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原　著

中学生におけるストレスマネジメントの変容ステージと 
意思決定バランスの尺度開発

工藤　晶子*₁・野津　有司*₁

目的： 本研究は，中学生のストレスマネジメントの変容ステージと意思決定バランスを把握する尺度を作成
し，その信頼性および妥当性を検討することを目的とした．

方法： 尺度の信頼性と妥当性を検討するため，₂₀₁₀年₁₀月から₁₂月に神奈川県の中学校 ₇ 校の ₁ ～ ₃ 年生
₁,₅₃₃名を対象に，無記名自記式質問紙調査を実施した．変容ステージについては，ストレス反応得
点との関係から妥当性を検討した．意思決定バランスは，因子分析による項目選定の後，内的整合
性，検証的因子分析，変容ステージとの関係から，尺度の信頼性と妥当性を検討した．また，₁₀₁名
を対象に ₁週間間隔による再テスト法を実施した．

結果： ストレスマネジメントの変容ステージの再テストはκ 係数₀.₆₀，一致率₇₃.₅％であり，概ね再現性が
確認できた．また，ストレス反応得点との関係を検討したところ，前熟考ステージと比較して実行ス
テージおよび維持ステージのストレス反応得点は低値を示した．ストレスマネジメントの意思決定バ
ランスは，探索的因子分析の結果，利益 ₈項目（α＝₀.₈₉）と負担 ₈項目（α＝₀.₈₅）から成る ₂因子
構造が得られた．検証的因子分析において，概ね許容できる適合度指標が得られた（CFI＝₀.₉₄，
GFI＝₀.₉₃，AGFI＝₀.₉₀， RMSEA＝₀.₀₇）．また，一元配置分散分析の結果，利益，負担の尺度得点
には，ステージによる差が確認され（P＜₀.₀₅），TTMの理論に合致した結果が得られた．なお，再
テスト信頼性係数は，利益₀.₅₄，負担₀.₅₈であり，いずれも有意の中程度の相関が示された．

結論： 開発したストレスマネジメントの変容ステージと意思決定バランス尺度は，信頼性が概ね確認でき
た．また，妥当性については部分的に確認ができ，本尺度の使用の可能性が示された．
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Ⅰ　緒　　言

　中学生の学校不適応や心身症状に対しては，心
理的ストレスの観点からの研究が多く行われてい
る．これらの研究の成果をもとに学校におけるス
トレスマネジメント教育プログラムの開発が試み
られており，その中で学級集団を対象にした教育
プログラムでは，ある程度の有効性が示されてい
る．しかし，介入前の生徒の特徴等によって介入
効果に差が見られるなど，その限界についても報

告されている₁-₂）．学級単位の集団社会的スキル訓
練では個人の特性に応じた個別の配慮も必要であ
る₃）という指摘があり，ストレスマネジメントで
も個人の特性に配慮した教育プログラムが必要で
あると考えられる．しかし，我が国のストレスマ
ネジメント教育プログラムおいては，参加者の
ニーズに応じて介入内容を変えて実施しているも
のは見られず，今後は集団を対象としながらも個
別最適化されたストレスマネジメント教育プログ
ラムの開発が必要であると指摘されている₄）．
　そこで，本研究では，行動に対する個人の準備
状況に応じて，介入する内容を対応させることが
効果的であると唱えられている transtheoretical 

model（以下TTM）に注目した．TTMはProchaska
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らによって提唱されたモデルであり，₃₀₀以上の心
理療法を系統的に統合したものである₅）．従来，
個人の行動変容を目的として発展してきたモデル
であるが，近年では，対象者を変容ステージに応
じたグループに分けた介入においても効果をあげ
ている₆）．
　TTMは変容ステージ（stages of change），変容
プロセス （processes of change），意思決定バランス
（decisional balance），自己効力感（self-efficacy）₅）

