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ABSTRACT 

The purpose of this study was co develop a measurement for death acricude. This smdy was con-

sisted of 3 researches. Research 1 was aimed for exploring faccor structure of death attitude and 

irem selection for constructing brief inventory. Research 2 and 3 were intended for test-retest pro-

cedure and validation of the Death Attitude Inventory (DAI). 

Exploratory factor analysis revealed that the scale had following seven factors：“Afrerlife belief', 

“Death anxiety＂，“Death relief，，“Dearh avoidance”，“Life purpose＂，“Death concern”and “Super-

nacural belief.”Stepwise exploratory factor analysis was conducted and it was found out that the 

scale had 27 items with best fitting. Test-retest reliability and internal consistency were obtained, 

and factor validity, concurrent validity and construct validity were confirmed. Thus, DAI has 

high relialコilityand validity and can be used briefly because it has only 27 items. It is expected 

that using DAI clarifies the structure of death attitllde and several death-related issues. 

Key wo1泊： deathattitude, development of measurement, factor analysis, 

Death Attitude Inventory (DAI) 

はじめに

近年，病名告知や脳死，臓器移植など死をめぐる問

題が大きな社会的凶心事となっている。これらはわれ

われの死生観と深く関係する問題であるu九死生観

に関しては，哲学や文化人類学，宗教学など，さまざ

まな見地から論じられてきた九その一方で，死生観

を定量的にllliJ定しようとする試みがある。死生観を測

定するiJ！』j主として， TemplerのDAS(Death Anxiety 

ていると考えられるため， El本独自の死生観尺度が必

要である。そこで， 本研究ではEl本人の死生観をjjllj定

する尺度を新たに開発することにする。さらに，本研

究では作成した尺j立が今後使用される際の被開査者の

負担を考慮し，従来の死生観附辿尺度に比べωへ よ

り簡便な尺度の榔成を目指す。

本研究の目的は， El本人の死生観を測定する簡便な

死生観尺度の作成である。なお本研究では，新しい統

計分析方法を活用し，よ り簡便な尺度を構成する。

Scale) 11やWongらのDeathAttitude Profile-revised 方法

(DAP-R）引など数多くの尺｝立が開発されている。し

かし， 日本人の死~慨を剖・量的に測定した日本の研究

は少ない引円。死生制には文化的要因が大きく関係し

キーワード：死への慾度．尺度開発、因子分析‘死生観尺度

回項目の準備

まず，死に対する態度を測定するDAP-Rの尺度内

容却を参考にし， 32項目を作成した。次に心理学を専

攻する大学生および大学院生8名によって死生観に閑
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する文常項目を収集し，カ｝ドに記秘した後， KJi去

