摘している。また，

で，罰の条件刺激に対する受動的回避や無報酬の信号

谷島（2005）は学力不足や学習態度・学習習慣が身に

に対し消去を生起させる機能であり,BASは報酬の呈

ついておらず学力面での適応が困難な学生，心理的に

示や罰からの解放によって活性化する動機づけシステ

未熟なまま大学に入学し人間関係や社会生活に適応で

ムで目標の達成に向けて行動を始発する機能である

きていない学生の存在を指摘している。佐々木

(高橋・山形・木島・繁桝・大野・安藤， 2007)。

(2009）は大学生が高校までと異なり、生活習慣の規

セルフコントロールの能力的側面について，尾崎他

則性に関して意識を払う機会が少ないと指摘したうえ

(2016）は長期的／抽象的／社会的な価値において比

で，大学生の睡眠や食事といった生活習慣の悪化が精

較的望ましい目標を追求し，比較的望ましくない目標

神的健康度を低下させ，休学や中途退学といった大学

追及を抑制することと定義し，個人のセルフコント

生活への不適応を助長することを明らかにしている。

ロール能力は遺伝的素因に直接的に規定されるのでは

これら数多くの研究は大学生活への不適応につながる

なく，加齢による社会的責任と自制経験蓄積を受け向

問題は学力面だけではなく人間関係や日常生活の問題

上することを指摘している。現代社会における社会問

まで幅広く存在していることを意味している。

題や犯罪などはその多くの共通原因としてセルフコン

適応的に大学生活を送るためには，高校時代までと

トロール能力の低さに起因すると考えられている（藤

異なり4年間という比較的長期間継続して，学習面や
￨ﾖ常生活においてその行動や習慣を周囲の状況に能動

野, 2013)。アルコール依存症や薬物依存，非行など
の逸脱行為（原田・吉澤・吉田, 2009)のような社会
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問題から，学業不振や先延ばし行動（藤田，2012)，遅