の ₄ つの理論的構成概念が系統的に統合されてい
る包括的なモデルである．変容ステージは，TTM

の中心的構成要素であり，個人の過去および現在
の行動の実施状況や将来の行動変容の意図を基に
₅ つの独立したステージに位置づけるものであ
る．意思決定バランスは，その行動を起こすこと
による個人の利益（pros）と負担（cons）のバラ
ンスであり₇），行動を変容させることの重要性の
認知である．人々は新しい行動を実行するとき，
その行動による利益と負担を考え，利益が高く評
価された場合に行動を実行するため，TTMを用い
て行動変容を進めていく上では，意思決定バラン
スに注目することが効果的であると考えられる．
　TTMを適用した介入を行う場合には，その行動
に対する現在の準備状態を把握し，介入の効果を
評価する尺度が不可欠である．しかし，我が国で
はストレスマネジメントの変容ステージに関して
は高齢者を対象としたもの₈），小学生を対象とし
たもの₉），大学生を対象としたもの₁₀）が開発され
ているにとどまっている．また，ストレスマネジ
メントの意思決定バランス尺度においては，信頼
性および妥当性が確認された尺度は未だ報告され
ていない．そこで本研究では，中学生のストレス
マネジメントの変容ステージと意思決定バランス
を把握する尺度を作成し，その信頼性および妥当
性を検討することを目的とする．

Ⅱ　方　　法

1．ストレスマネジメントの変容ステージの作成

　Prochaskaらは，多くの人々が特定の行動変容

を計画するのに想定できる将来は ₆ヶ月まで₁₁）で
あるとし，変容ステージ測定に用いる「行動を始
める近い将来」や，「行動が一定期間継続してい
る」ことを確かめるために用いる期間を ₆ヶ月と
している．しかし，米国の ₅年生・ ₆年生を対象
に身体活動の変容ステージを検討した研究₁₂）にお
いては，成人で用いる ₆ヶ月間はこの年代の想起
できる限界を超えているとし，「この₂ヶ月間」を
用いている．本研究においても同様に ₂ヶ月間を
採用した．
　また，測定に使用するストレスマネジメント行
動の定義については，具体的な行動の内容や実施
水準は提示せずに，中学 ₁年生の「心身の機能の
発達と心の健康」の単元の学習で使われる一般的
な保健体育の教科書に用いられている「ストレス
に対処する」という表現を用いた．
　さらに，ストレスマネジメントが行なわれるの
は実際にストレッサーを体験したときやストレス
反応が生じるときである₁₃）ということから，「現
在，ストレスを感じていますか？」という問いを
加えた．その際，ストレッサーが何であれストレ
スを感じている中学生に対して，現在の行動のス
テージを把握するため，ストレッサーは明確に提
示しなかった．
　なお，回答形式は，対象とする行動の定義を挙
げ，各ステージに該当する選択肢を ₁つ選んで回
答する単項目アルゴリズムを用いた先行研究も散
見される₁₀,₁₄）が，Maurielloら₁₅）の ₂ 項選択法を
参考にし，上地ら₉）が小学生の「認知的能力に配
慮」して採用したフローチャート形式を取り入れ
た（図 ₁）．
2 ．ストレスマネジメントの意思決定バランス尺

度の作成

　尺度の作成にあたっては，青少年を対象とした
ストレスマネジメントの意思決定バランス尺度を
開発したMaurielloら₁₅）を参考にした．この尺度
は，「pros」₄項目と「cons」₄項目の計 ₂因子 ₈
項目からなる尺度であり，米国において信頼性お
よび妥当性が確認されている．
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　尺度作成は，以下の手順で進めた．原著者に
e-mailで翻訳の許可を得た後，日本人研究者数名
による和訳を行い，数回の修正を行なった．次に
中学校教諭，養護教諭らにより，項目の中学生へ
の適切性を検討した．
　ストレスマネジメントの意思決定バランスを測
定するにあたっては，ストレッサー場面によって
行うコーピングが異なる₁₆）ことから，内容をある
程度明確にした複数のストレッサーに対する認知
を調査する必要があると考えられる．そのため，
野津らが開発したストレスマネジメントの自己効
力感尺度₁₇）にならって，中学生が体験しやすい
「人間関係」と「性格，体つき，学業成績などの自
分自身の問題」の ₂種類のストレッサーを明示し
た．変容ステージと同様にストレッサーを明確に
しない測定方法も考えられたが，その方法では現

在はストレスを感じていない生徒にとって抽象的
で回答が難しくなるので，その場での認知をイ
メージしやすくするために，具体的なストレッ
サー場面を設定することとした．
　以上の手続きによって，利益に関する ₈項目，
負担に関する ₈項目の合計₁₆項目を準備項目とし
て選定した．なお，回答方法は，とてもそう思う
（ ₁点），ややそう思う（ ₂点），どちらともいえな
い（ ₃点），ややそう思わない（ ₄点），とてもそ
う思わない（ ₅点）の ₅件法を採用した．
3 ．調査の対象および方法

