剛

KurumeUniversitv

PsychologcalRefarch2017,No.16,17‑29

語りの中で自伝的推論はどのように生起するか

田中京子'）

要

・園田直子2）

約

本研究では，中年者(M=57.7,SD=4.21),前期高齢者(M=71.6,SD=3.80)および後期高齢者(M=80.5,
SD=3. 17)が手がかり語法により想起した出来事の語りの中に自伝的推論が生起されるかを検討した｡その
結果，中年者も前期高齢者も後期高齢者も，語りの中に自伝的推論とみなされる語りがみられ，後期高齢
者ほど自伝的推論を語った。その語りから， 自伝的推論の語り方は，
わった自分（変わらない自分)｣，

「出来事の解釈」 ， 「人生の糧」 ， 「変

「原因」 ， 「転機」の5種類に分類できた。これらは，過去の出来事と現在

の自己のつながりを推論する語り方であるといえる。また，

自伝的推論の語りには，過去の出来事を肯定

し続けたり，否定的な過去を肯定し直したり，否定的な過去を否定し続けるパターンがあった。後期高齢

者には否定的な出来事を肯定ととらえる自伝的推論が多くみられたことから，

向伝的推論を通して，適応

を高めるための感情調整を行っている可能性が示唆された。
キーワード：自伝的推論，語り，高齢者，手がかり語法

問

過去と現在を結びつけるような省察的処理を指す（佐

題

「あの経験をしたから今の私がいる｣，

藤, 2014)｡

「あんな出来

佐藤(2014)は，

事がなければ違う人生があった」といったことばを耳

自伝的推論に該当すると考えられ

る思考過程を整理し，その出来事に対してどういう意

にすることがある。これらは，過去の出来事を肯定的

味づけをしているか，出来事と出来事をどのように認

にあるいは否定的に意味づけし，現在の自己に結びつ

識しているかという 「自伝的推論の内容」と，内容と

けている語りであるといえよう。このように過去の出

は独立に「自伝的推論の過程」に分類している（表l)｡

来事に対して意味づけや評価を行う過程は，

自伝的推

自伝的推論の過程は,その出来事や経験を想起したり，

論(autobiogaphical reasoning)と呼ばれる(Bluck&

意味を考えたりするプロセスであり， 「経験直後の侵入

Hakmas,2000;Hakmas,2011;Hakrmas&Bluck,

的な思考やリハーサル」とその後の「意図的な熟考」

,2000)。自伝的推論とは,個人の過去に関する自己省察

の2つに分けられる。また，

的な思考や語りであり

ハーサルや熟考を通して得られた意味づけの結果であ

(Hakmas&Bluck,2000),人

生の緒要素を互いに結びつけたり，それらと現在の自

自

リ

り， 「自分にとって重要である｣という概括的な認識，

己を結びつけること（結びつきを考えたり話したりす

ること）である(BluCk&Habemas,2000)。また，

自伝的推論の内容は，

「その出来事が『1分に影響した，

自己を定義すること

で自己とつながっている｣という認識，

「複数の出来事

伝的推論は,単に単独の出来事を想起するだけはなく，

がテーマや因果関係によって結びついている」という

過去の複数の出来事を結びつけたり，出来事と自己，

認識，の3つに分けられる（佐藤, 2015)。

1）久留米大学大学院心理学研究科
2）久留米大学文学部心理学科
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タイル，肯定的否定的意味づけは改善群と悪化群で差
表1

自伝的推論の内容と過程

（佐藤, 2014)参照

はみられなかったが，回想による心理的効果がみられ

た高齢者は，効果的でなかった高齢者よりも多くのポ

(l)自伝的推論の内容
l自分にとっての意味・重要さ

ジティブなエピソードを語ったことが報告されている。

2出来事と自己のつながり

野村他（2002）の結果は，ポジティブなエピソードを

2‑1

2‑2

自分に影響した

語ることが回想の心理的効果と関連があることを示唆

2‑1‑l

自分を成長させた

2‑1‑2

自分の考え方に影響した

2‑1‑3

学んだ

2‑1‑4

自分に否定的な影響を及ぼした

2‑1‑5

出発点，転機， アンカーになった

している。

次に，高齢者がどのように過去を回想し人生を語る
のかという問題については，山口（2000）や野村・橋
本（2006）の研究がある。山口（2000）は，人生の語

りを，未解決の葛藤の有無と葛藤を評価し，統合を試

自己を定義する
2‑2‑1

今の自己とつながる

みているのかの二つの視点から，過去に肯定的な意味

2‑2‑2

私を表す

を見いだす｢積極肯定型｣,過去の葛藤を再評価する｢評

2‑2‑3

アイデンティティに関わる

価活発型｣，葛藤の評価を保留する「評価保留型」経験

3出来事と出来事のつながり
3‑1

(2)