Baumeisteri2000; '1Yce,Bamneistex;Shumueli,&Muraven,

刻（金城・富元, 2015)といった学生の日常生活にお

2007)。

ける問題まで幅広く一貫して，規則や規範を守るため

また，セルフコントロールの能力的側面について

のセルフコントロール能力が欠如，あるいは低いこと

Rosenbaum(1989)は調整型セルフコントロール

が影響していることが明らかにされてきた。反対に，

(RedressiveSelfLcontrol)と改良型セルフコントロール

セルフコントロール能力が高い者は低い者に比べ一時

(RefbrmativeSelfcontrol)の2種類に分け捉えること

的な衝動を抑制でき，望ましい方向に自己を導くこと
ができ社会の中で様々なポジティブな結果を生み出せ

型SC)はストレス場面において発生する認知的情動

ることが明らかになっており，その一例としてセルフ

的反応の制御を意味しており，ストレッサーによって

コントロール能力の高い者は学業成紙がいいことが知

妨害を受けた機能の回復を求めて実行されるセルフコ

られている(TYce&Baumeiste喝1997)。

ントロールであり，不安場面での気逸らしや自己教示

を提唱した。調整型セルフコントロール（以下；調整

自己制御の主要な説明理論として自己制御の限定資

などの即時的なストレス対処に伴う抑制を主とした役

源モデルがある。自己制御の限定資源モデルとは，

割を担っている。改良型セルフコントロール（以下？

Muraven&Baumeister(2000)によって提唱された人

改良型SC) とは習慣的な行動を新しく望ましい行動

のセルフコントロールは制御資源という有限の資源に

に変容する側面を指す。将来得られうる望ましい結果

よって遂行されることを前提とするモデルである。セ

を予測し， 「今」はより困難な状況を選択するセルフコ

ルフコントロールを行う際には目標設定，モニタリン

ントロールであり，例えば禁煙やダイエットのように

グの2つの段階を経て目標志向行動が生起すると考え

短期的には満足遅延を伴うが，長期的には身体的健康

られており， この2つを適切に行うためには制御資源

につながると考えられるような目標志向行動を生起さ

が不可欠であるというモデルである(Baumeister&

せる役割を担っている。

Vbhs,2007)。限定資源モデルにおける目標設定とは，

セルフコントロールの発達過程にある大学生を対象

望ましい自己の姿や規範に基づいて周囲から求められ

とし，大学生活への適応を考慮するためには，遺伝規

る姿をイメージ，あるいは設定することである。ダイ

定性が高く変容する可能性が低い気質的側面と，成長

エットであれば理想とするスタイルや周囲からどのよ

の中で獲得され変容可能性が高い能力的側面を区別

うにみられたいかを意識して理想とする体重を設定し

し，特に後天的に獲得されると考えられるセルフコン

てはじめて，たくさんのカロリーを摂取することに対

トロールの能力的側面に注目することが重要であると

する葛藤が生じるだろう。モニタリングとは，設定し

考えられる。

た目標と現状の間にどの程度の乖離があるか， 目標ま

これまで，セルフコントロールの気質的側面につい

での達成度をモニタリングすることである。目標が設

て比較的安定的であり後天的に変化しにくいことが明

定されても現状が目標とどの程度乖離しているのかが

らかにされてきた一方で，青年期におけるセルフコン

わからなければ適切にセルフコントロールを行うこと

トロールの能力的側面は発達過渡期にあり，未成熟で

は困難になる。例えば， 目標とする体重と現在の体重

あることが知られている（尾崎他， 2016)。そして，能

が乖離していると感じなければセルフコントロールを

力的セルフコントロールの発揮に影響を及ぼす要因に

行う必要性を感じることはなく， 目標志向的行動は生

ついて制御資源(Muraven&Baumeistex;2000; 'Iiceet

起しない。逆に乖離していると正しく認知すればその

a1.,2007)や欲望とモチベーションの大きさ（金子，

乖離を減少させようと行動が生起する。制御資源と

2013)，達成動機・有能感（寺田・浦， 2013)，行為以

は，刺激によって引き起こされる反応や欲求を抑制

前の時点における長期的結果に対する感情の予期

し，

目標志向的行動を促進するための内的な処理資源

(Giner‑Somlla,2001)などさまざまなものが明らかに

を指し，しばしば筋肉に例えられる。また，注意資源な
どと同様に有限であるものの注意責源と異なり消耗し

の要因の影響を受けできたり，できなかったりと変化

されてきた。個人のセルフコントロールはこれら多く

た場合，回復するまでに一定の時間を要するとされて

していると考えられる。そして，セルフコントロール

いる。セルフコントロールにより制御資源が枯渇する

が出来る時と出来ない時の変動の大きさにも個人差が

と，次のセルフコントロールを要するシチュエーショ

あり，その変動の大きさはセルフコントロール能力の

ンにおいて制御能力が低下し，セルフコントロールが

｢ムラ」であるために水準の効果を低下させたり，ある

失敗しやすくなると考えられている(Muraven&

いは状況によっては高めるといった影響を及ぼしてい
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る可能性がある。また，従来の研究で用いられてきた

変だった」の4件法で回答を求めた。さらに，

水準の視点に加え，変動の個人差の視点を加えセルフ

度我慢や努力することが出来たかを「全くできなかっ

どの程

コントロールの能力的側面を捉えることで学生生活に

た」から「よくできた」の4件法で回答を求めた。こ

対する不適応を起こしていると考えられる学生のセル

の項目は1週間のセルフコントロールについての想起

フコントロールを後天的に高めるための新たな知見を

を促すために設定したため分析には使用しない。

得ることが出来るのではないかと考える。

3． Redressive‑ReformativeSelf‑ControIScale(杉

そこで本研究では，一定期間内の変動を仮定するセ

若， 1995）

ルフコントロールの能力的側面を1度の質問紙で測定

セルフコントロールの能力的側面の個人差を測定す

1週間おきに6週間に渡って測定す

るための尺度として杉若（1995）によって作成された

るという方法を用いて，セルフコントロールの気質的

Redressive‑RefOrmativeSelfControlScale(以下:RRS)