　尺度の信頼性および妥当性の検討のため， ₂₀₁₀
年₁₀月～₁₂月に無記名自記式の質問紙調査を実施
した．
　対象者は，機縁法によって選定され，学校長の
了承の得られた神奈川県内の公立中学校 ₇ 校の

図 1　ストレスマネジメントの変容ステージチャート
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₁ ～ ₃ 年生₁,₅₃₃名とした（回収数₁,₅₃₂　回収率
₉₉.₉％）．性別が不明な ₆名を除いた男子₈₃₈名，
女子₆₈₈名（計₁,₅₂₆名，有効回答率₉₉.₆％）を解
析対象とした（表 ₁）．
　また， ₁週間間隔による再テスト法を神奈川県
内の公立中学校 ₁校の ₁～ ₃年生₁₀₁名を対象に実
施した．その際， ₁回目と ₂回目の調査の回答を
対応させるため， ₁回目の調査時に ₄桁の同一の
ID番号が印刷してある ₂枚のシールを無作為に配
付した．生徒は，そのシールを ₁回目と ₂回目調
査時にそれぞれ調査票に貼り提出した．再テスト
法においては， ₂回のテストのいずれも回答した
男子₅₅名，女子₄₃名（計₉₈名，有効回答率₉₇.₀％）
を解析対象とした．
　調査票は，教師が調査の目的や倫理面への配慮
について説明した後に配付され，回答終了後には
生徒自身がシール付き封筒に入れて密封したうえ
で回収された．なお，本調査は筑波大学人間総合
科学研究科研究倫理委員会の承認を得て実施した．
4 ．解析方法

　ストレスマネジメントの変容ステージについて
は，各ステージにおける人数と「現在は，ストレ
スを感じていない」と回答した人数を算出した．
再現性を確認するために， ₁回目の調査と ₂回目
の調査における回答の一致率を算出するととも
に，Cohenの κ 係数を算出した．また，₅つの変
容ステージと，「ストレスを感じていない」と回答
した群を加えた ₆群に分けて，ストレス反応得点
について分散分析を行い，併存的妥当性を検討し
た．なお，ストレス反応得点は岡安₁₈）が中学生用
メンタルヘルス・チェックリスト（簡易版）の
「ストレス症状」として開発した₁₆項目からなる尺

度を用いて算出した．
　ストレスマネジメントの意思決定バランス尺度
については，肯定的な回答ほど高得点になるよう
にスコア化した．信頼性の検討にあたっては，項
目分析を行った後に因子分析を行い，下位因子の 

Cronbachのα 係数，および ₁週間の間隔による
再テスト係数（ρ）を算出した．また，構成概念
妥当性を検討するために，適合度指標を参考に検
証的因子分析を行った．さらに，変容ステージと
の関係を検討するために，各下位因子の尺度得点
を求め，ステージ別の平均値を比較した．加え
て，利益得点から負担得点を減じた「意思決定バ
ランス得点」を算出し，ステージ別の平均値を比
較した．
　なお，統計上の有意水準はすべて ₅％とした．
統計パッケージは，SPSS Statistics ₁₇.₀ J for Win-

dowsおよび Amos₁₇.₀を用いた．

Ⅲ　結　　果

1．ストレスマネジメントの変容ステージ

₁ ）変容ステージの分布
　ストレスマネジメントの変容ステージの割合は，
前熟考ステージ₁₄.₇％，熟考ステージ₅.₅％，準備
ステージ₈.₆％，実行ステージ₁₇.₀％，維持ステー
ジ₁₃.₈％であった．また，「現在，ストレスを感じ
ていない」という回答は₄₀.₃％であった（表 ₂）．
₂）再現性の検討
　ストレスマネジメントの変容ステージの信頼性
を確認するため，一度目の調査と再テスト時の回
答の一致率を算出した．一致率は，前熟考ステー
ジ₆₀.₀％，熟考ステージ₁₆.₇％，準備ステージ
₆₆.₇％，実行ステージ₇₀.₆％，維持ステージ
₄₄.₄％，「現在，ストレスを感じていない」₉₁.₇％
であり，全体の一致率は₇₃.₅％であった（表 ₃）．
また，Cohenの κ 係数は₀.₆₀であった．
₂）併存的妥当性の検討
　表 ₄にストレスマネジメントの変容ステージと
ストレス反応得点との関係を示した．一元配置分
散分析の結果，有意差が確認された．多重比較検

