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Abstract

The environment around us is filled with excess amount of information due to

information technology.  This results in a rather chaotic situation.

This study approached this situation based on A Theory of Interpersonal

Stimuli(Kasuga,1987), and Mutual Interaction Model (Kasuga,1994), which are a

most applicable hypothesis to the study.

Currently there have been many types of communication devices, and each of

them has its own feature.  According to this, it was necessary to review “Indirect

interpersonal stimuli” (Kasuga,1987).  The purpose of this study was to test the

developed model, and to review our life-style associated with crucial

communication devices.  In order to validate this assumption, 460 high school

students as subjects were chosen from 3 high schools in Tokyo area.  Their data

were classified into 6 groups, and a quantitative analysis was attempted.

The results of the analysis showed a tendency that the persons of “indirect

communication type” kept and even developed further their interpersonal

competence rather than the persons of “direct communication type” or face-to-face

communication.  The research revealed that qualitative difference of “Indirect

interpersonal stimuli” reflected the patterns of interpersonal communication.

Ⅰ　はじめに

1．問題の所在

わが国のインターネット利用人口は増加の一途を辿っている。総務省（2003）の調査による

と、2002年は6,942万人であり、この1年間において1,349万人増加（対前年比24.1％増）した。
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世帯への普及率もまた、2001年の60.5％から2002年には81.4％と激増した。携帯電話でのイ

ンターネット接続もまた伸長している。2002年における携帯電話の契約数が7,566万件であり、

それに占めるインターネット接続の契約数は82.6％と8割強となった。

データからも分かるように、ユビキタスが普及した社会となりつつある。従来の生産者ベー

スの工業社会が「IT（情報技術）革命」を軸とした消費者ベースの社会へと移り変わり、日常

生活が抜本的な変化にさらされている。つまり「IT革命」というのは、生活に情報の流れが埋

め込まれた「生活革命」（西垣，2001）そのものだといえる。

ここ数年、社会問題としても叫ばれ続けているが、それ以前より、ネットワークの端末を担

うコンピュータなどによる生体へ与える影響というものが、問題視されてきた。1980年代より

指摘され続けている代表的な現象に「テクノストレス」（ブロード，1984；鴨下，1994；河野，

1999a）がある。このストレスには2種類あり、「コンピュータ操作に順応できないことによる

ストレスと、コンピュータに過度に順応しすぎて強迫的になることのストレス」（福西，1999）

とされている。1990年代に入ると、「情報」それ自体がストレス源となり健康障害をきたす、

「情報疲労症候群」（河野，1999b）の生起が指摘された。また、社会生活において人が処理で

きる情報量のレベルがとっくに超えてしまったということも指摘されている（春日，1994；河

野，1999b；西垣，1999；Shenk，1997）。さらには、ハーリー（1998）が子どもの発達とコン

ピュータとのかかわりについて、ある11歳の男児を事例として、注意力、動機づけ、メタ認

知といった高次な3つの技能が欠けてしまったのは情報通信機器の影響によるものだと指摘

し、利用の仕方について警鐘を鳴らした。総じて、情報技術の発展やマスメディアによる情報

の氾濫なども背景に、現代においてはメディアリテラシーが求められるまでに至っている（水

越，1999）。

インターネットの総称であるコンピュータ・ネットワークを題材とした先行研究は、1990年

以降に着手された。題材が題材だけに、緒についたばかりといわざるを得ない。しかしながら、

さまざまな見地から多くの成果が積み重ねられつつあることは確かである。社会性や対人的特

質に焦点をあてた、遠藤ら（1998）の研究がある。面識のない男女がCMC（Computer

Mediated Communication）によって、親密さが高まる過程を追った。結果として、回数が増

すにつれて彼らの親密さは高まり、CMCを介さずに会ってみたいという気持ちにまでなった

ことが見出された。また、笠木・大坊（2003）は、チャットを通じて、CMCの対面コミュニ

ケーションの特徴を検討した。社会的対人スキルと発言量に相関関係がみられなかったことを

はじめ、外見的な情報を得ることのできる対面でのコミュニケーションと、CMCという条件

設定でのそれとでは、他者の印象を形成する手がかりが制限される。そのため、対面場面に比

べると、印象を評定するのが困難であったことなどが明らかとなった。

川浦ら（1999）は単方向性のコミュニケーションを特徴とするホームページ上のウェブ日記

を扱うことにより、双方向性のコミュニケーションについて検討した。コミュニケーションが
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成立するには、更新および書き込みをおこなう発信者に対して、閲覧者側からのフィードバッ