側面が水準と変動の大きさから捉えるセルフコント

を使用した。RefbrmativeSelfControl(改良型セルフコ

するのではなく，

ロールの能力的側面に及ぼす影響を明らかにすると同

ントロール，以下：改良型SC),RedressiveSelf

時に，

これらセルフコントロールが大学生活への適応

Control (調整型セルフコントロール，以下：調整型

感に及ぼす影響を明らかにすることを目的する。その

SC)というセルフコントロールの2因子を用いた。質

ため，分析1でセルフコントロールを変容可能性の低

問項目は改良型SCが8項目，調整型SCは5項目の計

い気質的側面と変容可能性の高い能力的側面に区別

13項目からなり， 「まさにあてはまる」から「まった

し，能力的セルフコントロールの土台として機能して

くあてはまらない」までの6件法で回答を求めた。

いると考えられているセルフコントロールの気質的側

4.BIS/BAS尺度日本語版（高橋他, 2007)

面が能力的側面の水準，変動の大きさにどのように影

セルフコントロールの気質的側面の個人差を測定す

響を及ぼしているかを明らかにする。さらに，分析2

るための尺度として高橘他（2007）によって作成され

でセルフコントロールの気質的側面の水準，能力的側

たBIS/BAS尺度日本語版を使用した。BISが1因子7

面の水準及び変動の大きさが大学生活への適応感にど

項目,BAS駆動(Drive)因子が4項目, BAS報酬反

のように影響を及ぼしているか明らかにする。

応性(Rewa'dResponsiveness)因子が5項目,BAS刺

激探求(FimSeeking)因子が4項目の計20項目からな
方

り， 「あてはまる」から「あてはまらない」までの4件

法

法で回答を求めた。
5．大学生活の適応感尺度(松原・宮崎・三宅，2006）

調査参加者

大学生118名（男性48名，女性70名，平均年齢19.3歳

大学生を対象とした学生活への適応感を測定する尺

±1.41歳）を対象に質問紙調査を実施し，実施した6

度として松原・宮崎・三宅（2006）によって作成され

度の調査のうち1週目と6週目を含めて半分を超える

た大学生活の適応感尺度を使用した。学業のつまづき

4回以上質問紙に回答していた57名（男性16名，女性

因子の6項目，大学への不本意感因子の5項目，不規

41名，平均年齢19.1歳±1.45）を分析対象とした。

則な日常生活因子の6項目，大学生活への充実感の乏
しさ因子の6項目， 自分への自信のなさ因子の7項目

質問紙構成

の計30項目について「かなりあてはまる」から「全く

1．基本情報

あてはまらない」までの5件法で回答を求めた。

学年，年齢，性別，携帯電話の下4桁，誕生日につ
いて回答を求めた。
2．

手続き

2016年11月から12月にかけての6週間に渡り， 1週

1週間以内に行ったセルフコントロールに関する

間に1度の合計で6度，縦断的に質問紙調査を実施し

質問

「1週間以内の出来事であなたが誘惑を我慢したう

た(tablel)。質問紙は1週目と最終週に基本情報, 1

えで，努力しなければならなかったことを思い浮かべ

週間のセルフコントロールに関する質問, RRS尺度，

てください｡」という教示を与えたうえで,思い浮かべ

BIS/BAS尺度，大学生活の適応感尺度を実施し,

た出来事の中で最も印象的なものについて1つ自由記

目から5週目は基本情報，

2週

1週間のセルフコントロー

述で回答を求め，その出来事についてどのくらい大変

ルに関する質問, RRS尺度を実施し,

だったかを「全く大変ではなかった」から「とても大

後基本情報の携帯電話の下4桁，誕生日をもとに
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tablel.実施した調査のスケジュール