表 1　解析対象
人（％）

₁ 年 ₂ 年 ₃ 年 全 体

男子 ₂₈₈（₃₄.₄） ₂₇₈（₃₃.₂） ₂₇₂（₃₂.₅） 　₈₃₈（₁₀₀）
女子 ₂₂₃（₃₂.₄） ₂₃₄（₃₄.₀） ₂₃₁（₃₃.₆） 　₆₈₈（₁₀₀）

全体 ₅₁₁（₃₃.₅） ₅₁₂（₃₃.₆） ₅₀₃（₃₃.₀） ₁,₅₂₆（₁₀₀）
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定では，前熟考ステージは実行ステージと維持ス
テージに比して高値であり，熟考ステージと準備
ステージは実行ステージに比して高値であった．
また，「現在，ストレスを感じていない」は，すべ
ての段階のステージに比して低値を示した．
2 ．ストレスマネジメントの意思決定バランス尺度

₁ ）尺度の因子構造と信頼性の検討
　意思決定バランス尺度₁₆項目のすべての項目に
おいて，天井効果や床効果は見られなかった．探
索的因子分析の結果，因子負荷量が₀.₄以下の項目
や二重負荷のかかった項目がなかったため，すべ
ての項目を採用した．次に，スクリー基準により
因子数を検討したところ，初期の固有値の差が，

第 ₁因子と第 ₂因子で₁.₇₄，第 ₂因子と第 ₃因子
で₂.₂₅，第 ₃因子と第 ₄因子で₀.₃₃であり，第 ₂
因子までを採用することが望ましいことが示され
た．さらに，因子の解釈可能性の観点からも ₂因
子解が最適であると判断した．そこで， ₂因子を
仮定して，主因子法プロマックス回転による因子
分析を行い， ₂因子₁₆項目からなるストレスマネ
ジメントの意思決定バランス尺度が抽出された．
累積寄与率は₅₃.₇％であった．抽出された因子と
それらに含まれる項目，因子負荷量および因子間
相関行列をまとめたものが表 ₅である．第Ⅰ因子
には ₈項目が含まれ，ストレスマネジメントの利
益を表す項目群であった．したがって第Ⅰ因子は

表 2　ストレスマネジメントの変容ステージの分布
人（％）

前熟考ステージ 熟考ステージ 準備ステージ 実行ステージ 維持ステージ ストレスなし χ₂ 値

男子 ₁₁₀（₁₃.₃） ₃₉（₄.₇） ₇₄（₈.₉） ₁₀₉（₁₃.₁） ₁₁₀（₁₃.₃） ₃₈₈（₄₆.₇）
₄₀.₃₇*女子 ₁₁₃（₁₆.₄） ₄₅（₆.₅） ₅₇（₈.₃） ₁₄₉（₂₁.₇） ₁₀₀（₁₄.₅） ₂₂₄（₃₂.₆）