クが必要であることを明らかにした。さらにウェブ日記を開設し、その日記に書き込む行為は、

自己開示として機能しているのではないか、という知見が得られた。篠原・三浦（1999）は、

WWW（World Wide Web）掲示板を使用し、参加者を発言数によって3群に分けて検討した。

参加者群において、パーソナリティ特性と対人行動特性に大きな差がみられなかった。この他

にもCMC研究として、CMCを介した対人不安に焦点をあてた研究（西村，2003）や、金

（1998，1999）によるCMCの印象形成の研究などがある。

これら一連の研究により、コンピュータ・ネットワークを介した対人関係であっても、直接

的対面と類似した、いわば仮想体験としての対人関係が構築されるという知見が得られた。ま

た情報の単方向性でさえも、フィードバックを反復するという条件を付加することによって、

双方向性的特質が見出されることが明らかにされた。

しかしこれらの研究では、さまざまな条件設定のもと、実験者が被験者に指示を出し時間や

場所を制約したなかで、情報通信機器が使用されている。情報通信機器は生活上の必需品とな

り、「時間・空間が制約解除された」（Wallace，1999）ところにこそ、コンピュータ・ネット

ワークの特質がある。また、Young（1996）の研究では、依存者と非依存者の間での、インタ

ーネットに対する態度について比較検討がなされ、情報通信機器の特性として同時性か非同時

性かが、依存と非依存との境界であると指摘されている。この結果からも、現在のコミュニケ

ーションのあり方や対人関係を検討するにあたっては、情報通信機器の利用が日常生活場面に

いかに埋没しているのかが重要になるのではないかと考えられる。

2．研究枠組とモデルの提示

1）視点・枠組

情報通信機器は必要不可欠なツールであり、社会のシステム化を円滑にする機能を担ってい

る。また、事務処理の効率化のみを目的とするだけではなく、情報を発信する側と受信する側

といった構図をも作り上げた。そもそもコミュニケーションとは、送り手が刺激を受け手に発

することであり、受け手にしてみれば、送り手の刺激を受容し、その刺激を情報として処理す

ることによって成立する相互作用である。これは会話の使途としての情報通信機器ばかりでな

く、テレビやゲーム機などを含む情報通信機器全般に対してもいえることである。

ここで、社会環境とわれわれとの相互作用、さらには情報通信機器を利用した、人と人との

相互作用をどのような視点や枠組からアプローチしていくのかが問われる。本研究では、「『対

人刺激』仮説」（春日，1987）に着目した。当該仮説は、その仮説名からして対人関係のみに

焦点があてられたものではない。春日（1970）は、「対人的コミュニケーション行動における

メカニズムをより綜合的に理解するためには『対人刺激』（Interpersonal stimulus）という全

く新しい構成概念を導入するのが便利である」とし、人と人との相互作用に重点をおき、その
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なかで人と環境との相互作用モデルを提示した。当該仮説は刺激を分類した上で考察をおこな

っており、情報通信機器が多種多様化しているという現実を踏まえると、変容する社会におけ

る対人関係と相互作用とを鮮明、かつ明確にアプローチしていく上で重要な仮説であると考え

られる。

本研究での枠組は、春日（1994）の提示した相互作用モデルに依拠した。相互作用モデルと

は、「生体を『生体というシステム』と、環境を『環境というシステム』の、この二つのシス

テムの相互作用」（春日，1994）のことである。さらに言えば、「生体はその（環境システムの）

刺激を情報処理し、生存にとって最適な状態をもとめて対処しようとする」（春日，1994）と

ころに、当該モデルの特長がある。

当該モデルを本研究の枠組みとして用いると、一つに情報通信機器の情報それ自体が外的刺

激として位置づけられる。ついで生体システムが外的刺激の種類、つまり情報通信機器の特性

に応じて情報処理をおこなうものとして捉えられる。これらにより、対面接触による人とのか

かわりは勿論のこと、様々な情報通信機器を介在させた人とのかかわり、そして情報通信機器

から送られる単なる一方的な刺激などを、外的刺激として同じ俎上に載せることができる。こ

れを換言すれば、科学技術の発展に伴う環境システムの変化に適応しようとする、生体システ

ムにおける情報処理の変容について考察していくことを可能にするのである。

2）刺激の分類

相互作用モデルについて述べてきたが、ここではシステム間で行き交う刺激について定義づ

けていく。相互作用モデルで扱われる刺激という概念は、それぞれ異なる特質によって分類さ

れる。そもそも、刺激と生体との関係は「『対人知覚』を明確に情報処理モデルのなかに位置

づけて生体へのインプットとしての刺激の質と、その刺激の生体内情報伝達と情報処理過程、

その結果の生体からのアウトプットとしての行動性を総合的にとらえ」（春日,1987）られる。

対人刺激は、春日（1987）によれば、直接的対人刺激、間接的対人刺激、概念的対人刺激の
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Fig.1　「『対人刺激』仮説」（春日，1987）の刺激分類�



3つに分けられる（Fig.1）。対人状況で生（live）の対人刺激に直面する場合が直接的対人刺激

であり、写真やテープの声、映像などは間接的対人刺激となる。この間接的対人刺激は直接的

対人刺激ではないものの、物質が対人刺激の特性をもつ、としている。また、間接的対人刺激

が概念化されたものを、概念的対人刺激である、というのである。

刺激分類に続いて、言語について取り上げる。というのは、情報通信機器を介した人と人と

のかかわりでは言語が不可欠であり、ましてや本研究が「『対人刺激』仮説」（春日，1987）に

着目した研究であることから、当該仮説の相互作用モデルにおける言語という刺激そのものが

どのように位置づけられているのかを明確にすることも求められるためである。春日（1999）

によれば、言語は、ポジティブな情動と連合して獲得される。ポジティブな情動とは、安心感、

幸福感、喜びであり、この逆のネガティブな情動とは、不安感、悲しみ、恐怖などである、と

している。つまり、対人刺激における言語とは情動と連合するのであり、情動には表情やしぐ

さなども含まれるものとして捉えられる。この点について春日（1999）は、言語刺激と非言語

刺激とに分けて見解を示している。それによれば、言語刺激と非言語刺激は、対人刺激として

同時に発信され、異なる感覚の受容器からモダリティに従い、二つの異なるチャンネルに入力

される。意味情報が異なるものとして処理された場合には、意味情報の間にズレが生じて、相

手が何を伝えようとしているのかが理解し難い状況となる、としている。当該仮説の見解に基

づくと、直接的対人刺激でさえ、意味情報の間でのズレによってコミュニケーションが成立し

ないこともあり得るのであり、間接的対人刺激となれば、なおさらのことコミュニケーション

が成立し難くなると想定できる。次項では、本研究の中心となる間接的対人刺激の質的側面に

触れていく。

3）間接的対人刺激の分類

対人刺激の一つである、間接的対人刺激にも質的な違いがある。「『対人刺激』仮説」（春日，

1987）では、概念化されるにとどまっており詳細には扱われていない。現在における情報通信

機器は多種多様化し、情報通信機器の特性それ自体が、間接的対人刺激の質的な違いとなって

反映されている。われわれを取り巻く生活環境が情報過多によって混沌としており、こうした

現状を捉えるためには、情報通信機器の特性に合わせて、間接的対人刺激を分類していく必要

がある（Table 1）。

携帯電話やパソコンを利用したコミュニケーションにおける間接的対人刺激は、言語刺激の

みである。電話機による音声を介した会話もそれと同じ刺激である。文字と音声との違いは、

その刺激を視覚や聴覚といった感覚受容器のどちらが主となるのか、といったことのみである。

また、電話やチャットであれば双方向性、電子メールとなれば単方向性といった特性がある。

ついで、テレビによる間接的対人刺激は、言語刺激とモノ刺激による相互作用であり、単方向

性を特性とする。さらに、ゲームによる間接的対人刺激は、言語刺激と、キャラクタなどのモ
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ノ刺激による相互作用が図られ、双方向性といった特性にある。このように間接的対人刺激は

3つに分類される。モノ刺激とは、春日（1999）は無機物の刺激としているが、本研究では無

機物の刺激に加えて、情報通信機器に映し出される有機物・無機物の全てとしている。

ここでインターネットそれ自体は分類の一つに加えるべきでないかという疑問を抱くかもし

れない。しかしながら、インターネットは、その利用の仕方によって間接的対人刺激の特性が

随時変わる。オンライン・ゲームには、ネットに接続しないゲームと同様に、言語刺激、モノ

刺激、そして同時性のある双方向性という特性が加わる。チャットの特性では、それらのうち

のモノ刺激が欠落した言語刺激、同時性を伴う双方向性となる。また、掲示板は非同時性であ

り、言語刺激、画像を含む場合にはモノ刺激が加わった単方向性の特性となる。そして電子メ

ールでは言語刺激を主体とした、非同時性の単方向性といった特性となる。

電子メールで使用されている「顔文字」と称されるものは一見すると、送り手の表情を表出

している、非言語刺激として捉えられるかもしれない。しかし、「顔文字」はモノ刺激でもな

く、あくまで文字と記号で構成されたモノ刺激「的」なものとして捉えられる。こうしたこと

より、インターネットを間接的対人刺激の分類の一つに掲げてしまうと、間接的対人刺激の分

類それ自体をグレイゾーンに押し遣ることとなる。それゆえ、ここではあえてインターネット

を間接的対人刺激の分類の一つとしなかった。

4）刺激の変換プロセス・モデル

情報通信機器の利用に伴う刺激の変換プロセスは、前項の間接的対人刺激の新たな分類に続

き、本研究によって新に加えられたモデルである（Fig. 2）。われわれが対面接触でおこなって
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言語刺激�非言語刺激�モノ�刺激� 単方向性�双方向性�

対人接触�による�会話� ○� ○� ×� ×� ○�

電話�・�携帯電話�による�会話� ○� ×� ×� ○�a ○�

テレビ�（映像・音声）� ○� ×� ○� ○� ×�

オフラインゲーム� ○� ×� ○� ×� ○�

インターネット� ○� ×� ○� ○� ○�

Table 1　間接的対人刺激を中心とする対人刺激の分類�

注）電話・携帯電話による会話には、電子メールの利用が含まれている。ただし、電子メールによるコミュニケー�
　　ションは、非同時性であり、インターネットの掲示板と同様の刺激である。それゆえに、単方向性となる。�

【 直接的対人刺激 】�

【 間接的対人刺激 】�



いる情報伝達の仕組みは、情報通信機器の利用によって根本的に変えられてしまうと言わざる

を得ない。情報通信機器を介すことによって、直接対人刺激は簡素化された刺激へと変換され

るのである。

はじめに直接的な対面接触について触れると、前述の通り、人が発する刺激は直接的対人刺

激となる。直接的対人刺激を受ける者の生体システムでは、言語刺激と非言語刺激が認知情報

や情動情報として処理される。本来であれば、この積み重ねによって、認知的な能力や、他者

との信頼関係を築く上で最も大切な情動が育まれることとなる。ところが、情報通信機器を介

したコミュニケーションになると、非言語刺激は情報通信機器の特性によって、消滅、あるい

はモノ刺激となる。それゆえに認知情報の処理能力は長けるようになっても、他者のしぐさや

表情といった非言語刺激の受容量が激減するばかりに、その刺激を情動情報として処理する機

会さえも奪ってしまうこととなる。

そこで、前項の間接的対人刺激の分類と刺激の変換プロセス・モデルを重ね合わせてみてい

く。電話や携帯電話、そしてパソコンによる電子メールでは文字や音声のみとなり、非言語刺

激は完全に消滅する。テレビ、ゲーム機、パソコンの利用に際しては、言語刺激と共に、非言

語刺激が対人刺激の特性を有しながら映像や画像といったモノ刺激に変換された刺激として、

生体システムに受容される。

春日（1994）によれば、直接的対人刺激では、生体内における感覚の受容器のすべてが働く
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ようになっている。しかし、間接的対人刺激では、生体内における感覚の受容器のなかでも、

働く受容器は主として2つのみとなる。情報通信機器の画面に情報が映し出されれば、その刺

激に対して、視覚が中心となって働き、音声が伝達される場合には、それに聴覚が加わる。間

接的対人刺激を受ける側が、コンピュータを使用すればキーボードやマウスを、ゲームであれ

ばコントローラを操作するため、視覚、聴覚、触覚のみが働くこととなる。つまり、ゲーム機

を含む情報通信機器を介したコミュニケーションとなると、送り手の存在は言語刺激やモノ刺

激のみで伝えられ、感覚受容器も視覚、聴覚、触覚だけとなる。情報通信機器による刺激の変

換は、刺激を簡素化するばかりか、感覚受容器の働きさえ、一部のみのごく限られたものにし

てしまうのである。

3．目的・仮説

本研究では、間接的対人刺激の分類を新たにおこなった上で、新たなモデルを提示し、本研

究が依拠した当該仮説のモデルを発展させた。情報通信機器が必要不可欠となった環境のなか、

人と情報通信機器との関係性がそのまま人間関係にも反映され、「面倒になれば、スイッチを

押して関係を断ち切ることができる」（小此木，2000）など、若者の対人関係の希薄化などが

危惧されている。当該モデルに則って、データを収集し、かつ分析することを通して、その危

惧されている問題を、違う観点から捉えていく必要もあるのではないかと考える。そこで、本

研究では、発展させたモデルの検証と、このモデルを通して、情報通信機器を不可欠とする生

活環境とのかかわりについて、現状そのものを捉えなおすことを目的とする。現代社会におい

て浸透する、機器を介したコミュニケーションと生身の人間同士によるコミュニケーションと

を検討していくことは、われわれが外界の刺激、つまり間接的対人刺激をよりよく活用してい

かざるを得ない状況を鑑みても意義がある。

本研究の仮説は次の通りである。間接的対人刺激の分類によれば、単方向性を特性とする情

報通信機器の利用と、双方向性の特性にある情報通信機器の利用とでは、それらの特性の違い

が、日常生活での対人コミュニケーションのあり方に反映されている。とりわけ、双方向性の

機器を利用しているといえども、対象が人であるのと、ゲーム・キャラクタ等のモノであるの

とでは、対象の違いが自己開示といった対人スキルに反映される。この仮説を検証することは、

情報通信機器を利用しながらも、人との「絆」や「信頼」関係をいかに築くか、という現代社

会が抱える問題に取り組む上で、大いに役立つといえる。

Ⅱ　方法

1．調査対象者とその選考理由

調査対象は高校生とした。対象とした理由は主に3つある。1つは、調査対象者のすべてが、
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家族から自立する手前の段階にあり、家族集団、および学校集団という、共通した2つの集団