質問紙構成
1週目

2週目から5週目

6週目

①基本情報
②1週間のセルフコントロールに関する質問

①基本情報

①基本情報

②1週間のセルフコントロールに関する質問

③Redressive‑RehrmativeSelfControlScale
④BIS/BAS尺度日本語版

③Redressive‑RebnnativeSelfControlScale

②1週間のセルフコントロールに関する質問
③Redressive‑RefOnnativeSelfControlScale
④BIS/BAS尺度日本語版

⑤大学生活の適応感尺度

⑤大学生活の迩芯感尺度

データを対応させ，実施した6度の調査のうち1週目

る際には個人が特定される情報は一切公表しないこと

と6週目を含めて半分を超える4回以上質問紙に回答

を調査協力者に対して本研究の趣旨を文章・口頭にて

していた57名（男性16名，女性41名，平均年齢19.1歳

十分説明し，同意柵へのチェックによる同意を得た。

±1.45）を分析対象とした。
分析対象とした57名のデータについてRRSの改良

結

型SCと調整型SCそれぞれの6週間での個人内平均を
能力的セルフコントロールの水準，

6週間での個人内

果

基礎統計

標準偏差を変動の大きさの指標として定義し, BIS/

各変数の平均と標準偏差をtable2に示す。

BAS尺度日本語版のBIS因子をBIS得点,BAS駆動因

分析に用いた変数間の相関係数をtable3に示す。

子,BAS報酬反応性,BAS刺激探求因子の3因子の平

改良型SCの水準と調整型SCの水準の間に中程度の正

均値をBAS得点としてそれぞれの1度目と6度目の

の相関があった（γ＝､449, <､01)。また調整型SCは

個人内平均を気質的セルフコントロールの指標として

水準と変動の大きさの間には弱い負の相関があった

使用した。また，大学生活への適応感尺度は得点が高

(γ＝‑.263, <､05)。気質的側面のBASは，能力的側面

いほど不適応状態であると解釈をするが本研究では得

改良型SC水準との間に中程度の正の相関があり （γ

点を逆転し，得点が高いほど適応的な状態を示すもの

=.556, '<.01),変動の大きさとの間にも正の中程度

として扱った。

の相関があった（γ＝､418, <,01)。また調整型SCの

倫理的配慮

'<､05)。一方，気質的側面BISと能力的側面の間には

水準との間に弱い正の相関があった（γ＝､324,

倫理的配慮として，調査協力が任意であること，回

有意な相関はなかった。

答の可否によって個人への不利益が生じることがない
こと，回答の途中での辞退ができることを伝え，

6度

分析1

の質間紙調査ごとに同意書にチェック求め，そのうち

気質的SCが能力的SCに及ぼす影響を明らかにする

1度でも同意しないにチェックを入れたものは分析に

ために，気質的側面のBIS/BASを説明変数,能力的SC

用いないこと，回答データについては統計的に処理し

の2側面改良型SCと調整型SCについてそれぞれの水

個人が特定できない形で使用すること，研究を公表す

準と変動の大きさを目的変数とする重回帰分析を頑健

table2.基礎統計量

Ｍ釦

改良型SC水準磯裟蓬

調整型SC
水準

調整型SC
変動の大きさ

BIS

BAS

3.83

0，34

4.11

0.54

3．02

2．99

0.56

0．16

0.77

0.24

0−48

0．42

学業への

3.07

規則的な
日常生活

049

大学生活への
充実感

１
５４
−７■
２●
０

大学への
本意感

５６
９
６
句
２守０

５５
２
５
■
２ｑ０

Ｍ釦

つまづきのなさ

自分への
自信
2.98
0.42
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table3.各変数間の相関係数
2