計 ₂₂₃（₁₄.₇） ₈₄（₅.₅） ₁₃₁（₈.₆） ₂₅₈（₁₇.₀） ₂₁₀（₁₃.₈） ₆₁₂（₄₀.₃）

* p＜₀.₀₅

表 4　ストレスマネジメントの変容ステージ別のストレス反応

得 点 前熟考
ステージ

熟　考
ステージ

準　備
ステージ

実　行
ステージ

維　持
ステージ

ストレス
なし F値 多重比較検定

（Tukey HSD）

平均値
（標準偏差）₀～₄₈

₂₀.₃
（₁₁.₆）

₁₇.₉
（₁₀.₃）

₁₈.₂
（₁₁.₁）

₁₁.₆
（₇.₆）

₁₄.₈
（₁₀.₅）

₅.₂
（₅.₆） ₁₄₁.₃₇*

前＞実・維
熟・準＞実
なし＜前・熟・準・実・維

* p＜₀.₀₅

表 3　ストレスマネジメントの変容ステージの一致率　〔n＝98〕
人（％）

₁　回　目　調　査
計

前熟考ステージ 熟考ステージ 準備ステージ 実行ステージ 維持ステージ ストレスなし

₂
回
目
調
査

前熟考ステージ  ₉（ ₆₀.₀） ₂ （ ₃₃.₃） ₀ （  ₀.₀）  ₁（  ₅.₉） ₀ （  ₀.₀）  ₁（  ₂.₁） ₁₃
熟考ステージ  ₀（  ₀.₀） ₁ （ ₁₆.₇） ₀ （  ₀.₀）  ₁（  ₅.₉） ₁ （ ₁₁.₁）  ₀（  ₀.₀）  ₃
準備ステージ  ₁（  ₆.₇） ₀ （  ₀.₀） ₂ （ ₆₆.₇）  ₀（  ₀.₀） ₀ （  ₀.₀）  ₂（  ₄.₂）  ₅
実行ステージ  ₁（  ₆.₇） ₁ （ ₁₆.₇） ₀ （  ₀.₀） ₁₂（ ₇₀.₆） ₁ （ ₁₁.₁）  ₁（  ₂.₁） ₁₆
維持ステージ  ₀（  ₀.₀） ₀ （  ₀.₀） ₁ （ ₃₃.₃）  ₁（  ₅.₉） ₄ （ ₄₄.₄）  ₀（  ₀.₀）  ₆
ストレスなし  ₄（ ₂₆.₇） ₂ （ ₃₃.₃） ₀ （  ₀.₀）  ₂（ ₁₁.₈） ₃ （ ₃₃.₃） ₄₄（ ₉₁.₇） ₅₅

計 ₁₅（₁₀₀.₀） ₆ （₁₀₀.₀） ₃ （₁₀₀.₀） ₁₇（₁₀₀.₀） ₉ （₁₀₀.₀） ₄₈（₁₀₀.₀）
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「利益」と命名した．同様に第Ⅱ因子にも ₈項目が
含まれ，ストレスマネジメントの負担を表す項目
群であったため，第Ⅱ因子は「負担」と命名した．
　内的一貫性を検討するため Cronbachのα 係数
を検討したところ，利益₀.₈₉，負担₀.₈₅と十分な
値が得られ，高い内的一貫性を確認した．
　なお，再テスト信頼性係数は，利益₀.₅₄，負担
₀.₅₈であり，いずれも中程度の相関が有意に示さ
れた．
₂）構成概念妥当性の検討
　検証的因子分析の結果を図 ₂に示した．初期の

モデルの適合度が良好でなかった（CFI＝₀.₇₇，
GFI＝₀.₈₂，AGFI＝₀.₇₆，RMSEA＝₀.₁₃） た
め，ストレッサーが異なるが利益や負担の認知の
部分が共通している項目同士に偏相関が残ったと
仮定して，誤差共分散を導入した．その結果，利
益においては ₈項目間，負担においては ₆項目間
で誤差共分散を導入したモデルにおいて，概ね許
容できる適合度指標が得られた（CFI＝₀.₉₄，
GFI＝₀.₉₃，AGFI＝₀.₉₀，RMSEA＝₀.₀₇）． ま
た，利益から各項目へのパス係数は₀.₅₉～₀.₈₀，
負担から各項目へのパス係数は₀.₄₂～₀.₈₆であ

表 5　ストレスマネジメントの意思決定バランス尺度因子分析

因子負荷量
Ⅰ Ⅱ

第Ⅰ因子　利益（α＝₀.₈₉）
自分自身の問題（性格，体つき，学業成績など）におけるストレスにうまく対処できたなら，
もっと健康的になれる ₀.₇₉ ₀.₀₁

人間関係におけるストレスにうまく対処できたなら，もっと健康的になれる ₀.₇₃ ₀.₀₀
自分自身の問題（性格，体つき，学業成績など）におけるストレスにうまく対処できたなら，
両親や家族との関係がもっと良くなる ₀.₇₂ ₀.₀₀

自分自身の問題（性格，体つき，学業成績など）におけるストレスにうまく対処できたなら，
人からもっと好かれるようになる ₀.₇₁ ₀.₀₃

自分自身の問題（性格，体つき，学業成績など）におけるストレスにうまく対処できたなら，
授業にもっと集中することができる ₀.₇₀ ₀.₀₇

人間関係におけるストレスにうまく対処できたなら，両親や家族との関係がもっと良くなる ₀.₆₈ －₀.₀₈
人間関係におけるストレスにうまく対処できたなら，人からもっと好かれるようになる ₀.₆₄ ₀.₀₁
人間関係におけるストレスにうまく対処できたなら，授業にもっと集中することができる ₀.₆₂ ₀.₀₁

