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Ⅰ．問題と目的 

夫婦間葛藤に関する研究の多くでは，葛藤に対して積極的に取り組むことが夫婦関係の

満足度につながるとしている(Gottman&Krokoff ,1989;野澤,2008 など)。その一方で，東海

林(2006,2009)は，相手との対立を避けて相手の意見に従うこと，また，問題を解決しない

ままでいることは，夫婦の関係の維持に有効であるとした。また，Gottman et al.(1998)に

よれば，これまで行われてきた対処方略に関する結果のほとんどは理想に近いものであり，

実際の夫婦のコミュニケーションの中にどれだけ活用できるかが問題であるとしている。

以上の点を踏まえた上で，本研究では良好な夫婦関係に寄与する夫婦間葛藤への対処方略

について検討を行う。永田(1999)，吉田・津田(2007)により，結婚 10 年である種のコミュ

ニケーションパターンが確立されていると考えられるため，本研究における対象者は結婚

10 年以上とした。まず研究 1 では，夫婦関係に満足している人たちの夫婦間葛藤への対処

方略について回想法で発達的に検討する(質問紙調査)。研究 2 では，実際の夫婦のコミュニ

ケーションの中では対処方略がどのように活用されているかインタビュー調査を行い，良

好な夫婦関係につながる対処パターンについて検討する。 

 

Ⅰ．研究 1(質問紙調査) 

1．目的 夫婦関係に満足している人は，夫婦間葛藤に対してどのような対処方略を選択し

てきたのか回想法で発達的に検討を行う。 

2．方法 

(1)手続きと調査協力者 公民館等を通じて，サークル活動を行っている 300 人に対して質

問紙を配布し，可能であればその配偶者にも質問紙に答えてもらうように依頼。郵送法で

回収した。配布した質問紙は，300 組(計 600 部)であり，そのうち回収された質問紙のうち

結婚 10 年以上，また欠損のないものを分析の対象とした(夫 19 部，妻 28 部)。協力者の平

均年齢は夫 62.37歳(SD=8.44)，妻 60.82歳(SD=7.36)，平均結婚年数は夫 36.24年(SD=9.72)，

妻 33.54 年(SD=7.49)であった。 

(2)質問紙の構成 ①夫婦関係満足度(諸井,1996)6 項目 4 件法②夫婦間で生じた具体的問題

(自由記述)③夫婦間葛藤に対する対処方略(野澤,2008)25 項目 5 件法④対処の理由(自由記

述)と評価(5 段階評価)②~④は，結婚当初と現在について回答。 

3．結果 発達的観点から検討するために，まず現在の対処方略についてクラスタ分析(ward

法)を行い，現在の対処方略の枠組みを把握した。そこで得られた対処方略の枠組みを結婚

当初に当てはめ，対処方略の選択が結婚当初と現在とでどのように異なっているか検討を

行った。 

(1)現在における対処方略に関するクラスタ分析(ward 法)の結果 クラスタ分析(ward 法)

の結果，現在の対処方略は「問題解決的アプローチ(10 項目)」「気そらし(6 項目)」「心身の

不調・攻撃的アプローチ(9 項目)」の 3 つに分類されることが分かった。 



(2)夫婦関係満足度と対処方略の発達的変化 (1)で得られた分類に基づいて，(現在における

対処方略)−(結婚当初における対処方略)で対処方略の変化量を求めた。変化量の値が正の場

合，結婚当初より現在において当該の対処方略を選択していることになり，負の場合は結

婚当初の方が選択していたことになる。そして，夫婦関係満足度の平均値を基準として協

力者を夫婦関係満足度高群と低群に分け，群(高群・低群)と性別(夫・妻)を独立変数，夫婦

間葛藤への対処方略の変化量(「問題解決的アプローチ」「気そらし」「心身の不調・攻撃的

アプローチ」)を従属変数とした 2 要因分散分析を行った。その結果，「気そらし」「心身の

不調・攻撃的アプローチ」の変化量では，有意な交互作用，主効果は共に認められなかっ

た。「問題解決的アプローチ」の変化量では，夫婦関係満足度の主効果(F(1,43)=7.03,p<.05)

と性別の主効果(F(1,43)=3.21,p<.10)が認められた(表 1)。 

表 1 夫婦関係満足度(高・低)と性別(夫・妻)による 2 要因分散分析の結果 

 夫婦関係

満足度 

夫  妻 満足度 

主効果 

性別 

主効果 平均値 SD 平均値 SD 

問題解決 
高群 －.33 .98  －.33 1.02 

* † 
低群 1.13 .66 －.05 .91 

†p<.10，*p<.05 

4．考察 研究 1 の結果により，夫婦関係に満足している人が必ずしも夫婦間の問題に対し

て積極的に取り組み続けているのではなく，また，夫婦関係に満足していない人たちが問

題への取り組みに対して消極的であり続けるとは言えないことが分かった。また，妻より

も，夫の方が夫婦間で生じた葛藤に積極的に取り組んでいることも示唆された。 

 

Ⅲ．研究 2(インタビュー調査) 