を事実報告的に話す「事実報告型」の4つに分類した。

テーマを共有する

3‑2因果・連関など

さらに，各類型における意味づけの特徴を検討した結

自伝的推論の過程

果，人生の語りは単に過去を想起することではなく，

l直後の侵入的な思考やリハーサル

過去を評価する過程であり，意味を生成する過程であ

2意図的熟考

ることが示唆された。また，地域在住高齢者に対する

グループ回想法を検討した野村・橋本（2006）は，回
意味づけという思考過程の重要性は，高齢者が過去

想にポジティブな感情が伴い，過去を再評価する傾向

を回想する効果などで論じられてきた。回想法は，高

が高いほど適応的であったことを報告している。山口

齢者への心理的アプローチの技法として現場でよく使

(2000)や野村・橋本(2006)の研究からは，過去の

われている。回想法とは，高齢者に過去を想起するよ

肯定的評価や，意味づけを語ることが高齢期の適応と

うに促すことで情動の安定や自尊心の回復,,[遅日恥7ell‑I"ing

関連することがわかる。

の維持といった心理的効果を導く対人援助手段である

（野村, 2008)。過去を回想し，過去の経験を意味づけ，
再評価することが高齢期の適応を促すといわれる

これまでの人生を意味あるものだととらえる人

生の語りでは，何を経験したのかではなく，過去の出

(Butler,1963)。なぜ回想がいいのか，語りの中で何が
起きているのかについては，

これらのことから，過去を回想し，他者に語る回想
法や，

日本でもいくつかの研究

来事をどのように意味づけし， いかに語るかが重要で
あることを示唆している。しかしながら，実際に語り
の中でどのような言葉が用いられているのか，推論が

がある。

まず，適応を促す回想の中で何が語られているかと

どのように語りとして生起するのかを，認知プロセス

いう問題について，野村・今永・橋本（2002）は，回

の問題として， 自伝的推論の視点から実証的に分析を

想が心理的効果を及ぼした高齢者の回想の特徴を検討

行った研究は多くない。また，過去の肯定的評価がど

した。彼らは，野村・橋本（2000）による個人回想面

れくらいの頻度で生起するのか，過去の否定的評価よ

接に参加した一般高齢者の語りを分析している。回想

りも頻繁に起こっているのかなどについての実証的な

による適応指標（人生満足度，抑うつ度および自尊感

データはあまりない。さらに，

情尺度）の面接前後での変化量をもとに，得点が増加

どうかを判断する方法も確立していない。

自伝的推論が生じたか

した者と自尊感情が大きく増加した者を改善群，得点

自伝的推論が生起したかどうかを検討する方法には

が低下した者を悪化群とし，各群から無作為選出した

内容分析や評定法がある。評定法は，想起させた出来

対象者の語りを, (l)ポジティブなエピソード, (2)

事に対し，

ネガティブなエピソード， (3)具体的なエピソード， （4）

自記式質問紙を用いて評定させるため，

自伝的推論を行ったかどうかを，主観的に
自伝的推論を

（6）

どのように行ったかの過程や語りとの対応関係がみえ

（7）人生の統合という7つの評定基準に満たす

ない。内容分析では，過去の出来事と自己を結びつけ

か満たさないかで評定した。その結果，人生統合のス

る想起だったか(Pasupathi&Mansour,2006)のように，

意味づけ・再評価，

固着，

(5)困難への対処・問題解決，
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語られた内容をある基準で分類し，何を語り，何が起

