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研究成果の概要（和文）：高齢者における心理的自律性は，老化の中で精神的健康を維持するための最後の砦といえる
。本研究では，まず，心理的自律性について「自らの老いに対する態度」と「心理的自律性」の2つの軸から構成され
る仮説モデルを生成した。次に，この仮説モデルに基づいて心理的自律性を測定する尺度を作成し，精神的健康，日常
生活機能との関連を検討した。分析の結果，心理的自律性と精神的健康との間には関連が認められたが，日常生活機能
との間には統計的に有意な関連は認められなかった。今後は，心理的自律性の概念の再検討とともに，幅広い日常生活
機能を対象としたサンプリングが課題である。

研究成果の概要（英文）：Psychological autonomy in the elderly is the last line of defense against mental h
ealth problems associated with aging. I have developed a scale to assess psychological autonomy in the eld
erly. The questionnaire, which is measure of psychological autonomy in the elderly, life satisfaction inde
x K (LSIK), and the instrumental activities of daily living scale (IADL), was sent to 600 elderly people l
iving at home. The measure of psychological autonomy in elderly has three subscale that is autonomy, depen
dence and acceptance of aging. The cluster analysis identified three clusters, which is autonomy of the el
derly, denial of aging, and dependence in the elderly. In the total score of the LSIK, autonomy of the eld
erly and denial of aging were significantly higher than dependence in the elderly. However, there was no s
ignificant association between the IADL and any interaction. Needed next in this research are studies of t
he elderly who do not live at home.
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１．研究開始当初の背景 
(1) 老いに対する態度と精神的健康 
長寿社会の日本において，身体的健康や認

知機能の老化に抵抗するだけでなく，それら
が老化するなかで人生をいかに豊かに生き
るかを考える必要がある。これまでの研究に
おいても，日常生活機能の低下は，医療や福
祉の進歩によって，必ずしも精神的健康の阻
害に直接関連しないという報告があり 
(Davies et al., 1997)，老いを経験しながら自分
らしく生きることが高齢者研究の課題であ
り，この点について心理的側面からの研究が
求められる。 
(2) 精神的健康における心理的自律性の意義 
そこで申請者は，心理的自律性という概念

に着目し，精神的健康におけるその役割を検
討することとした。そもそも自律性は，自己
決定，自由，独立，選択と行動の自由を含む
諸概念であり (Collopy, 1988)，身体的自律性
や主張性などを含む広い意味を持つ概念で
ある。これを踏まえ，高齢者における心理的
自律性を，自分の生活や生き方において，そ
の範囲が限られていても，自己決定，選択性，
意思性を持っている実感と定義した。すなわ
ち，老いという避けられないプロセスにおい
て，自律の意思をもって生きる感覚を維持す
ることであり，老化の中で精神的健康を維持
するための最後の砦といえる。 
ところで，わが国において高齢者を対象と

した自律性の研究は，医療的措置場面と施設
入所高齢者に関して着手されたばかりであ
り (Hayashi et al., 2000; 田川, 2006)，国外にお
いても，高齢者にも使用できる尺度の作成や，
高齢者の自律性が果たす役割の研究が行わ
れているものの，まとまった知見は得られて
いない (Rennemark et al., 1997; Sibley et al., 
2006)。 

 
２．研究の目的 
以上より本研究では，高齢者の心理的自律

性について，研究手法の検討と仮説生成，測
定尺度の作成を行い，今後の心理的支援のた
めの基礎的知見を得ることを目的とした。ま
ず研究 1 で面接調査を行い，高齢者が自らの
心理的自律性を意識化できるかを検討した。
これは，今後の研究における調査方法の検討
のためである。加えて，得られた語りのデー
タを分析し，心理的自律性に関する仮説モデ
ルを生成した。研究 2 では，この仮説モデル
に基づき，心理的自律性を測定するための尺
度を作成し，尺度の構造を確認し，精神的健
康，日常生活機能との関連を検討する。 
 
３．研究の方法 
研究 1 では，20 人の高齢者を対象に半構造

化面接を実施した。調査項目は，高齢者の自
律性に関する先行研究 (Van den Broeck, et al., 
2010; Burke, et al., 2001; Hmel, et al., 2002; 松
井, 2007; 下仲他, 2000 など) から収集した。
語りから逐語記録を作成し，カテゴリを生成

した。 
研究 2 では，心理的自律性を測定するため，

国内外の心理的自律性に関する研究を参考
に  (Broeck et al., 2010; Heathcote,  2000; 
Hirschfeld et al., 1977; Luppi,  2010; 松岡他, 
2003; 中 西 ・ 佐 方 , 2001; 西 田, 2000; 
Perrig-Chiello et al., 2006; Rodgers et al.,  2012; 
Ruth et al., 1994; 島田他, 2008; 下仲他, 2000; 
Stuifbergen et al., 2010; 若本・無藤, 2006)，中
高年期と自律性をそれぞれ専門とする臨床
心理学の研究者 3 人で協議し，20 項目からな
る尺度を作成した。精神的健康を測定するた
め に 生 活 満 足 度 尺 度  (Life Satisfaction 
Index-K;古谷野, 1989) を，日常生活機能を測
定するために IADL (instrumental activities of 
daily living; Lawton & Brody, 1969) を使用し
た。以上の質問紙を 600 人の高齢者に依頼し，
270 部を回収した。 

