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【研究報告】

看護師における日本語版統御感尺度の信頼性と妥当性の検討

Examination of Reliability and Validity of Sense of Mastery Scale−Japanese Version on Nurses 

　熊谷たまき1）　　小竹久実子2）　　藤村　一美3）

 Tamaki Kumagai Kumiko Kotake Kazumi Fujimura

Abstract

【Aims】A Japanese version of the Sense of Mastery Scale （SOMS） for measuring the degree of perceived control, which is 
considered to be a resource for stress coping, has been translated by Togari et al. （2015）. The current study aimed to investigate 
the psychometric characteristics of the SOMS among nurses. 

【Methods】We conducted an anonymous self-report survey on nurses, to which 1,505 nurses responded （response rate of 48.7%).  
For reliability of the SOMS 7-item （SOMS-7） and the SOMS 5-item （SOMS-5） versions, internal consistency was evaluated. For 
criterion-related validity, construct validity, and cross-validations were assessed. 

【Results】Responses from 1,486 nurses, which had no missing data on the SOMS, were included in the analysis. The SOMS-5 
demonstrated good internal consistency, concurrent validity, and convergent validity, and had an acceptable factorial validity. For 
the SOMS-7, internal consistency could not be validated as factor loadings for 2 out of the 7 items were not satisfactory. The two 
nurse groups yielded similar results for the above analyses.

【Discussion】In the current sample, reliability and validity were confirmed for only the SOMS-5. Further examinations of validity 
are necessary through investigating predictive validity and discriminatory validity with longitudinal studies.
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要　旨

【目的】ストレス対処資源である統御感の測定尺度SOMS（Sense of Mastery Scale）は、Togari et al. により日本語版
が作成されている。本研究は、看護師におけるSOMSの計量心理学的特性を確認することを目的とした。

【方法】調査は看護師を対象に無記名自記式調査票を用いて実施し、1505名から回答を得た （回収率48.7％）。SOMS-7
項目版 （SOMS-7）とSOMS-5項目版 （SOMS-5）の信頼性は内的整合性を評価し、妥当性は基準関連妥当性と構成概念
妥当性、交差妥当性を確認した。

【結果】分析にはSOMSに欠測がない1486件を用いた。SOMS-5は、本分析対象においても内的整合性が確認され、妥
当性は併存妥当性と収束概念妥当性を認め、因子妥当性も許容範囲にあった。SOMS-7は7項目中2項目の因子帰属
がみとめられず、内的整合性を検証できなかった。

【考察】SOMS-5の信頼性と妥当性が確認された。今後、縦断的調査により予測妥当性、弁別妥当性を検討し、妥当性
の検証を重ねる必要がある。

キーワード：�統御感、日本語版統御感尺度、信頼性、妥当性
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Ⅰ．はじめに

　Sense of Mastery（以下、統御感）は、人がストレ
スに対処するために有する内的資源の1つとして1978
年にLeonard I. Pearlin et al. によって提唱された概念
である。統御感は、ローカス・オブ・コントロールや
自尊感情といったストレス対処資源とは異なり、生活・
人生に影響を及ぼす要因やおかれた状況は運命によっ
て規定されるのではなく自身がコントロールできると
いう信念・確信を意味する自己概念であると定義され
ている1）。また、Pearlin et al.はMastery に関する7
つの質問項目からなる統御感を測定する尺度（Sense 
of Mastery Scale；SOMS）を作成し、育児・家庭・
経済状態・就業に関するストレインに対するSOMS
の影響を実証している1）。
　SOMSがPearlin et al.によって開発されてから30年
余、欧米を中心に多くの研究でSOMSが用いられて
いる。看護における先行研究には、看護介入による効
果測定の指標にSOMSを用いている研究2,3）、患者・
家族の身体的健康や精神的健康の影響要因や予測要因
としてSOMS用い、その関連を検討している研究4,5）