第Ⅱ因子　負担（α＝₀.₈₅）
自分自身の問題（性格，体つき，学業成績など）におけるストレスに対処しようとしても，
きっと失敗する ₀.₀₂ ₀.₇₉

人間関係におけるストレスに対処しようとしても，きっと失敗する ₀.₀₄ ₀.₇₃
人間関係におけるストレスに対処しようとしても，いいことは何もない －₀.₂₅ ₀.₇₁
自分自身の問題（性格，体つき，学業成績など）におけるストレスに対処しようとしても，
いいことは何もない －₀.₂₂ ₀.₆₉

自分自身の問題（性格，体つき，学業成績など）におけるストレスに対処するために， 
他の人に助けを求めるのは恥ずかしい ₀.₁₂ ₀.₆₃

自分自身の問題（性格，体つき，学業成績など）におけるストレスに対処しようとすることは，
私の日常生活に悪い影響を及ぼす ₀.₁₄ ₀.₅₉

人間関係におけるストレスに対処するために，他の人に助けを求めるのは恥ずかしい ₀.₀₉ ₀.₅₈
人間関係におけるストレスに対処しようとすることは，私の日常生活に悪い影響を及ぼす ₀.₁₇ ₀.₄₅

因子相関行列 Ⅰ Ⅱ
Ⅰ － 　₀.₂

因子抽出法：主因子法
回転法：Kaiser の正規化を伴うプロマックス法
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り，いずれも有意であった．
₃）変容ステージとの関係
　利益得点，負担得点，意思決定バランス得点の
変容ステージ別の平均値と標準偏差を表 ₆に示し
た．利益，負担，意思決定バランスともに一元配
置分散分析の結果，有意差が確認されたため，多
重比較検定を行った．

　利益得点は，前熟考ステージは準備ステージと
維持ステージに比して低値であり，準備ステージ
は実行ステージに比して高値であった．また，「現
在，ストレスを感じていない」は，準備ステージ
と維持ステージに比して低値を示した．
　負担得点では，前熟考ステージは準備ステージ
以降の各ステージに比して高値であり，熟考ス

図 2　ストレスマネジメントの意思決定バランス尺度の検証的因子分析
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テージは実行ステージ，維持ステージに比して高
値であった．また，準備ステージは実行ステージ
に比して高値であった．さらに，「現在，ストレス
を感じていない」は，実行ステージ以外の段階の
各ステージに比して低値を示した．
　意思決定バランス得点では，前熟考ステージは
準備ステージ以降の各ステージに比して低値であ
り，熟考ステージは維持ステージに比して低値で
あった．また，「現在，ストレスを感じていない」
は，前熟考ステージ，熟考ステージに比して高値
であった．

Ⅳ　考　　察

　まず，ストレスマネジメントの変容ステージ尺
度について述べる．
　ストレスマネジメントの変容ステージの再テス
ト信頼性は，κ 係数と， ₁回目と ₂回目の回答の
一致率で検討した．₀.₆₁以上は実質的な一致とさ
れる₁₉）κ 係数は₀.₆₀であった．回答の一致率は
₇₃.₄％と再現性が概ね認められた．しかし，熟考
ステージの一致率は₁₆.₇％と低率を示した．日本
の大学生を対象に ₁週間間隔の再テスト法を実施
した Nakamuraも熟考ステージにとどまったもの
が₂₁.₄％と最も低い結果を示した₁₀）と報告してい
る．熟考ステージは，予測可能な将来において行