あると考え，中年者，前期高齢者および後期高齢者を

こったかという研究者の視点からの判断に基づいて自

比較検討する。

伝的推論とみなしている。ほとんどの研究でこのどち

らかの方法が用いられているが，

これらの方法は，

なお，本研究は，

自伝的推論の視点から，田中・原

口・稲谷(2013)の語りのデータの再分析を行ったも

自

伝的推論が語りとしてどのように生起したかを分析し

のである。

ていない。どのような出来事に基づいて，何をどのよ
うに推論するかという自伝的推論の思考過程が，語り

方法

の中でどのように表現されているかを検討することで，

自伝的推論の認知プロセス， また，推論することがど

調査協力者

のような意味を持つかという詳細な内容が明らかにな
ると考えられる。

A大学の大学生と大学院生の父母および祖父母なら
びにその知人の紹介により調査協力を得た50歳以上の

そこで，本研究では，

まず，健康で自立した生活を

中年者l8名(M=57.7,SD=4.2), 65歳以上の前期高齢者

送っている高齢者が過去の出来事に対してどのような

17名(M=71.6,SD=3.8),75歳以上の後期高齢者22名(M=

自伝的推論を行っているのか，実際に語られた発言内

80.5, SD=3. 17)が調査に協力した。

容から検討する。また，過去と現在の感情の変化を評

調査時期

定することで，

どのような感情の変化のしかたが多い

のかも検討する。

中年者と前期高齢者は2010年6月から8月まで，後
期高齢者は2012年2月から6月までであった。

次に，佐藤・清水(2012)は，

「人生において特に重

手続き

要である」や「特別な意味がある」といった特定の出
来事ではなく，

調査協力者と個別に面接を行い，手がかり語法によ

日常的な出来事であっても，人は活発

る思い出の記憶に関する聴き取り調査を行った。想起

な自伝的推論を行い，現在の自己とのつながりを意識

の手がかり語として，中年者と前期高齢者は，花，海，

するので，今後は日常的な出来事の経験にどのような

本，友達など24個，後期高齢群は年齢を考慮し,

意味を見いだすのかという視点からも，

用いた。

自伝的推論の

過程について検討していくことが必要であると述べて

12個

まず，調査用紙(A4判）の上部7cmの余白に記載し

いる。そのための方法として，手がかり語法により日

た手がかり語を見せ，

常の出来事の記憶を想起させた過去の出来事の語りを

者ごとにランダムに呈示した。

収集する。手がかり語法とは，調査協力者に手がかり

という単語を見てください。生まれてから現在までの

口頭で読み上げながら調査協力
この○○(手がかり語）

語（例えば花）を呈示し，その手がかり語から想起さ

間で，○○という言葉に関して，思い出す出来事の内

れる出来事やそれを経験した時期を報告させる方法で

容を教えてください｡

あり，一般的な出来事が想起されると考えられている

た。

と教示したうえで語ってもらっ

からである。想起の中に自伝的推論とみなされる語り

次に，語られた出来事の内容を調査協力者の目の前

(AutobiographicalReasonmg語り；以下,AR語り）

で調査者が記録用紙に記入し，その出来事が起きた時

が含まれるかどうか，佐藤(2014)の提案した自伝的

期や当時の年齢を尋ね，記録した。その後，記載した

推論の内容に当てはめて評定することでその語りが具

内容を読み上げ，調査協力者に確認してもらった。

体的にどのように語られているのかを検討する。

つの手がかり語が終了した場合や何も思い出せない場

最後に，高齢期への移行変化は高齢期の前発達段階
である中年期に始まる（岡本, 1997)といわれている。

1

合は次の手がかり語へと進み，同様の手続きを繰り返
した。

また， 75歳以上の高齢者は，加齢に伴い疾病の罹患率，

協力者1人につき1回の面接を行い,聴き取り調査に

死の確率が急速に上昇し,生活機能障害も増加する(小

要した時間は，中年者が50分〜90分，前期高齢者が40

澤， 2009)。さらに， 70歳台後半には自分が高齢者だと

分〜120分，後期高齢者は40分〜70分であった。

思う「高齢者自認」や年をとったと感じる「加齢認知」
の割合も急増する（佐藤友光子， 2005）等の特徴がみ

収集された語りの分析方法

られる。 したがって，

AR語りの判定基準

自伝的推論の生涯発達的変化を

理解するためには，長期化している高齢期を前期（65

佐藤(2016)は，高齢者の語りに含まれがちな解釈

歳以上）と後期（75歳以上）に区分した検討が必要で

が自伝的推論と評価されて，結果的に高齢者の自伝的
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推論の生起量を過大評価してしまう可能性があること

倫理的配慮

を指摘している。そこで，本研究では,AR語りの判

調査協力者に対して，事前に口頭にて研究の趣旨を

定は，佐藤(2014)の自伝的推論の内容の枠組みを参

伝え，匿名性は保持されること，データを目的外に使

考にし，①自分にとっての意味・重要さ（自分にとっ

用しないこと，調査に対する回答を拒否できること，

て意味がある・重要である),②出来事と自己のつなが

嫌になったらいつでも調査の参加をやめることができ

自己を定義する

ることを説明し，本人から書面にて調査協力の承諾を

ことで自己とつながっている),③出来事と出来事のつ

り （その出来事が自分に影響したり，

得た。また，後期高齢者の調査においてのみ，調査内

ながり （複数の出来事がテーマや因果関係によって結

容の録音について事前に口頭で説明し，同意が得られ

びついている)の3つの内容に大別し,そのような語り

た場合のみICレコーダーで録音した。

国寵

とみなされるかどうかを判定することにした。
佐藤(2014)が示した自伝的推論の内容（表1)が

がある｣，

「重要である｣，②「自分を成長させた｣， 「自

分の考え方に影響した｣，

「学んだ｣， 「自分に否定的な

影響を及ぼした｣， 「出発点・転機・アンカーになった｣，
「今の自己とつながる｣，

㈲×一

過去

読み取れる場合はAR語りとみなした（例；①「意味

「私を表す｣， 「アイデンティ

現在

接続詞（例）

貢囹
r一一一、

ティに関わる｣，③｢人生における重要なテーマ｣， 「出
来事と関連する出来事をはっきり思い出せる｣，

く＝言＞1否定
1

「その

−■■■

出来事が原因となってほかの出来事を引き起こした｣)。

一

ｰ肯定→肯定

また，佐藤(2014)と表現は異なるが同義語や類似語

一否定→肯定

■■■一

否定→否定
肯定→否定

と判断した場合や，語りの内容が表1と同じ意味と考
図1

えられる場合もAR語りとした。

接続詞による肯定・否定の判定

AR語りの判定

判定基準を説明したうえで，
る語り

自伝的推論とみなされ

(AR語り）かどうか，医療・福祉分野の職歴

結果

を持つ社会人大学院生3名が独立して判定した。一致
しない場合は協議のうえ，多数決で決定した。

収集された語りの数

出来事に対する感情の判定基準

手がかり語法により得られた出来事の語りの総数は，

快の体験（親子の触れ合い等）は肯定的過去とし，

中年者が407個，前期高齢者が387個，後期高齢者が240

不快な体験（戦争や空襲等）は否定的過去と判定した。

個であった。中年者，前期高齢者および後期高齢者の

また，語り内に不快な感情語（嫌い,怖い等）があった

協力者数，手がかり語数，個人ごとの語りの数も異な

場合は否定とし，快な感情語（嬉しい，楽しい等）が

る。 しかしながら，本研究は，推論の語り方や出来事

あった場合は肯定とした。感情語がなかった場合は，

に対する感情の変化を探る目的で語りを分析するもの

過去と現在を結ぶ接続詞で判定した（図1）。肯定的過

であり,一つひとつの語りが貴重であるとの考えから，

去を順接の接続詞を用いて現在を評価しているときは

すべての語りを分析対象にした。そのため，語り数と

現在肯定とし，逆接の接続詞で意味づけしているとき

AR語り数は延べ数で表示している。

は現在否定とした。否定的過去を順接の接続詞で意味

収集された語りの分析結果

づけしている場合は現在否定とし，逆接の接続詞で意

AR語りの判定結果

味づけているときは現在肯定とした。

表2，表3，表4‑1および表4‑2は，収集された語り

出来事に対する感情の判定

のうちAR語りと判定されたものである（判定者間の

過去の出来事が肯定的か否定的か,過去の出来事を現

一致率：93％)。下線部分がAR語りに該当する。

在はどのようにとらえているか（肯定か否定か）の判

定は,医療・福祉分野の職歴を持つ社会人大学院生2名
が独立して判定した。一致しない場合は協議のうえ決
定した。
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表2