が報告されている。看護者を調査対象にした研究は、
精神科入院病棟に勤務する看護師のストレス認知と統
御感との関連に関する研究６,7）、バーンアウトと統御
感の関連をナースプラクティショナーとナースマネー
ジャー、救命救急科に勤務する看護師の三者間で比較
した研究8）、職務満足度への統御感の影響に関する研
究9）が散見される。
　Pearlin et al.が開発したSOMSは1因子構成で、自
身がコントロールできるという信念に関する肯定的な
質問内容5項目と質問内容を反転した2項目の7項目
で構成されている1）。SOMSの日本語版はTogari & 
Yonekura（2015）が作成しており、その作成過程に
おいてSOMS 7項目版（SOMS-7）と反転項目2項
目を除いた5項目版（SOMS-5）における計量心理学
的特性を検討している10）。分析結果として、SOMS-7
では因子構成に課題があることを指摘している。
Togari et al. による日本語版統御感尺度は、25歳から
74歳の一般住民、約2000人を対象に実施した調査デー
タをもとに作成された10）。一般的に尺度の妥当性に関
しては、ある対象集団において確認されているのみで
は十分とは言えず、異なる集団で妥当性を検討し、交
差妥当性を検証する実証研究を積み重ねることが必要
である11）。また、SOMSに関しては尺度の計量心理学
的特性に関する検討がこれまでほとんどなされてこな

かったという指摘もある12）。そこで本研究は、わが国
の看護師を対象に、改めて日本語版統御感尺度の7項
目版と5項目短縮版の信頼性と妥当性に関する検討を
加えることを目的とした。

Ⅱ．方法

１．調査方法
　各都道府県にある200床以上の医療機関から抽出率
5％で選定した施設に調査協力を依頼し、うち協力の
承諾が得られた40施設、看護師3089名に無記名自記式
調査票を用いて調査を実施した。調査票は看護部をと
おして各対象者に配付し、回収は個別郵送とした。調
査は平成27年10月から12月に実施し、1505 件の回答
が得られた（回収率48.7％）。本報告では、日本語版
統御感尺度の質問7項目に欠測がない1486件を分析に
用いた。

２．測定
　日本語版統御感尺度の妥当性を検討するために精神
的健康、主観的健康感、生活満足度、自己効力感を以
下の方法で測定した。

1）日本語版統御感尺度
　Pearlin et al.（1978）らが開発したSense of Mas-
tery Scale 7項目版（以下、SOMS-7）の日本語版は
Togari et al.10）が作成している。
　SOMS-7の質問項目は、Ⅰ−1「自分の身に起こる
ことを、コントロールすることができない」、Ⅰ−2

「自分が抱えている問題のいくつかをどうしても解決
できない」、Ⅰ−3「自分の生活や人生の中で大事なこ
との多くを変えるために、 私ができることはほとんど
ない」、Ⅰ−4「生活や人生上の問題を解決しようとす
るとき、よく自分が頼りなく感じる」、Ⅰ−5「ときど
き、生活や人生の中で、周りの人や状況に従わせられ
ているように感じる」、Ⅰ−６「将来私の身に何が起こ
るのかは、たいていは自分次第で決まる」、Ⅰ−7「自
分でやると決めたことは、ほとんどどんなことでもで
きる」が設定されている。回答の選択肢は「とても
あてはまる= 4点」から「まったくあてはまらない=
1点」を設けており、SOMS-7の得点化は全項目を単
純加算する（反転項目は点数を逆転）。SOMS-5（Sense 
of Mastery Scale 5項目版）はSOMS-7の短縮版であ
り、上記のⅠ−６とⅠ−7を除いた5項目の合計点を分
析に用いる。
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2）精神的健康
　精神的健康は、健康関連QOL尺度であるSF-36v2
の下位尺度「心の健康」によって測定した。SF-36v2
の「心の健康」は過去1ヶ月間の精神的状態を測る尺
度で、得点が高いほど落ち着いて穏やかな気分であり、
得点が低いほど神経質で憂うつな気分であることを示
す。分析に用いるにあたってはアルゴリズムに則って
得点化し、取り得る値の範囲は、0〜100点で得点が
高いほど精神的健康がよいことを表す。本分析対象の
平均（±標準偏差）は、58.4（±18.4）であった。