表 6　ストレスマネジメントの意思決定バランス尺度と変容テージとの関係

得 点 前熟考
ステージ

熟　考
ステージ

準　備
ステージ

実　行
ステージ

維　持
ステージ

ストレス
なし F値 多重比較検定

（Tukey HSD）

利　　益 　 ₈～₄₀ ₂₄.₁
（₇.₄）

₂₅.₆
（₆.₅）

₂₇.₅
（₆.₆）

₂₄.₈
（₆.₆）

₂₆.₁
（₆.₈）

₂₄.₂
（₇.₅）  ₆.₃₉*

前＜準・維
準＞実
なし＜準・維

負　　担 　 ₈～₄₀ ₂₃.₈
（₆.₁）

₂₂.₅
（₅.₅）

₂₁.₉
（₆.₁）

₁₈.₇
（₅.₅）

₁₉.₈
（₆.₃）

₁₇.₆
（₆.₅） ₄₀.₂₃*

前＞実・維
熟＞実・維
準＞実・維
なし＜前・熟・準・維

意思決定
バランス －₃₂～₃₂  ₀.₂

（₈.₀）
 ₃.₁
（₇.₁）

 ₅.₇
（₈.₆）

 ₆.₁
（₇.₉）

 ₆.₃
（₉.₂）

 ₆.₅
（₈.₆） ₂₀.₂₈*

前＜準・実・維
熟＜維
なし＞前・熟

数値は平均（標準偏差）
* p＜₀.₀₅

動変容する意図はあるが，現在は行動を変容して
いないという段階である．このステージは実際に
行動を変容させるかどうか迷っている段階であ
り₇），不安定なステージである．そのため一致率
が低くなったと考えられる．
　ストレス反応得点では，ストレスを感じていな
いグループの得点が最も低かった．また，ステー
ジ別にみると前期ステージのストレス反応得点が
高く，後期ステージである実行ステージや維持ス
テージのストレス反応得点が低いことから，スト
レスマネジメントを実行している中学生はストレ
ス反応が少ないという結果が得られた．一方，我
が国でストレスマネジメントの変容ステージとメ
ンタルヘルスとの関連を検討した二つの先行研究
では，いずれも本研究とは異なる結果を示してい
る．高齢者の変容ステージと抑うつとの関連を検
討した研究₈）では，熟考・準備ステージで抑うつ
得点が最も高く，前熟考ステージと実行・維持ス
テージは同程度であった．大学生を対象に変容ス
テージとストレス反応との関連を検討した研究₁₀）

では，準備ステージと実行ステージにおいて前熟
考ステージと比較してストレス反応が高いという
結果を示した．これらの研究では，ストレスを感
じていない対象者においても，いずれかのステー
ジに位置付けるようになっていた．本研究では，
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変容ステージを測定する際に「現在，ストレスを
感じていますか」という質問を加え，ストレスを
感じていないと回答したものは変容ステージから
除外した．このため，先行研究とは異なり，スト
レスマネジメントを実行している後期ステージで
ストレス反応得点が低いという結果が得られたの
ではないかと思われる．ストレスマネジメントは
ストレス反応の表出を抑えるための行動₂₀）である
ことから，前期ステージと比較して後期ステージ
がストレス反応得点は低いという本研究の結果は
妥当であると言える．
　次に，ストレスマネジメントの意思決定バラン
ス尺度について述べる．
　ストレスマネジメントの意思決定バランス尺度
に関して，因子分析の結果，利益と負担の ₂因子
₁₆項目で構成される意思決定バランス尺度が得ら
れ，高い内的整合性が確認された．検証的因子分
析の結果，初期のモデルの適合度が良好でなかっ
たため，誤差共分散を導入した．狩野₂₁）はモデル
の適合度が低い場合には，誤差共分散を導入する
などして最低限の適合度を確保することを勧めて
いるが，その際にはモデルの修正を最低限にする
ことと，共分散が解釈できることを要件にしてい
る．本研究のモデルにおいては，ストレッサーが
異なるが利益や負担の認知の部分が共通している
項目同士に誤差共分散が生じていることから，こ
の共分散は解釈可能と考えられる．しかし，多く
の誤差共分散が生じたことから利益と負担の認知
はストレッサー場面の違いに影響されにくい可能
性があるということが示唆された．また，従来，
意思決定バランスは利益と負担の ₂因子構造であ
る．そのため， ₂種類のストレッサー場面を明示
した本尺度においては ₄因子構造であることが予
想されたが，因子分析の結果では ₂因子が抽出さ
れた．これら二点により，ストレッサーの種類に
関わらず意思決定バランスは共通している可能性
が示された．今後は，実際に認知しているスト
レッサーと意思決定バランスとの関連を詳細に検
討していく必要がある．