中年者の語り

2017

中年者のAR語り

（一部抜粋，一部改変）

：下線部分がAR語り

４０画

1

母が再婚して新しい家族でクラッシック音楽を初めて知る。

友達と遠足ごっこをした。父が作った大根漬を弁当に入れていった。

過去

感情

現在
感情

経験
年代

肯定肯定鶏
肯定肯定

10代

肯定肯定

10代

肯定肯定

10代

肯定肯定

10代

肯定肯定

20代

肯定肯定

30代

@ X&,蠅寵統善え輪裂潔見然｡壮大であった。

肯定肯定

30代

， ビ5割鯉涛凝曹雑塑3黙龍忘蓋蔑装画われた。

否定肯定

10代

否定肯定

20代

否定肯定

20代

否定肯定

20代

否定否定

10代

否定否定

10代

否定否定

20代

否定否定

20代

2

いるハいまだに味付けを真似出来ない

今の味に

，鰐濡言努怜跨霊誰強謡期怠る窪蝋ｼと
︲た

きい
引つ

をり
根ぶ
大か
がを
父根

祖大

４

草で拭いて，二つに割って皮をむいてくれた。
︒

護尉鑿讓籍贈篭篭iこ麓鞭溌慧鷆呼をつける。
6

初めての海外旅行，初めての飛行機から雲海を見た瞬間，

' 聿溌難溌時み 鰹職騨謡藤そ

10

いけろと思った

好きな子と別れる。

'1蕊辮驚聖駕為蕊壁溌淵:幹穀駄に出会ズ
12

母は，ほとんど父の看病で病院にいた。弟と家事を分担した。

1＄箪鴛課脅竪鴎,縄､慾閲ろ．
14

15

家に帰ると誰もいないので真っ暗。家の電気を全部つけ母の帰りを待った。
今もその生活パターンが綾いてし1

海水浴に行ったが娘が大泣きした。

' 甥:嘩鰯､珪誰翼震鯨腰捻?ちゅう吐いた．
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表3前期高齢者のAR鰭り