によってカテゴリーに分類され，内容的妥当性がある

と全員の同意が得られた53項目を採用した。最終的

に， 98項目を収集した。回答は「当てはまらない」

から「当てはまる」までを7段階評定法で求めた。

因調査の対象と実施

調査は計3回実胞した。捌査lは，近織闘の大学生

および専門学校生を対象として配布し，有効回答を

384名（男性145名：女性239名：平均年齢20.0歳）か

ら得た。澗査2・3は，同一対象の近畿聞の大学生を

対象として配布し，有効回答を79名（男性19名：女

性60名：平均年齢21.8歳）から得た。実施時期は，間

査1が1998~1:'. 6月から8月，捌査2 ・ 3 は， rggs~1::io 月

から11月であった。なお，調査3は剖査2から2週間以

上の間隔をあけて実施した。

因調査の内容

調査lは，尺度作成のために，死生観についての問

項目のみの質問紙を朋し、た。調査2は，項目分析の結

果得られた死生観尺度27項目と平行検査として，

DAS (Death Anxiety Scale）”の日本語版刷’充実感

尺度へ宗教観尺度川， GHQ日本時版Illの28項目版凶

を含む質問紙を用いた。調査3は，死生観尺度27項目

のみを用いた。

結果

圃因子構造の抽出

制査1で符ーられた98項目についての評定値から，死

生観尺J主として妥当な因子椛~の:t1lr出を行った。まず，

7件法の「当てはまらない」から「当てはまる」まで

をl点から7点として得点化した。得点分布の偏った

項目を分析から除外するため，平均点が2.0以下， 6.0

以上，分散が2.0未満の項目を削除した。残った89JJ(

目に対して，最尤法・エカマックス回転法をmい，探

索的に悶子数を変えて凶子分析を行った。因子の内容，

悶有値，千寄与・率，適合皮を総合的に判断して， 71玉｜子

解を最適な解として採用した。この時点での累和得与

率は38.5%であった。

因子に含まれる項目の内谷から，ここで得られた7

因子を以下のように命名した：第I因子「死後の世界

観」：第E因子「死への恐怖・不安」 ：第皿因子 「解

－・.：よ仁、 死の臥i!~ミ Yol.23 No.l 2刷）（）年8JJ

放としての死」：第N因子「死からの回避J：第V因

子「人生における目的意識J.第百因子「死への関

心J：第VII悶子「寿命制」である。

次に，どの因子にも因子負荷量が.40以下である項

目を削除した。残った57項目に対して再ぴ最尤法・

エカマックス回転法で71~1子解を求めた。その結来，

全ての項目が元の因子に対して因子負荷量.40以上の

負荷を示した。このうち 「死への恐怖・不安」悶子の

1項目が「死からの回避」悶子に対し，反対に 「死か

らの回避J悶子の2項目が「死への不安・恐怖J因子

に対して.40以上の負荷を持ったが， 2つの因子に対す

る負荷の差は.IO以上であったので，これら3項目はも

との因子に属する項目として扱うこととした。累積寄

与率は50.7%であった。

固項目分析

簡便な尺！立を作成するために，項目分析を行い，用

いる項目の選択を行った。項目分析は上記の分析で抽

出された因子lつ1つを取り出して， l因子解の悶子分

析を行い，十分な信頼性係数が特られ，かっ十分な迎

合肢の得られる変数の組み合わせをその因子を構成す

る項目として採j刊することとした。分析には，ステッ

プワイズ探索的悶子分析（SEFA）川を用いた。信頼

性係数は， Cronbachのα係数を用いた。また迎合度

指標として，カイ2釆値の有志：水準を検討した。 まず，

上記の探索因子分析で求めた7悶子のそれぞれの悶子

について， .40以上の悶子負荷を持った項目全てを対

象に分析を始めた。この時点で，「寿命観」因子は， 3

項目のみで構成され，これ以上項目を減らすことがで

きないので，この3項目を「寿命飢」悶子を構成する

変数として採用した。よってこの因子には以下の手続

きは行われなかった。次に，各悶子ごとに，ステップ

ワイズ探索的因子分析を行い， α係数が.70以上で，

カイ2釆・値の有意水i¥11が10%以上になり，なおかつ因

子の意l床が1'f.f,

た。最終的には 「寿命制」 因子以外は，各国子保に全

て4項目が採用された。死生観尺度全体では27項目が

採用された。 7因子それぞれについて採用された項目

を表1に示す。

固因子的妥当性の確認

項目分析で選択された7因子27JJ（目による因子構造

が妥当なものであるかどうかを検討するために，検証



量

I. 死後の世界観（α＝.83)

死後の世界はあると思う

質問項目

世の中には「霊Jや「たたりJがあると思う

死んでも魂は残ると思う

人は死後、また生まれ変わると思う

Fit index: x 2(4)=2.26, p=.26 ; GFl=.99 ; CFl=.99 

II. 死への恐怖・不安（α＝.88)

死ぬことがこわい

自分が死ぬことを考えると、不安になる

死は恐ろしいものだと思う

私は死を非常に恐れている

Fit index: x 2{4)=3.38, p=.18; GFl=.99; CFl=.99 

E 解放としての死（α＝.84)

私は、死とはこの世の苦しみから解放されることだと思っている

私は死をこの人生の重荷からの解放と思っている

死は痛みと苦しみからの解放である

死は魂の解放をもたらしてくれる

戸Itindex: x 2 (4)=1.42, p=.49 ; GFl=.99 ; CFl=1.00 

N. 死からの回避（α＝.79)

私lま死について考えることを避けている

どんなことをしても死を考えることを避けたい

私i立死についての考えが思い浮かんでくると、いつもそれをは抱のけようとする

死は恐ろしいのであまり考えないようにしている

Fit index: x 2(4)=1.22, p=.53; GFl=.99; CFl=1.00 

v.人生における目的意絵（α＝.81)

私は人生にはっきりとした使命と目的を見出している

私は人生の意義、目的、使命を見出す能力が十分にある

私の人生について考えると、今ここにこうして生きている理由がはっきりとしている

朱来は明るい

Fit index: x 2(4)=4.01, p=.14; GFl::.99; CFl=.99 

VI.死への関心（α＝.74)

「死とは何だろうjとよく考える

自分の死について考えることがよくある

身近な人の死をよく考える

家族や友人と死についてよく話す

Fit index: x'(4)::2.77, p=.24; GFl=.99; CFl=.99 

w.寿命観（α＝.88)