3）主観的健康感
　現在の健康状態を「最高に良い」から「良くない」
の5段階でたずね、順に5点から1点を配した。本分
析対象における主観的健康感の平均（±標準偏差）は、
3.0（±0.8）であった。

4）生活満足度
　現在の生活の満足度について「全体として、今の生
活にどのくらい満足していますか」で質問し、「まっ
たく満足していない= 1点」と「非常に満足してい
る= 5点」を配した5段階のSD法によって回答を得
た。生活満足度は、平均3.0±0.9（±標準偏差）であ
った。

5）自己効力感
 自己効力感は、成田ら（1995)13）の特性的自己効力
感23項目を用いて測定した。本尺度は各項目「とても
そう思う= 5点」から「まったくそう思わない= 1点」
の5段階で回答を得て、全項目を単純加算して得点化
する。取り得る値の範囲は23〜115点で、得点が高い
ほど自己効力感が高いとみる。なお、本研究における
クロバックα信頼性係数は.861、平均68.3±10.5（±
標準偏差）であった。

6）その他
　基本的特性は性別、年齢、看護師経験年数、最終学
歴、現在の職位の回答を得た。

３．分析方法
　SOMS-5とSOMS-7の内的整合性は、Ⅰ−T相関と
クロンバックα信頼性係数について検討した。基準関
連妥当性は併存妥当性を、構成概念妥当性は収束妥当
性と因子妥当性を検討した。ストレス対処資源である

統御感は身体的・精神的健康に影響することから、併
存妥当性はSOMSと精神的健康、主観的健康感、生
活満足度との相関関係を検討し、収束妥当性はSOMS
と自己効力感との相関関係をみた。なお、相関関係は
年齢で制御した偏相関分析を用い、因子妥当性は確認
的因子分析によって各項目の因子帰属とモデル適合度
から判断した。適合度指標はχ2/df、CFI、RMSEA
を用いた。交差妥当性は、Pearlin et al.（1978) 1）が
統御感と経済的・職業的役割との関連を報告している
ことから、上記の分析を看護師経験年数の中央値で分
けた2群（Ⅰ群：5年以下、Ⅱ群：６年以上）におい
て、計量心理学的特性を比較検討した。
　以上の分析には、統計パッケージはIBM SPSS 
Statistics 22.0、M-plus7.0を用いた。

４．倫理的配慮
　本研究への協力を得るにあたっては調査対象者に本
研究の目的と方法、調査の参加は自由意思によるもの
であり、協力を拒否しても不利益は生じないこと、調
査票の返送をもって調査協力に同意を得たとみなすた
め、調査票の返送後は同意を撤回できないことを文書
に明記した。本研究は、順天堂大学医療看護学部研究
等倫理審査委員会の承認を得て実施した。

Ⅲ．結果

１．分析対象者の特性
　対象者の基本特性を表1に示した。分析対象1486件

表１　分析対象の特性

全数
% （N=1486）

Ⅰ群
% （n=769）

Ⅱ群
% （n=717）

性別
　女性 89.2 88.4 90.0
　男性 10.6 11.3 9.8
　無回答 0.3 0.3 0.3
年齢　　　　
　平均年齢±標準偏差 28.9 ± 5.7 26.1 ± 4.5 32.0 ± 5.3
　中央値 28.0 25.0 30.0
看護職経験年数
　平均年数±標準偏差 6.1± 4.4 3.1± 1.4 9.3± 4.2
　中央値 5.0 3.0 8.0
最終学歴
　専門学校 74.0 71.3 77.0
　短期大学 3.4 2.2 4.6
　大学・大学院 21.1 25.7 16.2
　その他 1.2 0.8 2.1
　無回答 0.1 0.0 0.1

注）Ⅰ群; 看護師経験年数5年以下、Ⅱ群; 看護経験年数６年以上．
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中、女性89.2％、男性10.6％、年齢の中央値は28歳、
看護師経験年数の中央値は5.0であった。
　看護師経験年数の中央値で分けた2群に、性別の群
間差はみられなかったが、最終学歴は専門学校がⅠ群
よりⅡ群で多く（Ⅰ群：71.3％、Ⅱ群：77.0％）、大学・
大学院ではⅠ群で多い傾向にあった（Ⅰ群：25.7％、
Ⅱ群：16.2％）。