前期高齢者の語り（一部抜粋，一部改変）

1

2

3

4

母の代りにくどで飯を炊き，料理を作っていた。

アメリカの女流詩人にあこがれる。その詩の一節が浮かぶ。詩の感動の最初。
こ夢中になるきつか

｢赤毛のアン」 ，

「怪盗ルパン」を夢中になって読んだ。

｢鳴門秘帳」を銃んで面白かったので，病みつきになり，文学全集読む。
繁華街の電気屋やレコード店から流れてくる音楽に惹かれ，いつも

毛両届に天3ぞb､､く。

ｳK好きな

弁当を持っ て友達と一緒に散歩し、私や弟の洋服を手作り

饗競走鴬寵1
7

8

9

ものを年

優しかった母から「苦しくてもしっかり勉強しなさい」 と言われた。
壱

4&

肯定肯定

10代

肯定肯定

10代

肯定肯定

10代

肯定肯定

10代

肯定肯定

10代

肯定肯定

10代

友達と4人で，初めて登山。そこで出会った人が習字を習っていた。

肯定肯定20代

先生の熱心な指導を受け，次男が本好きに。読書感想文で表彰を受けた。

肯定肯定30代

。あるの1］

で2

肯定肯定50代

10音楽をしていたので， 、一生が楽しくなった．

11

過去現在経験
感情感情年代

肯定肯定鶏

今．役に立っているヘ

一

5

：下線部分がAR語り

働きながら日赤の奉仕活動していた。

の若さ

ょI

；わ力

i,つと家庭を大事にしようと思った。

否定肯定20代

1，豊臓侭齢瀞｡ ｢私がいなければこの家を出た｣ といっていた。

否定肯定30代

''W躍惑蕊艤鮭慢靴蒜蕊驍鵲鍵篭：

否定肯定40代

' 凛鰯今醐鮎慨麓るので．濃い味の料理を食べられなくなった．

否定肯定70代

'5 主h三と冠. 威すぁが筈聿Eなる應、

小学校の音楽の授業で，先生の前で歌えなかった。

否定否定鶏

16

犬を飼っていた。死んで悲しかった。 もう飼いたくない。

否定否定10代

''篭:．'謙難鮠熊溌醐F翰讓癌巽齢殻，
木綿の蚊帳の1角を落とし，みんなで入った。雷が落ちて近所が

否定否定40代

仲間と日本舞踊を踊った。舞台でいろいろあった。

否定否定60代

朝方，雨戸を開けようとすると雨戸の影に泥棒がいた。悲鳴を上げた。

否定否定60代

'8 火鷺に荘ろた。
19

20

否定否定20代
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表4‑1後期高齢者のAR語り

後期高齢者の語り①(一部抜粋，一部改変）

1

：下線部分がAR語り

母は，本を読み聞かせてくれた。本は大事にしろと言っていた。

過去現在経験
感情感情年代

肯定肯定鶏

,謁罵蕊蘇巖窪潔額謬賠調蝋怠､。

肯定肯定

10代

，藁監麦龍竺交ダﾝｽを習った｡習っていてよかった。

肯定肯定

lo代

& I零鴬雪蕊善索敵綴騨驍能竺型ヱヱ

肯定肯定

10代

肯定肯定

10代

肯定肯定

10代

，識噛讐鰹錯お鰹:鰍鍋鍬劉騨〈失敗。

肯定肯定

10代

，難噌,し進彪綴謂、坐隼獣翌:膣雌篭巽孟

肯定肯定20代

蕊￨説蕊蕊:苔れた父｡逗旦盛童里急垂皇−

9
10

一人っ子で，結婚に問題があったが，

13

14

15

16

肯定肯定20代

目の手術をした，包帯をのかすとボーと明りが見えてきた。

'!zW:
12

向こうの親も主人も積極的に

理廓しそ伽漣｡美i蓑に濠協ら児天童醐溝：

リハビリを覚えて，

肯定肯定40代

した。父が大事なところは見て覚えろと

生け花，子どもが成長，母から勧められ，

「本格的に勉強したら」

といわれ，

又って教えるようになっ

同窓会は1年に1回。 61のお祝いのとき，霧島神宮にお参りした。

折り紙，手芸など手でするのが好き。老人施設で喜ばれた。
こなってい

以前，俳句仲間が赤い外套を着ていた。
鮮やかでいいなと思って赤を着始めた。
父のしつけは厳しかった。

肯定肯定50代

肯定肯定50代

肯定肯定60代

肯定肯定70代

肯定肯定70代

否定肯定鶏

'? 昔鷲熊躍蕊晏競鵲琶愚溌麓蹴轆薙溌よ｣ と

否定肯定鶏

!、諾繍幣篭藍箪雛為鷺辮撫綴̲そのときからの

否定肯定鶏

1，露そ繧警:講鯲瀦繍蕊?交篭宣墓蕊患噸

否定肯定鶏
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表4‑2後期高齢者のAR語り

後期高齢者の語り②(一部抜粋，一部改変）

20

お琴を習った。

で1]音楽力

（続き）

：下線部分がAR語り

お琴を

過去現在経験
感情感情年代

否定肯定鶏

たお力

父が早く亡くなって，急に生活が変わって母は苦労した。

否定肯定鶏

三味線を地方で習っていた。

否定肯定

10代

2 隷鑑 富先抵謹聴縄開､鷆鮭鯖躯誌麓躯

否定肯定

10代

2 罐醗:癒鰯鱒蝿 鰹陰蕊霜鯨熊

否定肯定

10代

否定肯定

10代

26 兎Eき〃ぁ象E茄勇に行ろそ；

否定肯定

10代

2'拶瀧1誌賊捗雛鮒黙琴轆勝れ裏切られた。

否定肯定20代

2 露蕊ろ離散蕊目誌齢浮獣鮮れ悪者になった。

否定肯定20代

2，簔鰺認:鮮魚溌瀧蝋璽解できるようIこ趣った‐

否定肯定20代

巽瞳託そ陽詳阜撫継註溌浮進一

否定肯定30代

21

22

父は頑固だったが，諺を通して生き方を教えてくれた。

25

性格の基盤

上っ

空襲で疎開。生活賛し<，食緬に苦労した。

31舞溌蕊鯉評議に笹碆諾: 自分を褒めたい．

否定肯定30代

3，謹鶴瀬藍｡蔚鵬認熟珪唱駕權識2重専一

否定肯定40代

̲‐

夫が亡くなり，本を買って，花を一生懸命勉強した。

梵屋郛慧鯛鯏 篭

否定肯定40代

3 謬蕊震廻鵠溌墨溌繍綴罐もってぃ
35

お金を父が死ぬ前きょうだい3人にくれたが，差があった。
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︑●

夫が○○病。薄味にしたら夫が怒った。注意するが直らない。

10代

否定否定60代

いる

つし

ない
けて

のい

を用
気使
電て

屋匿
部を
に灯
だ麺
ま中

争﹂

○ｌｂ︒

い懐

る元
いら

に

﹂

てく
来ま

つ

察
偵
も

い

は

機
敵
６

３

37

否定否定

否定否定

10代

否定否定70代
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①「出来事の解釈」は，過去の出来事の肯定的理解や
否定的解釈の語り方であり，②「人生の糧」は，人生

AR語りの出来事を経験した年代

AR語りが含まれる語りの出来事をいつ経験したの

で重要な出来事や，感謝している出来事が生きる力と
なるという語り方である。③「変わった自分，変わら
ない自分」は， 自己の基盤や人生の原点といった自己
のアイデンティティと結びついた語り方である｡④｢原
因」は，過去の肯定的な出来事や，否定的な出来事を
原因として，それに対して現在はどのようにとらえて
いるのかの語り方である。⑤「転機」は，過去の出来
事が肯定的なきっかけとなった， あるいは，否定的な