人の寿命はあらかじめ「決められているJと思う

寿命は最初から決まっていると思う

人の生死は目に見えないカ（運命・神など）によって決められている

Fit index: Not available 

表1 死生観尺度の27項目と因子負荷量、各因子のα係数、適合度

因子負荷量
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.90 

.78 

.73 

.69 

.68 

.73 
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.63 

.73 

.88 

.71 
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的因子分析（最尤法）を行った。その結果，適合l立指

標のうち，カイ2:lf£値は変数，サンプル数が多いため

有意となってしまったカえ GFIは.903,CFIは.942とな

り十分に高い適合度が得られた。よってこの7悶子27

羽目による因子構造は，十分に高い因子的妥当性を持

つものであると言える。最終的にこの悶子構造をもっ

て死生間尺度の悶子構造とした。

回再検査法による信頼性の検討

次に調査2左3において，再検査法によゐ死lf：観尺

度の信頼性の検討を行った。検査一再検査問で相関係

数を算出したところ，表2のような結果が符られた。

どの因子についても高い再現性が見られた。よって，

全ての因子について高い信頼性があると言える。

回基準関連妥当性の検討

死生観尺度を構成する下位尺）立の基準関連妥当性を

制べるために，既存の頒似する尺J立との111関関係につ

いて検討した。「死への恐怖・不安」因子に対する外

的基準としてDAS を，「j~I（，放としての死」因子と「人

生における目的意識」囚子に対して「充実感」を，

「死後の世界観」に対して宗教観尺度の下位尺度「霊

魂WI念」を設定した。相関分析の結果は表3に示すと

おりである。まず「死への恐怖・不安jとDASとの

｜日jで，有志；な正の相｜却が見られた。次に，「解放とし

ての死」悶子は充実感尺l立と有意な負の相関があり，

一方「人生における目的意識」因子は充実感尺度と有

意な正のキII闘があった。最後に，「死後の世界観」因

子と「霊魂観念Jとの聞にも正の高い相関が認められ

た。

固構成概念妥当性の検討

次に死生間尺）立を構成する概念が妥当なものである

かどうかを調べるため，心身の他肢を測定するGHQ28

の下位尺度との相間関係について検討した。 Wongら引

は，「死の恐怖 Fearof DeathJ「死からの回避 Death

Avoidance」「解放としての死の受容 EscapeAccept-

ance」が心身の健康にl期連することを論じている。

今回の死生観尺度の構成概念が妥当なものであれば，

特に，「死への恐怖・不安」因子・「死からの回避J

｜玉l子・「解脱としての死」因子とGHQ28の下位尺度

との｜刻述が予想される。相｜刻分析の結以，表4に示す

ような相｜刻係数が伺・られた。「解放としての托」因子

￥！：の臨床 Vol.23 No.l 2000iJ'8月

I. 死後の世界観

II. 死への恐怖・不安

皿解放としての死

N. 死からの回避

V. 人生における巨的意識

VI. 死への関心

VII. 寿命観

表2. 検査・再検査聞の相関

.84 

.77 

.80 

.87 

.77 

.61 

は， GHQ28の全ての下位尺度と，「死への恐怖・不安」

因子は，「不安と不｜民」・「社会的活動障害」と，「死

からの回避」悶子は，「不安と不lltx:」と有意な正の相

関があることが示された。

考察

回死生観尺度の内容

本研究は，日本人の死生観を測定するための尺度の

作成を目的とした。ステップワイズ探索的悶子分析と

いう統計手法を用いた結果， 71zsl子27項目という非常

に間使な死生観尺度が構成された。

今回， 111rwされた7つの悶子の中には，「死への恐

怖・不安」という否定的側而だけでな く，I人生にお

ける目的意識」という人生における肯定的1l!IJ而も含ま

れている。また，死そのものに対する態度だけでな く，

死に閲辿した事象，すなわち死後の！日：界や寿命に対す

る態度も測定されている。これらの結果から，この死

生観尺！立は日本人の死生観を多次元的・包括的に捉え

ることができるものであると考えられる。

最近の研究として丹下61は，「死に対する態度尺度」

を作成し，その構成因子として「死に対ーする恐怖尺

度1・「生を全うさせる意志尺度」－「人生に対して

死が持つ意味尺度」・「死の軽視尺度J.「死後の生

活の存在への信念尺度J. 「身体と柏村Iの死尺度」の

6つを挙げている。このうち，「死に対ーする恐怖尺度」

は本研究の死生観尺度の「死への恐怖・不安」 l玉｜子と，

「死の腔視尺度」は「解放としての死」因子と，「死後

の生活の存在への信念尺度」は「死後の世界観」因子

と対応していると考えられる。このことから，死生観

や死に対する態度を榔成するものとして，死後の世界

に閲すること，死に対する恐怖や不安に｜刻すること，

解放と しての死に閲する ことの3つが日本人の死生観
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「一一一 一 一一一一 一一一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 寸