1．目的 夫婦に対してインタビュー調査を行い，実際の夫婦のコミュニケーションレベル

ではどのようにして夫婦間葛藤への対処方略が活用されているのか検討する。 

2．手続きと調査協力者 個別にインタビュー調査への協力者を募り，大学内の面接室など

で半構造化面接を行った。より実践的な対処方略について検討をするために，夫婦そろっ

てのインタビューを行った。協力が得られた夫婦は，12 組で平均年齢は夫 57.00 歳

(SD=10.86)，妻 53.89 歳(SD=10.24)，平均結婚年数は 27.67 年(SD=10.79)であった。 

3．結果  

(1)M-GTA の結果と結果図 インタビューの内容は，木下(2003)に示されている M-GTA の

手順にそって分析を行った。その結果，12個の概念及び6個のカテゴリーが得られた(以下，

＜＞はカテゴリー，【】は概念を示す)。＜受容的コミュニケーション＞を構成する【理解に

向けての話し合い】【相手の話を聞くことへの肯定感】【相手を傷つけない話し方・伝え方】

【意見の違いを受け入れる】，＜沈静化とその後の対処行動の採否の決定＞を構成する【い

ったん収まりをつける】【問題が積み重なることへの懸念と予防】，＜安定した態度の確保

＞を構成する【平静さを保つ努力】【葛藤状態からの気持ちの切り替え】，また 1 つの概念

のみであったがそのレベルはカテゴリーと同様であると判断した＜パターンの発見と修正

＞，＜同じ目的に向かう姿勢＞，＜問題・葛藤状態の悪化＞，＜お互いを大切にする気持

ち＞が M-GTA の分析で得られた概念とカテゴリーである。図 1 に結果図を示す。なお，カ

テゴリー内での概念同士の影響関係は→，カテゴリー同士の影響関係は⇒で示している。 

(2)ストーリーライン 夫婦間葛藤への対処についての語りから，夫婦における＜お互い

を大切にする気持ち＞を基本的な態度として，生成された各概念・カテゴリーが相互に関 



 

図 1 M-GTA の結果図 

 

連し合い，最終的に＜同じ目的に向かう姿勢＞にたどり着いたように考えられる。葛藤

に向き合う時には時には，＜受容的コミュニケーション＞に基づき，相手への配慮を踏

まえて葛藤に向き合い，それによって夫婦の＜パターンの発見と修正＞を行ったり，＜

同じ目的に向かう姿勢＞を整えたりしている。また，＜沈静化とその後の対処行動の採

否の決定＞を行いながら，問題が大きくなると判断されれば＜受容的コミュニケーショ

ン＞に基づきながら葛藤に向き合い，問題がなければそのまま保留という手立てを取っ

ていると考えられる。問題を保留にすることで時間経過と共に問題が解決することもあ

る一方で，＜問題・葛藤状態の悪化＞を引き起こす可能性があることも忘れてはならな

い。夫婦は＜安定した態度の確保＞に努めながら，自分の感情や夫婦関係の状態が葛藤

に引き込まれないようにしながら，葛藤に取り組んでいると考えられる。夫婦は常に＜

パターンの発見と修正＞を繰り返しながら夫婦のより良い解決の仕方を模索しつつ，＜

同じ目的に向かう姿勢＞を保っていると考えられる。 

4．考察 研究 2 で得らえた結果から，夫婦間で葛藤が生じた際の対処プロセスについて明

らかになったといえる。先行研究(野澤,2008 など)を踏まえると，＜受容的コミュニケーシ

ョン＞が先行研究でいうところの積極的対処に相当すると考えられ，また＜安定した態度

の確保＞，＜沈静化とその後の対処行動の採否の決定＞が消極的対処に相当すると考えら

れる。しかし，＜安定した態度の確保＞も＜沈静化とその後の対処行動の採否の決定＞も，

どちらとも＜受容的コミュニケーション＞につながるプロセスの一つであると考えると，

東海林(2006,2009)と同様に一見消極的に捉えられる対処方略であったとしても，それは問

題の解決に向けてまた関係性を維持する上では重要なものであると考えられる。 
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Ⅳ．総合考察 

 本研究では，良好な夫婦関係に寄与する夫婦間葛藤への対処方略について検討を行った。

その結果，東海林(2006,2009)と同様に，問題に対する消極的対処の有効性が示唆されたと

いえる。また，夫婦関係に満足している人は問題解決に対して積極的な対処を選択し続け

ているのではないことも明らかとなった。結婚当初よりも現在において問題解決に対して

積極的な対処を選択していないこと関して，研究 2 で得られている＜パターンの発見と修

正＞が関わっているのではないかと考えられる。岡堂(1991)によれば，結婚によって夫婦は，

ものの見方や社会的世界，友人関係・家族関係などの根本的な変化を経験するとしている。

夫婦間の問題解決パターンの違い事態も葛藤の原因の一つになることも推測され，夫婦の

解決パターンがうまくいっているのかどうかを客観的に見つめ直し，それらに修正を加え

ながら夫婦にとって良い解決のパターンを発見・体得できるかどうかが良好な夫婦関係を

築く上でのポイントになる。 

 実際に，臨床の現場においても夫婦関係に悩み相談に訪れる夫婦・個人は少なくない。

その夫婦は目の前にある問題をどうにかしようとやって来るであろう。しかしながら，問

題をずっと見続けることは，＜安定した態度の確保＞ができずに情緒的に葛藤に支配され

ることに繋がり，関係性の悪化にもつながりかねない。そのため，時には＜安定した態度

の確保＞をして，＜沈静化とその後の対処行動の採否の決定＞を通して葛藤の本質につい

て考えたりすることも重要である。また，＜同じ目的に向かう姿勢＞を整える上で，＜パ

ターンの発見と修正＞のように，自分たちの対処方略のパターンについて客観的に見つめ

直し，修正を加えていくことが大切である。このことは，臨床心理士が夫婦をサポートし

ていく上でも重要な視点であり，時にはクライエントと葛藤との距離を保つ働きをしなが

ら，また時にはクライエントが客観的な視点を得られるように支援をしていくことが求め

られるであろう。 
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