1

3

4

5

6

1．改良型SC水準

5.BIS

.050

､131

6．BAS

.556*＊

.418*靴

7．学業のつまづきのなさ

201

.250

才

167

177

､192

.029

145

.110

-.209

‑.383掌＊

035

.053

.280＊

､125

021

=.034

11．自分への自信

.216

.021

244

.091

＊
＊

10.大学生活への充実感

＊

.119

9．規則的な日常生活

︒﹄﹃

8.大学への本意感

ヰ

‑,263＊

２３
５６
９９
０４
６
３
３
●０
・２
■０
●０
■

､151

.007

４５１４６
叩
●似
■娼
●●凸

､143

4.調整型SC変動の大きさ

一︒

3．改良型SC変動の大きさ

１２
３
９
０
０合
■

､449*率

４０
１２
４
０
２
０３

2．調整型SC水準

.: ＜､05,率奉ゆく.01

table4.セルフコントロールの能力的側面を目的変数とした重回帰分析
調整型SC

改良型SC
水準

変動の大きさ

水準

変動の大きさ

-.146

蒔帥Ｆ〃

.581*＊

BAS

‑.057

蓉一

BIS

２０
３
９
０
０句
●

β
063
408*＊

.332＊

藤

、330

107

179

、009

.306

.074

.148

‑.028

16.601*＊

2.790↑

5.778*＊

.226

（2,54）

(2,54）

(2,54）

(2,54）
↑:j＜,10,.:力<.05,..?ヵ＜､01

標準誤差による補正のもと行った(table4)。

の補正のもと行った。steplでは，統制変数として目

まず，改良型SC水準のモデルは有意であり (R2
＝.330,,<､01), BASの効果が有意であった（β
＝､581,力<､01)。また，改良型SC変動の大きさのモデ

的変数に対応する各大学生活への適応感得点の1度目

ルも有意傾向であり (R2=.107, p<・10),BASの効果

調整型SCの水準，変動の大きさの主効果を追加投入

が有意であった（β＝､332,,<､05)。調整型SC水準の
モデルは有意であり (R2=.179, '<.01), BASの効果
が有意であった(β＝.408,,<､01)。しかし,調整型SC

整型SCの水準，水準と変動の大きさの交互作用項を

の変動の大きさはモデルが有意ではなかった(R2

学業のつまづきのなさについて, step3のモデルが

の得点を投入し, step2でセルフコントロールの気質
的側面のBIS/BAS得点,能力的側面RRSの改良型SC/
し, step3では， さらにBISとBAS,改良型SCと調
追加投入した(table5)。

有意であった(R2=.324,F(11.45)=3.002,'<.01)。

=.009, "s)。

各項の効果に関しては，調整型SCの水準と変動の大
きさの交互作用項が有意傾向(B=‑.425, t(45)=

分析2

大学生活への適応感にセルフコントロールがどのよ

‑1.848,'<.10), BIS/BASの交互作用項が有意であっ

うに影響しているか明らかにするため，気質的側面の

た（β＝‑.373, t(45）＝‑2.448,,<､05)。交互作用が有

BIS/BAS,能力的SCの2側面改良型SCと調整型SC
の水準と変動の大きさを説明変数，大学生活への適応

意であったため，単純傾斜の検定を行った結果，調整
型SCの水準と変動の交互作用項について，調整型SC

感を目的変数とする階層的重回帰分析を頑健標準誤差

の水準をスライス変数に投入した結果調整型SCが
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figure3.調整型SC水準をスライス変数に投入した

figure5.BISをスライス変数に投入した単純傾斜の検定

単純傾斜の検定
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ngure6.BASをスライス変数に投入した単純傾斜の検定

