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研究成果の概要（和文）： ASD者のストレス源を細分化し自己評定式にてストレス源を可視化出来るStress 
Survey Schedule(以下，SSS)の日本語版の作成を行った。SSSを一般健常者を対象として尺度の妥当性を確認し
た後，ASD者を対象に信頼性の確認を行った。その結果，SSS原版と同じ因子構造が確認された。また，ASD者が
抱える社会的困難さや共感性の欠如がストレスと関連しており，ASDの症状が強くなるほどストレスが強くなる
ことが指摘されている。そこで構造方程式モデリングでストレス，自閉，共感性について確認を行ったところ，
自閉症状が強くなるほどストレスも強くなることが確認された。

研究成果の概要（英文）： In this study, a Japanese version of the Stress Survey Schedule (SSS) was 
developed, which can visualize the sources of stress in the people with ASD. The results showed that
 the factor structure was the same as the original version of SSS. In addition, it has been pointed 
out that social difficulties and lack of empathy that ASD individuals have are related to stress, 
and that the stronger the ASD symptoms, the stronger the stress. Therefore, when stress, autism, and
 empathy were checked using structural equation modeling, it was confirmed that the stronger the 
autistic symptoms, the stronger the stress.

研究分野： 臨床心理学
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研究成果の学術的意義や社会的意義
　本邦にて作成されていない，ASD者のストレス源を可視化し尺度として使用できるStress Survey Scheduleの
日本語版の作成を行った。そのことにより，今まで以上のASD者へのこまやかな支援につながるとともに，ASD者
のストレスについての日本語版の尺度を使用した研究の発展につながることに学術的な意義がある。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。
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１．研究開始当初の背景 
 ASD 者の中核症状に共感性の問題があり，共感性の問題が高いほど不安障害の併発率が高く
なることが示されている。ASD 者の不安を明らかにする尺度として Stress Survey 
Schedule(Groden et al.，Journal of Autism and Developmental Disorders，31:207-21，2001. 
以下，SSS)が開発されている。しかし SSS は日本語での開発が行われていない。そこで ASD 者
特有の不安につながるストレス要因を個別に測定する尺度の開発を目的として，SSS の日本語
版を作成する。 
 SSS で測定される ASD 者特有の不安と，ASD 者の共感性および自閉傾向の強さの関連性は
明らかにされていない。そこで SSS で測定される ASD 者特有の不安，共感性および自閉症ス
ペクトラム指数日本語版(若林ら, 心理学研究, 75, 78-84, 2004)で測定される自閉傾向の強さの
関連性を明らかにすることにより，ASD 者への有効な支援方略を提示できる可能性があると考
える。 
  
２．研究の目的 
 ASD 者の中核症状への支援として，自分の呼吸や身体感覚に注意を向けるマインドフルネス
瞑想による支援が行われている。マインドフルネス瞑想の介入を行った結果，ASD 者の社会反
応性，コミュニケーション，社会的認知が改善した報告がされている(de Bruin et al. ，Autism，
19:906-914，2015)。マインドフルネス瞑想の一つとして，共感性トレーニング(Klimecki et al， 
Cerebral cortex，23:1552-1561，2012)がある。本研究では共感性トレーニングの，ASD 者の中
核症状である共感性の向上，および SSS で測定される ASD 者特有の不安感につながるストレ
スの軽減への効果を明らかにする。 
 
３．研究の方法 
 SSS 日本語版作成の手順として，日本語への翻訳を行い，翻訳の結果を原著者とのバックトラ
ンスレーションの確認を行った。また，尺度開発のためのデータ収集として株式会社マクロミル
を使用。一般健常者 400 名，ASD 者 100 名を対象としてデータ収集を行い，構造方程式モデリン
グによる確認的因子分析を行う。また，SSS・自閉症スペクトラム指数日本語版 50 項目・対人反
応性指標 28 項目の関連を分析し，各尺度の関連の調査を行う。 
 
４．研究成果 
 SSS について，構造方程式モデリングを用いた確証的因子分析の結果，原版 SSS と同じ 8因子
構造であることが確認された。構造方程式モデリングで用いたサンプル数は 500 である。また，
ASD 者を対象に信頼性を確認したところ，3週間の期間を空けた再信頼性検査では，相関係数.8
以上の高い関連が認められた。更に，尺度の妥当性を確認するために自閉症スペクトラム指数日
本語版 50項目との相関を調べた所，SSS の下位因子と自閉症スペクトラム指数の間に.8以上の
相関係数が認められ，高い妥当性を有することが認められた。 
 また，SSS と共感性，自閉の傾向についての関連性を構造方程式モデリングを使用して分析を
行ったところ，SSS と共感性との間には関連は認められなかった一方，変数として自閉の傾向を
媒介することによって自閉の傾向が共感性および SSS に与える影響が示された。このことから，
先行研究にて指摘されていた，SSS と共感性との関連は認められなかったものの，自閉の傾向が
強くなるほど共感性および SSS で測定されるストレスの度合いが強くなることが示された。 
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