　変容ステージとの関係を検討したところ，利益
得点と意思決定バランス得点は前熟考ステージが
最も低く，負担得点は前熟考ステージが最も高い
ことが明らかになった．変容ステージとの関係に
ついては，概ね先行知見₁₁）を支持し，TTMの理
論と合致した結果が得られた．しかし，利益につ
いては，準備ステージで最も得点が高くなり，実
行ステージの得点との間で差がみられた．準備ス
テージは，「行動を変容させることに関連した情報
を得ようと積極的に努力」₇）する時期 であり，実
行ステージは「その行動を一時的に中断したり，
逆戻りしてしまうことが最も多い」₇）ということが
影響していると思われる．また，「現在，ストレス
を感じていない」と回答した生徒は，利益，負担
の双方の得点が共に低いという結果が得られた．
　ところで，意思決定バランス尺度の開発研究の
多くは再テスト法を実施していない₂₂-₂₄）．減量の
意思決定バランス尺度を開発し，女子大学生を対
象に再テスト法を実施した際の信頼性係数は，「利
益」₀.₇₇，負担と同義である「損失」₀.₇₄と高い
再現性を示した₂₅）が，本尺度の信頼性係数は，利
益₀.₅₄，負担₀.₅₈　と決して高くはなかった．従
来，TTMで扱われてきた健康行動は，行動の内容
が明確に定義されている．例えば，禁煙や運動な
どでは，その行動は明確に定義され自他ともに客
観的に評価できる．一方，複数の行動がターゲッ
トになり得る栄養教育では，行動変容が複雑に
なっていることが指摘されている₂₆）．ストレスマ
ネジメントの定義もきわめて曖昧であり，その内
容も人によって異なっているため，ターゲットと
するストレスマネジメントを一つに定めることが
困難である．また，行動とは，頻度，持続時間，
強度などの測定できる次元により，観察，記述，
記録ができるものであり₂₇），TTMの行動変容では
行動基準が定められ，客観的に量を把握すること
が可能である．しかし，ストレスの認知や対処の
過程は個人の主観的な評定に大きく左右される₂₈）

ため，実施したストレスマネジメントの客観的な
量の把握が難しい．これら二点の理由から，スト
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レスマネジメントは他の健康行動と比較して，定
義が曖昧で客観的な量の把握が難しいため，評定
が変化しやすく，再現性が低くなったと考えられ
る．
　本研究では，中学生のストレスマネジメントに
関する TTMの尺度を作成し，信頼性と妥当性を
検討した．今回調査した中学生の ₆割が「現在ス
トレスを感じている」と回答し，ストレスマネジ
メントを実施している中学生のストレス反応が低
いことが示され，中学校におけるストレスマネジ
メントの教育プログラムの必要性が確認された．
また，プログラムを実施する際に，ストレスマネ
ジメントの状態の把握や介入の効果を評価する尺
度として，本尺度が使用可能であることが確認で
きた．
　なお今後の課題として，ストレッサー場面を明
示しない意思決定バランス尺度の使用可能性につ
いても検討することが望まれる．
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Development of the stage of change and a decisional balance 
measure of stress management among junior high students

Masako KUDO*₁, Yuji NOZU*₁

Abstract
Purpose: The purpose of this study was to develop a measure for the stage of change and decisional balance of 

stress management among junior high students and to examine its reliability and validity.
Methods: Data was collected from ₁₅₃₃ students in the seventh to ninth grades of seven junior high schools in 

Kanagawa using an anonymous self-administered questionnaire between October–November ₂₀₁₀. One week 
later, questionnaire survey was carried out on ₁₀₁ students again.

Results: In order to verify the re-test reliability of the stage of change, the Kappa coefficient (κ) was calculated 
for the values of the stage of change in the first and second stage measurement. The result of the calculation 
was κ＝₀.₆₀. Therefore, the re-test reliability of the stage of change was considered satisfactory. Additionally, 
stress response was significantly lower in Action and Maintenance than in Precontemplation. The factor 
analysis of the decisional balance measure indicated that it is constructed by two sub-scales labeled Pros and 
Cons. Eight items for ＂Pros＂ and eight items for ＂Cons＂ for stress management were effective. Cronbach＇s 
alpha coefficients for Pros and Cons for stress management were ₀.₈₉ and ₀.₈₅, respectively. Excellent 
goodness-of-fit indices were obtained by confirmatory factor analysis (CFI＝₀.₉₄, GFI＝₀.₉₃, AGFI＝₀.₉₀, 
RMSEA＝₀.₀₇）. ANOVA revealed that the Pros and Cons scores differed significantly across the stages, that 
is, the Pros score increased as progressing stages and Cons score decreased. The re-test reliability was in 
an allowable range (Pros ρ＝₀.₅₄, Cons ρ＝₀.₅₈).

Conclusion: This study developed a measure for the stage of change and decisional balance of stress manage-
ment and confirmed its reliability and validity.

〔JJHEP, ₂₀₁₂；₂₀（₂）：87-98〕
Key words: transtheoretical model, stress management, stage of change, decisional balance, junior high students
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