figure4.調整型SC変動の大きさをスライス変数に
投入した単純傾斜の検定

低い場合，変動が大きく不安定であるほど学業へのつ

づきを感じていないことが明らかになった(5gure

まづきを感じていないことが明らかになった(figure

6)。

3)。そして，調整型SCの変動の大きさをスライス変

大学への不本意感については，モデルが有意になら
なかった(R2=.084,F(11.45)=0.489, "s)。

数に投入した結果，変動が小さく安定している場合，
調整型SCが高いほど学業へのつまづきを感じていな

規則的な日常生活について, step3のモデルが有意

いことが明らかになった(agure4)。また，気質的側

であった(R2=.312,F(11.45)=2.540,'<.05)。各項

面BISとBASの交互作用項について,BISをスライス

の効果に関しては，調整型SCの水準の主効果が有意

変数に投入した結果, BISが低い場合, BASが高いほ

(6=‑.410, j(45)=‑3.261,力<.01),改良型SCの水準

ど学業のつまづきを感じていないことが明らかになっ

と変動の大きさの交互作用が有意傾向であった（β＝

た(5gure5)。そして,BASをスライス変数に投入し

‑.331, t(45)=‑1.842, 力<10)。交互作用が有意だった

た結果,BASが高い場合BISが低いほど学業へのつま

ため，単純傾斜の検定を行った結果，改良型SCの水
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一コ一コ４二コウコ５２−３

規則的な日常生活

４３２１

自分への自信については, step3でモデルが有意傾

向であった(R2=.335,F(11.45)=1.727, '<.10)。各
−−−−改良型SC水準‑ISD

項の効果については改良型SCの変動の大きさの主効

−改良型SC水準+ISD

果が有意傾向（β＝.254, オ(45)＝1.908,,<・10）とBIS
の主効果が有意傾向であった('=‑.357, t(45)=
‑1.974,,<・10)。

考

察

本研究では，学生の能力やパーソナリティの多様化
にともない，増加が問題視される大学生の不適応に深
くかかわっていると考えられる概念としてセルフコン

I

−1s，

トロールに注目した。さらに，セルフコントロールの

＋lSD

気質的側面と能力的側面の関連を明らかにするととも

改良型SC変動の大きさ

に，青年期が発達過渡期にあるとされる能力的側面の

figure7.改良型SC水準をスライス変数に投入した

研究でこれまで行われてこなかった変動の視点からも

単純傾斜の検定

捉えることで，セルフコントロールの能力的側面を高
めるための視座を得ると同時に，大学生活への適応感

釦釦
さき
さ
き

誕大虻大
型の型の
良動良動
改変改変

｡

にセルフコントロールがどのように影響しているか明
らかにすることを目的として縦断的に質問紙調査を実
施した。

十一

セルフコントロールの気質的側面が能力的側面の水

２１

規則的な日常生活

４５３勺．一コ２５１

45

準・変動の大きさに及ぼす影響
分析1で気質的セルフコントロールBIS/BASを説
明変数,能力的セルフコントロールRRSの下位2因子
の水準と変動それぞれを目的変数とする重回帰分析を
行った結果，セルフコントロールの能力的側面におけ
る改良型SCと調整型SCの下位2因子の水準はともに
‐ISD

BASの影響を強く受けていることが明らかになった。

＋1SD

この結果は, Cloninger(1993)の「生物一心理理論」

改良型SC水準

における先天的な気質次元が後天的な性格次元に影響

figure8.改良型SC変動の大きさをスライス変数に

を及ぼしているという関係性や原田他(2008)のセル

投入した単純傾斜の検定

フコントロールの気質的側面を土台として能力的SC
準と変動の大きさの交互作用項について，改良型SC

が成り立っているとする先行研究を一部支持するもの

の水準をスライス変数に投入した結果，改良型SCが

である。セルフコントロールというのは，将来の結果

低い場合，改良型SCの変動が大きく不安定であるほ

を予測し，その予測された未来が価値あるものである

ど規則的な生活を送っていると感じていることが明ら

ときに実行されるものであるために，気質的SCにお

かになった(figure7)。さらに，改良型SCの変動の
大きさをスライス変数に投入した結果，改良型SCの

ける回避・抑制的傾向であるBISではなく，能動的な
行動始発をつかさどるBASの影響を受けていると考

変動が小さく安定している場合，改良型SCが高いほ

えられる。また，改良型SCについてのみ変動の大き

ど規則的な日常生活を送っていると感じていることが

さに対するBASの影響も示された。尾崎他(2016)は

明らかになった(fgure8)。
大学生活への充実感について、モデルが有意になら

BASの刺激探求(FunSeeking)因子がセルフコント
ロールとの間に中程度の負の相関があることを明らか

なかった(R2=.121,F(11.45)=0.700, "s)。

にしており，刺激に対する衝動的な接近する傾向とし
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てセルフコントロールを阻害する要因になりうるとし