に所属していることである。2つめは、10代が年代別にみても、情報通信機器を利用したコミ

ュニケーションの対象枠を広げていることである（東京大学社会情報研究所，2001；野村総合

研究所，2002）。3つめは、情報通信機器の技術発展と共に生育していることである。テレビは

勿論のこと、任天堂株式会社のファミリーコンピュータが2003年に20周年を迎えるなど、彼

らの周辺には、生まれながらにしてゲーム機が存在している。また、ここ数年の間に、一般的

に普及した携帯電話、パーソナルコンピュータなどが生活環境における身近なコミュニケーシ

ョンツールとして利用可能な状況にある。こうした、彼らを取り巻く生活環境をも重視した上

で、高校生を対象とした。

調査の対象者は首都圏に位置する3校の高校の生徒である。A高校は都内における男女共学

校であり、B高校も都内に位置する男子校である。C高校は東京都の隣県にある女子校である。

学力の差が回答に偏りとして反映されぬような高校を選定した。3校とも入試における合格率

80パーセント以上の偏差値は55-65の範囲にあり、卒業生の大半は首都圏の大学や短大に進学

している。また、クラブおよび部活動も盛んな高校である。つまり、調査対象者は進学面、部

活動面において特別に秀でた有名高校ではなく、中堅に位置づく高校の生徒である。

2．調査方法・手続き

調査票は6つの設問から構成されており、それらは2つに大別できる。一つは調査対象者の

生活環境と情報通信機器の利用状況を把握するための設問である。家族構成をはじめ、悩みが

ある際の相談相手や日常生活の過ごし方、そして情報通信機器の所有や利用に関する質問項目

を設けた。

もう一つは対人コミュニケーションに関する質問紙である。対人スキルを測定するために菊

池（1988）による「KiSS-18」を基にして、それの質問意図を歪曲せずに加筆および修正を加

えた。質問項目は18項目・5段階尺度（1-5点）である。この尺度の合計得点が高い者は対人

関係においても積極的な傾向にある。

前述した3校にて調査票を配布し、回収をおこなった。配布部数は596部であり、回収もま

た596部と回収率100.0％であった。だが実際には、無効回答が2割強を占めている。調査の実

施にあたって、授業時間等が利用されることもあり、教員が存在するなかでの回答状況にあっ

た。しかしながら、教員には調査の実施前に、回答を強要するものではないことを断っており、

質問項目の3分の1程度に止まる回答も多々あった。

回収した調査票は、精査を通じて有効回答と無効回答とに分別された。その結果、有効回答

数は460部となり、無効回答数136部（男性59，女性73，不明4）であった。調査全体での有

効回答率は77.2％（A高校72.9，B高校83.7，C高校73.7）であった。その結果、分析の対象者

数は460名（男性226，女性234）となった。内訳はA高校が129名（41，88）、B高校が185名

横内：コンピュータによる情報伝達体験と対人関係能力
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（185，0）、C高校が146名（0，146）である。また、対象者の年齢は高校1-3年生と、15-18歳

であり、平均年齢は16.5歳であった。

Ⅲ　結果・考察

1．情報伝達体験と電子機器の所有

情報伝達体験と電子機器の所有について、全体的傾向を把握する。情報伝達体験は、460名

中457名が体験したことがある、と回答した。これは携帯電話、パソコン、オンライン・ゲー

ムのいずれかを体験したか否かについて、体験したと回答したものである。情報伝達体験にお

いて付言すべきことがある。460名中3名が3項目のいずれも体験していないと回答したものの、

彼らは学内において「情報」という授業科目をとっており、電話回線に接続されたパソコンを

利用したメディアリテラシーを学んでいる過程にある。このことから、日常生活場面では体験

がない、との回答が得られたものの、調査対象者のすべてが情報伝達体験をしている、といえ

る。

つぎに、調査対象者の電子機器の所有状況である。テレビ、ビデオ、パソコン、家庭用電話

機は90％以上が自宅にある、とした。またゲーム機は90％弱であった。自室への設置では、

テレビとゲーム機が4割弱であった。パソコンと家庭用電話機は、4人に1人が自室に置いてい

る。携帯電話機の所有は460名中408名と、約9割が自分の持ち物としている。これらのことか

ら、調査対象者は自宅においても情報通信機器が利用可能な状況にあり、間接的対人刺激にさ

らされた生活環境にある、といえる。

2．日常生活のタイプ別にみた対人関係能力

1）日常生活の過ごし方によるタイプ分類

間接的対人刺激にさらされた生活環境にあることが把握されたことを受けて、間接的対人刺

激に係る量的な分析を進めていく。これに先立って、タイプ分類をおこなった。分類の基準は、

間接的対人刺激の分類を加えた、日常生活の過ごし方として何を優先させるかである。

まず、前述した間接的対人刺激を3つに分類したことを踏まえて、タイプ分類をした。情報

通信機器を介した会話が優先されるタイプ（間接的会話タイプ，68名）、テレビの視聴を優先

した過ごし方をするタイプ（テレビタイプ，113）、そして電話回線に繋がれていない、オフラ

インの状態にあるゲーム機の利用を優先したタイプ（ゲームタイプ，22）の3つのタイプであ

る。この他、塾や予備校、そして部活動といった、学校生活の延長線上に位置づけられるタイ

プ（学校関連タイプ，180）、学外において、友人や知人と過ごすことを優先させるとした、直

接的な対人接触をおこなうタイプ（直接的会話タイプ，59）である。学外の過ごし方には個人

差があることも考え、上記5つのタイプのどれにも該当することのない、その他のタイプ（18）
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も加えた。このタイプの過ごし方として、音楽（バンドグループ）や読書などがあった。