 
４．研究成果 
研究 1 心理的自律性の測定方法と仮説生成 
半構造化面接を実施した結果，心理的自律

性は，日常生活上あるいは身体・精神面に関
して高齢者自身が意識し，言語化しうるもの
であることが明らかとなった。ただし，その
一部は無意識的あるいは感覚的なものであ
ることも示された。 
また，語りの分析により，老いの過程にお

ける心理的自律性は，「自らの老いに対する
態度」と「心理的自律性」の 2 つの軸から構
成されることが示唆された (図 1)。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 1 高齢者の心理的自律性の仮説モデル 

 
 
研究 2 尺度の作成と関連要因の検討 

20 項目で構成された心理的自律性を測定
するための尺度について因子分析を行った
ところ，「他律性」「自律性」「老いに対する
態度」の15項目，3因子が妥当と考えられた。
ただし，特に「他律性」に関する定義はさら
に検討する必要があると考えられた (表 1)。 

 
表 1 高齢者用心理的自律性尺度 (斜交回転) 

項  目 
因子負荷量 

F1 F2 F3 

F1. 他律性 (α=.88) 
   

16. 自分の考えは，そのときの状況や他の人の

意見によって左右されがちである 
.78 .06 -.20 

18. 重要なことを決めるとき，他の人の判断に頼

る 
.78 .07 -.11 



10. 物事を判断する際，周りに影響される .77 .04 .01 

15. 自分の意見を言うのは苦手だ .69 -.01 -.11 

3. 自分で何かを決めるのがとても大変だ .68 -.05 .10 

8. 決断を下す時，いつも誰かにアドバイスを求

める 
.65 .06 .15 

5. 年のせいで何か困難なことにぶつかったとき

に，新しい手段や方法を見つけることは難し

い 

.62 -.16 .15 

2. 年をとったら，自分で解決できない問題には

取り組まなくなる 
.55 .04 .08 

F2. 自律性 (α=.76) 
   

19. 老いによる困難な出来事に出会っても，前

向きな面を見つけることができる 
-.07 .73 -.06 

13. 自分の考えや意見を自由に言うことができる -.07 .71 -.09 

12. 自分の判断に自信を持っている -.07 .64 .12 

11. 年をとって大きな困難に直面しても，自分の

目標や計画をあきらめない 
.09 .56 .09 

20. 以前とは違う自分らしさについて考えるよう

になった 
.19 .52 .03 

F3. 老いへの態度 (α=.70) 
   

9. 年をとった自分を受け入れることができる -.02 .08 .78 

7. 今までできたことができなくなっても，受け入

れられる 
-.01 .00 .64 

因子間相関  F2  -.35 
  

F3  .32 .15 
 

 
 
次に，得られた 3 因子 (他律性，自律性，

老いへの態度) の標準得点を用いてクラスタ
ー分析 (Ward 法) を行い，対象者を 3 群に分
類した (図 2)。クラスター1 (N=104) は，他
律性が低く，自律性が高く，自分の老いを受
け入れているという特徴が認められた。あり
のままの自分に合った自律性を保持する群
だと考えられたため，老いに準ずる自律群と
命名した。クラスター2 (N=46) は，他律性が
低く，自分の老いを受け入れないが，自律性
は高くないという特徴が認められた。自らの
老いを認めず，人に頼らない群だと考えられ
たため，健康に基づく自律群と命名した。ク
ラスター3 (N=105) は，他律性が高く，自律
性が低いが，自分の老いを受け入れていると
いう特徴が認められた。自らの老いを認めて
人に頼るが，他律が高すぎて自律性の実感を
持てない群だと考えられたため，依存による
老い受容群と命名した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2 心理的自律性因子によるクラスター 
 

精神的健康との関連では，生活満足度尺度
とクラスターの間に統計的に有意な関連が
認められた (図 3，4)。まず，下位尺度の老い
への評価の平均得点において，有意な差が認
められ (F (2, 234) = 14.28, P < .001)，老いに準
ずる自律群と健康に基づく自律群が，依存に
よる老い受容群よりも高いことが示された 
(P < .001; P < .001)。また，生活満足度尺度の
総得点の平均においても有意な差が認めら
れ (F (2, 234) = 9.59, P < .001)，老いに準ずる
自律群と健康に基づく自律群が，依存による
老い受容群よりも高いことが示された  (P 
< .001; P < .01)。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 3 老いへの評価と各クラスターの関連 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 4 生活満足度と各クラスターの関連 

 
 
しかし，IADL とクラスターの間には統計

的に有意な関連は認められなかった。本研究
で回答の得られた調査協力者のほぼ全員が，
高い IADL を有しており，IADL 得点にばら
つきがなかったことが関連している可能性
がある。今後は心理的自律性の測定概念の検
討とともに，低 IADL の対象者をサンプリン
グし，再調査することが課題である。 
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