か，年代別に集計した。その結果は表5のとおりであ
る。

表5

AR語りの出来事を経験した年代
帥代

2

卵代

6

如代

加代

10

加代

10歳

（延べ数，単位：個）

未満代

中年者

1

7

熈計
16

前期
高齢者

2

7

3

2

2

1

2

1

20

後期
高齢者

7

13

5

2

3

2

2

3

37

10

27

14

6

5

3

4

4

73

計

2017

きっかけとなって現在とつながっているといった語り
方である。

語り方は表7に示すように多様であったが， 「原因｣，
表7

自伝的推脆の語り方の分類と出現数
語りの表現

自伝的推愉の世代差

〜と思う，思った（4）
わかった（2）

AR語りをした人としなかった人に世代差がみられ

るのかX2検定を行ったところ，有意な差がみられた

語り方

出現数

出来事の解釈

8

人生の樋

14

変わった自分

2

変わらない自分

10

原因（肯定的）

22

原因（否定的）

5

転機（肯定的）

11

転機（否定的）

3

〜できると思った
今〜を感じている

(X2(2,N=57)=8.03,p<.05)。残差分析の結果，中年者
は,AR語りをした人よりもしなかった人が多く，前

大事・重要（4）

ためになる。役に立っている（3）
ありがたい．感耐（3）

期高齢者は,AR語りをした人としなかった人に差が

それが力になる

みられず，後期高齢者は,AR語りをしなかった人よ

〜を忘れない

りもした人が多いことが示された（表6)。このことか

〜分頑張っている

ら，高齢になるほど自伝的推論を行うことが示唆され

今とは全然違う

影■を与えている

〜が変わった

た。

今も続いている（6）
運命
蕊盤となっている

表6世代とAR箔りの関連

習慣になっている
人生の原点

(単位：人）

おかげで（10）
〜があったから（4）

〜できるようになった
〜につながった
〜になった

〜になってきた
〜の影■
〜ので

人生観が変わった

それがあって今がある
苦手になった

＊＊P<、01

〜がなければ

＊P<、05

〜してはいかん（敦馴）
〜なので〜していない

自伝的推脆の鰭り方

あきらめた

きっかけ（8）

AR語りを含む語りをKJ法で分類した結果,AR

〜の始まり

語りの語り方には,①｢出来事の解釈｣,②｢人生の糧｣，
③「変わった自分．変わらない自分｣，④「原因（否定
的原因あるいは肯定的原因)｣，⑤｢転機」 （肯定的転機

これ以降変わった
〜が病みつきになった

懸いきっかけ・後悔
もう〜したくない
もう少し〜していたら

あるいは否定的転機）の5つに分けられた。表7は，

（ ）は出現頻度

自伝的推論の語り方の分類とその出現数を表している。
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「転機｣，