なお、直接的会話タイプと間接的会話タイプは、調査票において「人との会話」という項目

が基となっている。「人との会話」では、直接的対人接触による会話もあれば、携帯電話やパ

ソコンによる電子メールなども含まれている。そこで、会話に費やす時間のうち、9割以上を

電子メールやチャット等といった情報通信機器の使用時間にあてている者を間接的会話タイプ

とした。この分け方について、妥当であるか否かを確認するため、改めて分析をおこなった。

タイプ別にみた電子メールの使用時間についての一元配置分散分析の結果、タイプ間に大き

な有意が示された（F(5,383)=13.467，p<.01）。Scheffe法を用いた多重比較によると、間接的会

話タイプ（M=3.74，SD=1.26）は、直接的会話タイプ（M=2.39，SD=0.65）とに大きな有意差

があった。これにより、「人との会話」は、直接的会話タイプと間接的会話タイプとに二分す

ることが可能である、といえる。さらに、間接的会話タイプは、テレビタイプ（M=2.77，

SD=1.03）、学校関連タイプ（M=2.67，SD=0.96）とに大きな有意な差があり（MSe=1.031，

p<.01）、その他のタイプ（M=2.55，SD=1.21）とも有意差があった（p=.024）。ゲームタイプ

（M=2.80，SD=1.15）とでは有意傾向が示された（p=.064）。直接的会話タイプ以外にも有意差

は示されており、間接的会話タイプの会話それ自体が機器の使用を中心としたものである、と

いえる。

最後に、タイプ分類における性差の問題についてである。性差の分析として、Pearsonの 2|

検定をおこなった結果、有意差が示された（
2| (5)=14.152，p<.05）。さらにこの性差に関して、

残差の分析をおこなった（Table 2）。

この結果、直接的会話タイプとゲームタイプのそれぞれに残差の有意差があり、他の3つの

タイプには有意な差が示されなかった。直接的会話タイプはマイナスに有意であり、ゲームタ

イプではプラスに有意であることが示された。つまり、直接的会話タイプは女性が多く、ゲー

ムタイプでは男性が多いといえる。しかしながら、本研究では性差の違いに重点をおいて分析

にあたっているのではなく、研究の目的と性差とを照合した場合、性差がそれに歪みを与える

こととして捉えていない。というのは、個々の対象者がいかなる刺激の相互作用にあるのかを

重視した研究だからである。それゆえ、タイプごとの検討に際して、性差を問わずに分析を進

めていくこととする。

2）直接的対人刺激の相互作用

非言語刺激を含む直接的対人刺激の相互作用について分析をおこなった。この相互作用とは

身体が不調となり他者にそれを訴える行為や、悩みを抱えた場合の相談そのものである。分析

にあたっては各場面においてタイプ別に、家族と友人のそれぞれに対して相談するか否かにつ

いて、Pearsonの 2| 検定をおこなった（Table 3）。

検定の結果、友人・知人から悩みを打ち明けられ、自分では解決できない場合における、友
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人への相談について有意差が示された（
2| (4)=11.952，p<.05）。さらに友人への相談に関して

残差の分析をおこなった（Table 4）。

残差分析の結果、間接的会話タイプとゲームタイプのそれぞれの残差に有意差があり、他の

3つのタイプは有意になかった。間接的会話タイプはプラスに有意であり、ゲームタイプでは

マイナスに有意であることが示された。このことから、友人・知人から悩みを打ち明けられ、

自分では解決できない場合、間接的会話タイプでは友人・知人の問題を、さらに他の人に相談

することによって問題に対処している。また、ゲームタイプでは、自分で解決できないにもか

かわらず、他者の意見を求めて対処しようとしないところがある、といえる。

3）対人コミュニケーション

対人コミュニケーションに関して因子分析をおこない、ついでタイプ別の対人スキル尺度の

総得点について分析をおこなった。はじめに、オリジナル尺度18項目の因子分析（主成分分

析、バリマックス回転）である。因子を抽出する基準は固有値1以上として、4因子が抽出さ
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男性� 女性� 合計�

度数� 23 36 59

期待度数� 29.0 30.0 59.0

調整�された�残差� - 1.7 1.7 *

度数� 28 40 68

期待度数� 33.4 34.6 68.0

調整�された�残差� -1.4 1.4

度数� 51 62 113

期待度数� 55.5 57.5 113.0

調整�された�残差� -1.0 1.0

度数� 17 5 22

期待度数� 10.8 11.2 22.0

調整�された�残差� 2.7 ** - 2. 7

度数� 96 84 180

期待度数� 88.4 91.6 180.0

調整�された�残差� 1.4 -1.4

度数� 226 234 460

期待度数� 226.0 234.0 460.0

*p<.05 ，�**p<.01

合�　�計�

テレビタイプ�

学校関連�
タイプ�

ゲームタイプ�

Table 2　性差についてのタイプ別残差分析結果�

直接的会話�
タイプ�

間接的会話�
タイプ�

**

*
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*p<.05, a. 一つのセルのみが期待度数5未満（全セルの10.0％）, df=4

Table 3　ケースごとの |2 検定結果�

ケース�
|2値�

家族への相談� 友人への相談�

１）体調が悪い場合 6.445a  2.513�

２）自分の外見や体のことに悩んだ場合 5.104  4.751�

３）勉強がうまくいかない場合 2.300  7.023�

４）進路を決める場合 8.080  5.474�

５）部活動やサークル活動の人間関係が�
　　うまくいかない場合 4.025  4.856�

６）友人・知人から悩みを打ち明けられ、�
　　自分では解決できない場合 3.262 11.952＊�

相談�する� 相談�しない� 合計�

度数� 29 29 58

期待度数� 31.34 26.66 58.0

調整�された�残差� -0.66 0.66

度数� 44 23 67

期待度数� 36.21 30.79 67.0

調整�された�残差� 2.08* - 2. 08

度数� 61 48 109

期待度数� 58.91 50.09 109.0

調整�された�残差� 0.47 -0.47

度数� 5 16 21

期待度数� 11.35 9.65 21.0

調整�された�残差� - 2. 85 2.85 **

度数� 95 83 178

期待度数� 96.19 81.81 178.0

調整�された�残差� - 0. 23 0.23

度数� 234 199 433

期待度数� 234.0 199.0 433.0

*p<.05 ，�**p<.01

ゲームタイプ�

合�計�

学校関連�
タイプ�

Table 4　友人への相談についてのタイプ別残差分析結果�

直接的会話�
タイプ�

間接的会話�
タイプ�

テレビタイプ�

*

**



れた。Table 5 にその結果を示した。因子間の相関係数は.353-.681であった。

第1因子は、「知らない人とでも、すぐに会話が始められる」をはじめ、「初対面の人に、自

己紹介がうまくできる」や「自分の感情や気持ちを、素直に表現できる」という項目が含まれ

ていた。これらを踏まえると、“自己開示”に関する因子であると考えられた。これにより、"