いと考えられる。

ている。能力的側面への影響力を持ったBASの刺激探

規則的な日常生活には調整型SCの水準の主効果と

求(FmSeeking)の高さが個人のセルフコントロール

改良型SC水準と変動の大きさの交互作用が有意であ

の妨げとなる誘惑となる刺激への接近傾向へとつなが

り，調整型SCが低いほど規則的な日常生活を送って

り，改良型SCの変動の大きさへと影響している可能

いると感じていることが明らかになった。また，単純

性がある。

傾斜の検定の結果，改良型SCが低い場合には変動が
大きいほど自らの生活を規則的であると感じており，
改良型SCが安定している場合には高いレベルで改良

セルフコントロールが大学生活への適応感に及ぼす影響

分析2において各大学生活に対する適応因子の1度

型SCを行うことが出来るほど規則的な生活を送って

目の得点を統制変数，セルフコントロールの気質的側

いると感じていることが明らかになった。学業へのつ

面BIS/BAS,能力的側面RRSの改良型SCと調整型SC

まづきと同様にセルフコントロールの水準が低い場合

それぞれの水準と変動の大きさ，各交互作用項を説明

には変動の大きさが水準の効果を調整していることが

変数，調査最終週の大学生活に対する各適応感の得点

示された。この結果は生活習慣の乱れに対してその場

を目的変数とする重回帰分析を行った結果，学業のつ

しのぎの，気を紛らわせたり気分転換するといった即

まづきのなさ，規則的な日常生活， 自分への自信につ

時的な対処を行うことは根本的な解決が出来ないだけ

いてモデルが有意であった。

ではなく，生活習慣の悪化の悪循環につながり佐々木

学業へのつまづきのなさには調整型SCの水準／変

(2009）が指摘する心身の健康状態の悪化を生むこと

動とBIS/BASの交互作用が有意であり単純傾斜の検
定の結果，調整型SCが低い場合には変動が大きいほ

が予想される。また，長期的な行動の習慣そのものの
改良を行うことが規則的な日常生活につながることを

ど学業へのつまづきを感じておらず，調整型SCが安

示すものである。今後は主観的な指標以外にも実際の

定している場合には高いレベルで調整型SCを行うこ

睡眠時間や起床時間，食事の時間などの客観的指標を

とが出来るほど学業に対してつまづきを感じていない

用いて実際の生活スタイルとセルフコントロールの関

ことが明らかになった。この結果から，調整型SCが

連を検討する必要があると考えられる。

低い場合には水準の効果を変動の大きさが調整してい

また， 自分への自信について改良型SCの変動の大

ることが示されたが，調整型SCが高い場合には水準

きさとBISが影響していることが明らかになった。セ

の効果を変動の大きさが調整していることは示されな

ルフコントロールの能力的側面からは高いモチベー

かった。松高（2016）は学習意欲が明確ではなかった

ションで取り組めたり，容易なことに対して選択的に

り，進学の動機づけ自体が低い状態で大学に入学して

セルフコントロールを行っている結果，セルフコント

いる学生の存在を指摘しており，学生にとっての学習

ロールの成功経験が自信を生んでいる可能性が考えら

が「自らの知識を深めたり能力を高めるためのもの」

れる。BISの質問項目には将来や現在の不安や自分の

という肯定的な位置づけではなく， 「こなさなければ

能力に関しての項目を含まれており， このBISが高い

ならないことの一つ」という否定的な位置づけがされ

ほど自分自身に対する自信が低いという結果は，安

ており，即時的なストレス対処を担っている調整型

田・佐藤（2002）のBISが高い者は不安などネガティ

SCが学業へのつまづきを感じないための役割を果た

ブ情動を産出する傾向が強いという結果と一致する。

している可能性が考えられ，今後は学生の学業に対す
る意識や意欲といった学習の位置づけとの関係の中で

セルフコントロールの変動の大きさの効果

本研究で提唱したセルフコントロールの変動の大き

関連するセルフコントロールの側面が異なる可能性を

視野に入れた検討の余地があると考えられる。また気

さの効果としてセルフコントロールが低い者において

質次元について単純傾斜の検定の結果, BISが低く，

変動の大きさが水準の効果を補うことで，大学生活の

BASが高い方が学業に対してつまづきを感じていな

一部の適応感を高めていることが明らかになった。セ

いことが明らかになった。BISが低く, BASが高い学

ルフコントロール能力が平均的に低い者の中でも直面

生は，良い成績や新たな知識といった本人にとってポ
ジティブだと考えられる報酬に対する感受性によって

決が個人にとって極めて重要であるなど状況の影響を