「出来事の解釈」の順に多いことがわかる。

その中で，

ば，

考察

いくつか典型的な語り方がみられた。例え

「原因」では,

おかげで",

〜があったから

が

本研究で収集した語りは，危機や転機などの特定の

多く，過去の出来事を経験したことが原因となって現

テーマで想起させた出来事の語りではない。手がかり

在の自己を肯定する結果となった推論に用いられてい

語法により想起させた日常の出来事の語りである。そ

る。 「転機」では, きっかけ が多く，過去の出来事

のような想起においても，語りの中に自伝的推論とみ

の経験が契機となって別の出来事が起きたと推論して

なされる語りがみられたことから，

いる。 「人生の糧｣では"大事・重要",

語る中にも自伝的推論が起きていることが明らかとなっ

ありがたい

ためになる",

が用いられており，出来事の経験が人生

における生きる糧となっていると肯定的に推論してい

る。 「変わらない自分」では,

今も続いている

日常的な出来事を

た。

自伝的推論の語りと自己の関連

が多

自伝的推論の5つの語り方から，

自伝的推論の語り

く，過去の出来事が自己の人生の原点であることや，

と自己の関連がみえてきた。①「出来事の解釈」では，

自己の基盤であるなど肯定的に推論する半面，過去の

過去の出来事の肯定的理解や否定的解釈により，

出来事に対する否定的な習慣や考えが今も継続してい

を理解している。②「人生の糧」では，過去の人生で

ると否定的に推論している。 「出来事の解釈｣では, 〜

重要な・感謝している出来事が今を生きる糧となって

と思う（思った)",

わかった

などは，肯定的な自己

の理解のために解釈している。 このように，

自己

いる。③「変わった自分，変わらない自分」では， 自

自伝的推

伝的推論が自己のアイデンティティと結びついている。

自己を肯定するための推論が多

④「原因」では，過去の出来事の肯定的な原因や，否

く行われていることや，過去の出来事が現在の自己と

定的な原因に対する結果の自己評価である｡⑤｢転機」

どのように結びつけられているかを知ることができた

では，肯定的契機あるいは否定的契機が現在の自己

といえる。

と結びついている。このように，

論の語り方によって，

とが過去の出来事と現在の自己を結びつけることを教

AR語りからみた感情の維持・変化
表2〜表4で示したとおり，

自伝的推論を語るこ

自伝的推論は，否定的

えてくれる｡記憶と自己は密接な関係にある。 「昨年も

な過去にも肯定的な過去の出来事にも行われていた。

昨日も今日も，私は他の誰でもない，私である｡」−こ

感情の変化のパターンには，肯定的過去を現在も肯定

の確固たる感覚を支えるのが，

し続ける肯定・肯定型，否定的な過去を現在は肯定す

橋・佐藤2008),自伝的推論が行われることで出来事

自己の記憶であり （高

る否定・肯定型，否定的な過去を現在も否定し続ける

の記憶は自己を支える記憶となるといえる。

否定・否定型の3通りの型があることがわかった。表

語りにおける自伝的推論のプロセス

8は3つの型ごとにAR語りを集計したものである。

図2は，表7の自伝的推論の語り方と語りに出現し

AR語りにおける3つの感情の変化のパターンの出現

たことばから自伝的推論のプロセスをまとめたもので

率からは，過去を肯定し続ける過程および否定的過去

ある。過去の出来事を理解する「出来事の解釈｣，過去

の出来事を肯定する過程が読み取れるといえる。肯定

の出来事が重要であるとの評価や過去の出来事に感謝

する感情の維持や否定から肯定への変化の過程の語り

する「人生の糧｣，自己の基盤や人生の原点ととらえる

は，

自伝的推論を通したよりよい感情の調整とみなす

「変わらない自分」などが肯定的過去を現在も肯定し

続ける肯定的な自伝的推論のプロセスである。また，

ことができよう。

過去の出来事の経験のおかげであると肯定的に意味づ
表8感情の維持・変化の型別AR語り数と出現率

けする「原因（肯定的)｣，肯定的なきっかけとなる「転
機」は，否定的過去を肯定的にとらえ直す自伝的推論

脂肥４

否定・肯定型

ｍ４６

肯定・肯定型

８４４

顎臓中年者晶黒蕊蕊計 出靜
否定・否定型
計

16

20

37

33

45．2

26

35．6

14

19.2

73

100

のプロセスである。過去の出来事がなければといった
「原因（否定的)」は否定的過去を現在も否定し続ける

否定的な自伝的推論のプロセスである。このように，
語りから自伝的推論を検討することによって，過去に
対する意味づけや感情の変化の具体的な過程を読み取
ることができたといえる。
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いわれている。高齢期には身体機能の低下，配偶者・

友人などの人間関係の喪失，社会的関わりの減少など

感情の維持・変化の3つの型には，否定的な過去の
出来事をとらえ直して現在は肯定する感情の変化がみ

にもかかわらずwell‑beingは維持されることが報告され

られる自伝的推論語りや，肯定的な過去の出来事を肯

ている(権藤・古名・小林・岩佐・稲垣・増井・杉浦・

定し続ける，あるいは否定的な過去の出来事を否定し

藺牟田・本間・鈴木,2005 ;Mroczek&Kolarz, 1998;

続ける自伝的推論語りがあった。それぞれの出現率を

中川・権藤・石岡・田淵・増井・呉田・高山・冨澤・

比較すると，

自伝的推論には，過去を基盤にして自分

高橋,2013)。 このことから，

自伝的推論に感情調整機

を肯定し続けたり，否定的な出来事を肯定的に意味づ

能があるのはより良い適応のためだと考えられる。

けし直すことで現在の自分を最終的に肯定するという

今後の研究に向けて

自伝的推論にはでき

本研究では感情の評定は，判定者が語りの記録を読

るだけ現在を肯定的にとらえることで適応を高めると

んで推測したものであり，協力者自身の感情が実際は

語りが多かった。このことから，

いう感情調整を行う機能があることが示唆された。自

どうであったのかわからないという方法上の問題点が

伝的推論において感情調整がなぜ生じるかという問題

残されている。そこで，今後は，

自伝的推論における

の解釈には,社会情緒的選択理論(SocioemotionalSelec‑

感情調整と高齢期の適応の関連について，協力者本人

tivityTheory:以下,SST) (Carstensen,1992)が参考にな

による感情評定を求めるなどにより厳密な手続きを用

る｡SSTによれば,高齢者は残された時間が限られてい

いた検討が必要であろう。

ると認識した結果，感情的に価値のある行動をするよ

また，感情調整に関する研究では，感情調整には2

う動機づけられるという。高齢者は日常生活において

つの方法があるといわれている(Gross, 1998)｡1つは，

ポジティブな感情状態を維持することが優先度の高い

ネガティブ感情を低減させるよう感情の原因となる出

目的になっており，そのため社会行動や認知行動が，

来事を再評価する方法である。もう1つは， ネガティ

この目標に沿った形にバイアスがかかるというもので，

ブ感情の表出を抑制する方法である。これらは意図的

このような行動は人生終焉に向けての準備的な活動と

に行われると考えられることが多いが，本研究の語り

自伝的推論

想起一語り方（語りの例）

圃一

意味づけ

一

n=40

一

︑︑００１０００００Ｊ︾

一ロ

(悪いきっかけ）

一

(〜がなければ）

転機（否定的）

一

ゞ定一皿

原因（否定的）

/、
グー０００００１０︐

(〜が変わった）

否一帳
一一
一
一
一
︑

変わった自分

︾

(きっかけ）

︾

︾

︑︑００ｌｌＯＯｌＯｊ〆

一識癖一

転機（肯定的）

F壼可

n=33

現在

過去

(数字はAR語り数）

図2語りにおける自伝的推論のプロセス
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語りの中で自伝的推論はどのように生起するか