自己開示スキル"と命名した。

第2因子では、「勉強をするとき、何をどうやったらよいのか手順を決める」「仕事の目標を

たてるのに、あまり困難を感じない」「仕事が進まないとき、どこに問題があるか見つけるこ

とができる」といった項目が含まれていた。これらにより“問題発見・計画”に関する因子で

あると考えることができる。これを“問題発見・計画スキル”と呼ぶこととした。

第3因子は、「気まずいことがあったとき、相手と和解する」「友人が何かに対して怒ってい
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No. 質問項目� F1 F2 F3 F4

5 知�らない�人�とでも�、�すぐに�会話�が�始�められますか� .78 .04 .08 .11

15 初対面�の�人�に�、�自己紹介�が�うまくできますか� .72 .10 .12 .26

10 他人�が�話�しているところに�、�気軽�に�参加�できますか� .67 .23 .12 -.04

13 自分�の�感情�や�気持�ちを�、�素直�に�表現�できますか� .63 .06 .17 .08

6 周�りの�人�たちとの�間�で�トラブル�が�起�きたとき�、�
それに�何�かと�対処�できますか� .42 .32 .27 .25

9 勉強�をするとき�、�何�をどうやったらよいのか�手順�を�決�めますか� -.09 .72 .09 -.13

18 仕事�の�目標�をたてるのに�、�あまり�困難�を�感�じない�方�ですか� .22 .62 -.08 .25

12 仕事�が�進�まないとき�、�どこに�問題�があるか�見�つけることが�
できますか� .07 .62 .04 .27

7 不安�を�感�じたとき�、�その�不安�を�解消�できますか� .23 .54 .17 .21

2 他人�にやってもらいたいことを�自分�から�説明�しますか� .37 .45 .05 -.21

8 気�まずいことがあったとき�、�相手�と�和解�しますか� -.04 .11 .79 .21

4 友人�が�何�かに�対�して�怒�っているとき�、�その�人�をなだめますか� .24 .03 .69 -.10

3 他人�の�困�っている�姿�を�見�たとき�、�その�人�を�助�けますか� .37 .10 .58 -.11

16 何�か�失敗�したときに�、�すぐに�謝�ることができますか� .11 .03 .51 .35

17
周�りの�人�たちが�自分�とは�違�った�考�えをもっていても�、�
うまくやっていけますか� .29 .06 .16 .58

14
あちこちから�矛盾�した�話�が�伝�わってきても�、�
自分�なりに�判断�して�処理�できますか� .22 .31 .09 .55

1 他人�と�会話�が�途切�れないように�気�をつかいますか� .27 .10 .26 -.50

11 相手�から�非難�されたとき�、�感情的�にならずに�
それを�受�け�止�められますか� .07 .30 .17 .42

Table 5　対人スキル尺度の因子分析結果�



るとき、その人をなだめる」「他人の困っている姿を見たとき、その人を助ける」といった項

目である。こうした項目により、“トラブル解消”に関する因子であると考えられた。これを

踏まえて、“トラブル解消スキル”と名づけた。

第4因子では、「周りの人たちが自分とは違った考えをもっていても、うまくやっていける」

「あちこちから矛盾した話が伝わってきても、自分なりに判断して処理できる」「相手から非難

されたとき、感情的にならずにそれを受け止められる」という項目である。これらにより、

“状況判断”に関する因子であると考えられた。そこで、これを“状況判断スキル”と命名し

た。

以上の手続きにより、4つの下位尺度、計18項目からなる尺度を、以後"対人スキル尺度"と

呼ぶこととする。なお、対人尺度の下位尺度得点は、単に各因子を構成している項目得点を足

し合わせることにより求められる。

下位尺度の信頼性の検討である。a係数を算出したところ、第1因子が.624、第2因子が.761

と、それぞれ高い値を示した。しかしながら、第3因子と第4因子は a係数が.60を下回る結果

であった。それゆえ、本研究では、この4因子のうち、第1因子と第2因子の下位尺度得点をも

とに、6つのタイプ間の比較をおこなった。

まず、自己開示スキルについて一元配置分散分析をおこなった。その結果、タイプ間に有意

差が示された（F(5,454)=2.59，p<.05）。Scheffe法を用いた多重比較によると、間接的会話タイ

プ（M=16.65，SD=3.89）がゲームタイプ（M=13.50，SD=5.25）よりも有意に大きかった

（MSe=14.68，p<.05）。

間接的会話タイプとゲームタイプは、双方向性という同じ特性の情報通信機器を優先させた、

日常生活の過ごし方である。とはいえ、それらはコミュニケーションの対象の違いが自己開示

スキルに結果として表れたと考えられる。間接的会話タイプは人を対象とし、顔の見えないコ

ミュニケーションを図るなかで、自分自身のことを相手に伝達する術を身についているのでは

ないかと考えられる。また、ゲームタイプでは、ゲーム開発者によって作り出されたモノを対

象とし、自分自身について何かを相手に伝えるという思考や行為を必要としないのではないか、

と思われる。

次に、問題発見・計画スキルについての一元配置分散分析である。その結果、タイプ間には