I 死生観尺度 附 充実感 霊魂観念 I 

I I… .00 .o. ..9 I 
II. 死への恐怖・不安 .27・ 一.32•• .15 I 
ill. 解放としての死 ー.10 -.38 •• .09 I 
N. 死からの回避 .28・ ー.23・ .1Q I 

v. 人生における目的意織 .11 .85 .. .18 

VI. 死への関心 -.22 .24 • .06 

VII. 寿命観 .17 .15 .38 .. 

合p< .05 ... p < .01. 

表3 死生観尺度と関連尺度との相関

' ． 

；日
I. 死後の世界観 .03 .18 .10 .16 

E 死への恐怖 ・不安 .12 .29“ .32.. .18 

ill. 解放としての死 .39** .35“ .38“ .56** 

N.死からの回避 .11 .23・ .14 .07 

v.人生における目的意識 ー.20 -.17 ー.41“ 一.31.. 

VI. 死への関心 .10 .05 .10 .16 i 

VII. 寿命観 .17 .14 .04 -.01 I 

食p< .05.“p < .01. I 

，．・E
’tE
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．．
． 
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E
E
B
E
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a
E

・EE
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固本尺度の問題点と今後の課題

本尺j立を実際に使用するにあたり Iつだけ注意する

点がある。それは，今回の尺伎における死生仰は．被

数の因子全体を指すカテゴリ｝の名拘；であり，全ての

凶子の総得点を求め，“？E~I~飢”という 1つの変数と

して機能するものではないということである。死生制

尺度の各々の因子の~守微から全体としての死生慨を把

t服するためのものである。

今後の部組として，本研究の対象者が学生であった

ことから， 一般の対象や，｜臨床現場での本尺度の使用

に関する検討を加える必要がある。また，木尺皮を活

用することで，死生制にl剥わる諸問題にl刻する実証的

検討が可能となる。今後，本尺肢の使mによる，El本

の主要構成要；｛－~であると推祭される。今後，

うに他の尺度と内容を比較することによって，日本人

の死生観あるいは死に対する態度に附する統一的な見

解が生まれてくることを期待する。

このよ

回死生観尺度の信頼性・妥当性

この死生観尺度の信頼性に関して， Cronbachのα

係数の促［が.74から.88の範囲にあり．十分な内的－lll:
性を有していると言える。また， T1H食:flF.法による信頼

性係数も，「寿命飢」因子が.61をとる以外は， .70以上

と向い｛砲を示している。これら2つの信頼性係数の検

討から本尺度は十分に7；：；』い信頼性を持つ尺度であると

言える。

’． 

人の病名告知1に対する態度のm~1y1やデス・エデユケー

ションの効果の測定などが期待される。

今回， 日本人の死生観を測定するための間使な死生

花JI尺j立を，新しい統計分析方法を活用 して作成した。

まとめ

一方で，妥当性にl却しでは，今回，因子的妥当性，

恭準｜刻辿妥当性，構成概念妥当性について検討した。

検証的悶子分析の結果から，十分に向い因子的妥当性

を持つことが示された。また，基準l掬辿妥当性や桃成

概念妥当性にl剥しでも，既存尺j立との相l刈関係の検討

から， 一部の下位尺肢を｜徐き検証された。これらのこ

とから，死生観尺度は概ね向い妥当性を持つ尺度であ

ると言える。なお，今回妥当性が十分に検証できなか この死生削尺J~は，①死後の世界観，②死への恐怖・

不安，③解放としての死，④死からの回避，⑤人生に

~Eのll.ill~ミ Vol.23 No.l 2000f~8J'l 

った凶子については， 今後検討していく必要がある。



-・ a・ ‘’w、・a，、．

076 

おける目的立政．⑥死への｜刻心，①寿命Wlという71&

子によって椛成された。 また，本研究では，この死~Iミ

仰尺肢の信頼性と妥当性が検ITil：され， i%＇－、｛言 ijifi’tl：と妥

当性が概ね雌保された尺）主であることが確認された。

なお，死生制そのものの概念規定についてはさらな

る議論やf~Vftが必嬰であり，本研究のあ＇I~~だけでみ占論

づけることはできない。しかし，本研究で作成された

Ji.'. J立は，これからの研究，議論に・J・分な資料を提供す

るものと してi古川することができるであろう。
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