で生起した自伝的推論は,推論を求める課題ではなかっ

Carsten=n,L､L・ (1992).Socialandemotionalpattemsin

たことから，おそらく無意識的なもの，あるいはすで

adulthood:Support forSocioemotionalSelectivity

に作り上げられた人生ストーリーであったと考えられ

Theory.ay℃ho噸'andApmg7,331‑338.
権藤恭之・古名丈人・小林江里香・岩佐一・稲垣宏樹・

る。意図的に行われる推論と，無意図的に自然に生じ
る推論の調整機能の違いについても検討する必要があ

増井幸恵・杉浦美穂・蘭牟田洋美・本間昭・鈴木隆

るだろう。

雄（2005)．超高齢期における身体的機能の低下と心
理的適応一板橋区超高齢者訪問悉皆調査の結果から−，

さらに，本研究では，高齢になるほど自伝的推論を

老年社会科学， 27, 327‑338．

行う人が多くなるという結果であった｡後期高齢者は，
過去の否定的な出来事を現在は肯定する自伝的推論を

Gross, J.J. (1998).Antecedent‑andresponse‑focused

行うものが多かった。このことは，高齢になるほど自

emotionregllation:DivergentConsequencesfOr

伝的推論という能動的認知活動を行っていることを示

ex"rience, expression, andphysiology. .ﾊﾌﾞumaノof

す。しかしながら，超高齢社会のわが国においては，

.

armnali"andMjaﾉ釣にho"z74, 224‑237.

高齢期は長期化している。高齢期の後半を生きる超高

Hakmas,T.(2011)． Autobiogaphicalreasoning:Arguing

齢者（85歳以上）はどのような自伝的推論を行うのか，

andnarratingfromabiographicalperspective.New

超高齢者は，心身の機能が低下していると考えられる

恥宜"bnsmrmi"andAわに虻a]rLI℃ね〃刀e"4

が，

131, 1‑17.

自伝的推論のような積極的な認知の働きは増える

のか，維持されるのか，あるいは失われていくのかな

Hakmas,T.&Bluck,S. (2000) .Gettingalife:The

ど人生の終末期における超高齢者を対象にした自伝的

emergenceoflifestoryinadolescenceAJにho姥ﾌ、ノ

推論の検討が望まれる。

＆』此伽,

126,

748‑769.

Mroczek,D.K.&Kolarz,CM.(1998).Theeffectofage
onpositiveandnegativeaffect:Adevelopmental

開辞

perspectiveonhappiness. .bumaノofRIwnaliO'and

本論文の執筆にあたり，調査に協力していただいた

皆様に感謝申し上げます。調査協力者の中年者，前期

Mjaﾉ応ymo"4

75, 1333‑1349.

中川威・権藤恭之・石岡良子・田淵恵・増井幸恵・

高齢者および後期高齢者の方々にはたくさんの思い出

呉田陽一・高山緑・富澤公子・高橋龍太郎(2013) .

を語っていただきました。貴重な語りをいただいたこ

中高年期における感情調整の発達に関する横断的研

とに心から感謝いたします。協力者の中には，すでに

究一年齢，身体機能，感情調整，精神的健康の関係

亡くなられた人，病気療養中の人，高齢者施設に入居
された人がそれぞれ複数人あり，高齢者の人生の語り

に注目して−，パーソナリティ研究,22,l3‑22.
野村信威(2008).高齢者における回想と自伝的記憶

の一つひとつがいかに大切なものであるかを痛感して

佐藤浩一・越智啓太・下島裕美（編著）自伝的記憶

おります。

の心理学北大路書房．

また，久留米大学大学院心理学研究科の城戸由香里
さんと石田有紀さんには，

野村信威・橋本宰(2000).高齢者における回想の質と
適応との関連について（6）

自伝的推論の語りの判定や

感情の評定にご協力いただきました。厚くお礼申し上
げます。

日本心理学会第64回大

会発表論文集, 991.
野村信威・橋本宰（2006)．地域在住高齢者に対するグ

ループ回想法の試み心理学研究， 77, 32‑39．

さらに，久留米大学文学部心理学科の原口雅浩教授
には，調査方法や分析方法に助言をいただきました。

野村信威・今永晴子・橋本宰（2002)：高齢者における

長年の指導・助言に感謝申し上げます。

個人回想面接の内容分析の試み同志社心理， 49， 9‐
18.
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Howautobiographicalreasonmgoccurinnarrativeofpast recollection
KYoKoTANAKA(GradJa陀記hoo/ofByr加廼'pKummeum娘Isjiy)
NAoKoSoNoDA(…rtmenrofay℃ho"',"cu/〃ofLilerarum"e,KummeM]iversity)

Abstract

Inthisstudyweexaminedwhetherpeopleadaptautobiographical reasoningwhentheyrecallandnan･atetheir life

eventsusingcue‑wordmethod.Wetargetedthreegoupsasmiddle‑aged (M=57.7,SD=4.21),young‑old (M=71.6,
SD=3.80) andoldest‑old(M=80.5,SD=3.17).Wefoundthat theoldest‑oldemployedmoreautobiogaphical

reasoning, althouJl threegroupsadaptedautobiogaphical reasoningmtheirnarrations. FivetyFsofnarrationwere

classified,whichare ..Interpretationof lifeevents'', @@Pabulumfor life'', ''Stableidentityorunstableidentity'',
@@Changedorunchangedself"and"Tumingpomt inlife''. Thesenarrationsmayhavearoleofreasoningwhich
connects"tweenpast lifeeventsandpresent identity.Wealsofoundthreeemotionpattemsintheirnan･ations,which

are ,.Positivefeelmgsthroughlife'', @@Positivefeelmgsthatchangedfromnegativeones'', .GNegaUvefeelingsthrougl
life''. Therecouldbeapossibilitythatoldest‑oldpeopleemployautobiographical reasoningtoregulatetheiremotion.
keyword:autobiographical reasoning,narrative,elderlypeaple,cue‑wordmethod
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