有意差が示されなかった（F(5,454)=1.38）。このことから、問題発見・計画スキルにおける6つ

のタイプは等質であったといえる。つまり、日常生活の過ごし方、および情報通信機器の特性

の違いが、物事の手順や、目標を立てる困難さとは関係しない、と考えられる。

最後に対人スキル尺度の総得点をみていく。対人スキル尺度のベースとなった「KiSS-18」

（菊池，1988）において、合計得点が高いほど、対人関係において積極的な傾向があり、対人

スキルが身についていることを示している。6つのタイプ間を比較する上で、総得点の一元配

置分散分析をおこなった。その結果、タイプ間に有意な差が示された（F(5,454)=3.41，p<.01）。

横内：コンピュータによる情報伝達体験と対人関係能力

107



Scheffe法を用いた多重比較によると、間接的会話タイプ（M=62.24，SD=9.54）がテレビタイ

プ（M=57.66，SD=9.17）よりも有意に大きかった（MSe=78.548，p<.05）。また、間接的会話

タイプとゲームタイプ（M=55.18，SD=10.48）とに有意な傾向が示された（p=.064）。

対人スキル尺度得点の結果より、間接的会話タイプとテレビタイプとに有意差があったのは、

情報通信機器の特性が双方向性であるか、単方向性であるかの違いが反映された、といえる。

つまり、間接的会話タイプは機器を介した相互作用であり、テレビタイプは発信者からの情報

を、単に一方向的に受容するという、これらの違いが対人スキルに表れたと考えられる。

タイプ間分析の結果、単方向性や双方向性といった特性の違いが対人スキル得点に反映され

た。また、同じ特性にある双方向性の機器を利用しているとはいえ、人やゲーム・キャラクタ

といった対象の違いが自己開示スキルにも反映された。こうした結果により、本研究における

仮説は支持された、といえる。

Ⅳ　総合的考察

前章までの、日常生活の過ごし方を基にしたタイプ分類と対人コミュニケーションの分析結

果からは、対面接触を主とする直接的会話タイプよりも、情報通信機器の利用頻度が高い、間

接的会話タイプの方が対人関係能力を維持・伸長させている、という傾向が得られた。さらに

間接的対人刺激の質の違いが、対人コミュニケーションのあり方にも反映される、という結果

も得られた。この結果より、2つのタイプが対人関係能力において対照的であった。そこで、

本章では対人刺激の変換プロセス・モデルの検証として、この2つのタイプに注目して考察を

おこなう。

間接的会話タイプは6タイプのなかで、対人スキル尺度得点、および自己開示スキル得点が

一番高い値を示した。さらに、友人・知人から悩みを打ち明けられて自分では解決できない場

合に、友人・知人の問題を、さらに他の人へ相談を持ちかけるかたちで対処している。一方の

ゲームタイプでは、友人・知人から悩みを打ち明けられて自分では解決できない場合でも他者

に意見を求めるなどして対処しようとはせず、ましてや自己開示スキルも6タイプのなかで一

番低い値であった。

対人刺激の変換プロセス・モデルに基づけば、前述の通り、ゲーム機の利用者は、モノ刺激

と言語刺激を受容して情報処理をおこなっている。刺激の簡素化に伴う、限定された感覚受容

器の働きを基にした相互作用が積み重なれば、刺激の受け手となる生体内の情報処理はより偏

ったものとなる。坂本（2001）によれば、大学生以上になると「テレビゲームが友人との会話

における話題を提供するなど、他者との交流を促進する要素」とならず、ゲーム機の利用が

「彼らの共感性を低める可能性がある」と指摘している。つまり、ゲーム機の利用に際しては

非言語刺激が消滅しモノ刺激が付加されてしまうために、情動情報の処理能力が低下すること
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自体、本質的に否めないのである。対面接触の質・量が共に乏しい生活環境の下、情報通信機

器を介した人とのかかわりを主とすれば、生体システム内の情報処理能力の偏りはゲーム機の

利用と何ら変わらないであろう。

しかしながら、情報通信機器の利用それ自体は間接的会話タイプでみられたように、対人関

係能力に対して一概には悪影響をもたらす、とはいえないのである。坂本（2001）も、高校生

以下ではゲーム機の利用もそれを話題に他者との交流を促進する、という見解を示している。

つまり、ここで大事なのは、情報通信機器を利用しながらも日常生活での対面接触を通じて、

言語刺激と非言語刺激の受容による情動情報の処理能力をいかに高めていくかである。

本研究の分析対象は全日制課程の高校へ通学している生徒である。それにもかかわらず、対

人関係能力に2つの対照的なタイプが抽出された。調査対象者の枠を拡げ、ひきこもりの状態

にある同年代の者も含めた場合、提示したモデルは、より鮮明なものとして検証されたであろ

う。とはいえ、モデルの精緻化を図るには、情動情報をはじめとした春日（1987）に基づく概

念を、様々な研究領域からアプローチし、かつ独自に再考していくことが今後の課題として指

摘できる。また、情報が日常生活に埋没していればこそ、情報通信機器を利用する誘因とは何

であるのか、個々の心理的な側面を具に探究していく必要もある、といえる。
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