行動を活性化させやすく，留年の不安や卒業が出来る

受けることで，セルフコントロールの発揮にムラが生

かといったレベルでの学業へのつまづきを感じていな

じ，変動が大きくなるのではないかと考えられる。実

した問題の解決が容易である場合や，直面した問題解
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際にセルフコントロールに取り組んでいることで，十

ことが必要だと考えられる。具体的には学期末の単位

分ではなくともセルフコントロール能力が低く安定し

取得状況だけではなく， もっと短い期間での出席状況

ている者より主観的な適応感が高いことが考えられ

や課題の提出状況のデータに学生自身がアクセスする

る。一方，セルフコントロール能力が高い者において

ことが出来るシステムを作り学生自身が今の状況を見

は，変動の大きさが水準の効果に及ぼす影響は示され

失わないようにすることが重要ではないだろうか。こ

なかった。この結果は，セルフコントロール能力が高

のような取り組みはセルフコントロール能力が未熟な

い者はセルフコントロールの発揮が周囲の状況に影響

学生のみならず，セルフコントロール能力の高い学生

された場合でも，大学生活に対して重要なことにはき

に対してもよりよい学校生活を送るための一助となる

ちんとセルフコントロールを行い，平均的には適応的

はずである。

にふるまうことが出来ており適応感に対する変動の効
果は示されなかったことが推測される。
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Howthelevelandmagnitudeofvariationoftheselfcontrolcangive
aninfluencetofeeladaptedoncampus.
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Abstract

Inthisresearch,wefbcusedonself‑controlasaconceptconsideredtobedeeplyrelatedtotheincreaseofmaladaptationof
universitystudents,whichhasbeenregardedasaproblemfbllowedbyUlediversificationofstudent'sabilityitspersonalit)M
FUrthermore,distinguishedtheselfcontroltothetemperamentsideandtheabilityside,andinadditiontothelevelused
inthepreviousresearch,themagnitudeofvariationwithinacertainperiodoftimewasalsousedasanmdexfbrtheabnity
side・Inadditiontoclarifytherelationshipbetweenthesesides,andcarriedoutalongitudinalquestionnairesurveyfbrthe
purposeofclarryinghowselfcontrolafectsthefeelmgofadaptationoncampus.Asaresult, itwasrevealedthatthelevel
oftherefOrmativeselfLcontrol, itsmagmtudeofvariation,andtheleveloftheredressiveselfLcontrolareinfluencedbyBAS.
Moreover;theadaptivefeelingontheleamingandtheadaptionfbrtheregularityofeverydaylife,weresignincantonthe
mteractionbetweenthelevelandthemagnimdeofvaria廿onoftheredressiveselfLcontrolandtherefbrmativeself‑control
respectivelyEInaddition, itwassuggestedthatintheselfcontrollowgroup,themagnitudeoffluctuationeHectissignincant,
andsupplementstheleveleHect

Keywords:selfLcontrol,BIS/BAS, level,magnitudeofvariation,adaptationoncampuslife
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