２．基本特性からみたSOMS得点分布
　SOMS-5の得点分布は、Ⅰ群は平均13.1、Ⅱ群では
平均13.6であり、看護師経験年数の高い群でSOMSが
高く、（t = -3.04、p< .01）、SOMS-7においても同様
にⅠ群で平均18.6、Ⅱ群では平均19.0であった（t = 
-2.38、p< .05）（表2）。
　次に、年齢と最終学歴からみたSOMSの記述統計
量を算出し、基本特性によるSOMSの得点分布の差
異を検討した。年齢別にSOMS-5の得点分布を比較し
たところ、Ⅰ群は、低群（25歳以下）13.1、高群（26

歳以上）13.3、Ⅱ群では、低群（30歳以下）13.5、高
群（31歳以上）13.7であり、Ⅰ群とⅡ群のいずれにお
いても年齢による統計学的有意差はみられなかった

（表3）。最終学歴は専門学校と大学・大学院を比較
した。専門学校と大学・大学院のSOMS-5はⅠ群で
13.1、13.2、Ⅱ群では、13.6、13.4であり、最終学歴
に関してもSOMS-5との関連はみられず、SOMS-7に
ついても年齢、最終学歴による統計学的有意差は認め
られなかった（表2）。なお、性別に関しては男性割
合が1割程度と少ないため検討を行わなかった。

３．SOMS-5とSOMS-7の信頼性・妥当性の検討
1）信頼性の検討
　内的整合性をⅠ−T相関とクロンバックα信頼性係
数によって検討し、その結果を表2に示した。Ⅰ−T
相関は、SOMS-5のⅠ群（r = .525〜 .650）、Ⅱ群（r 
= .520〜 .670）といずれも高い相関関係が示された。
他方、SOMS-7はⅠ群では（r = .480〜 .605）と中程

表２　SOMS-5とSOMS-7の得点分布

SOMS-5 SOMS-7
Ⅰ群 Ⅱ群 Ⅰ群 Ⅱ群

得点1） （平均 ± 標準偏差） 13.1（±2.7） 13.6（±2.7） 18.6（±3.1） 19.0  （±3.1）
基本特性 （平均 ± 標準偏差）
　年齢2）

　　低群 13.1（±2.6） 13.5（±2.8） 18.5（±2.9） 18.8 （±3.1）
　　高群 13.3（±2.7） 13.7（±2.7） 18.8（±3.2） 19.1 （±3.2）
　最終学歴
　　専門学校 13.1（±2.7） 13.6（±2.7） 18.6（±3.1） 19.0 （±3.2）
　　大学・大学院 13.2（±2.5） 13.4（±2.5） 18.6（±3.0） 18.7 （±2.9）

注1）2群間比較の結果、SOMS-5 （t= -3.04, p<.01）、SOMS-7 （t= -2.38, p<.05）であった．
　2）Ⅰ群は中央値25歳、Ⅱ群は中央値30歳で分けた．
　　　 SOMS-5の年齢による差の検定は,Ⅰ群（t= -1.079, p=.281）、Ⅱ群（t= -1.091, p=.275）、学歴による差の検定はⅠ群（t= -.235, 

p=.814）、Ⅱ群（t=.671, p=.503）であった．
　　　 SOMS-7の年齢による差の検定は、Ⅰ群（t= -1.236, p=.217）、Ⅱ群（t= -1.182, p=.238）、学歴による差の検定はⅠ群（t= -.239, 

p=.811）、Ⅱ群（t= -.947, p=.344）であった．

表３　日本語版統御感尺度の内的整合性の検討

SOMS-5 SOMS-7
Ⅰ群 Ⅱ群 Ⅰ群 Ⅱ群

Ⅰ-T相関
Ⅰ- 1: 自分の身に起こることを、コントロールすることができない .538 .582 .480 .541
Ⅰ- 2: 自分が抱えている問題のいくつかをどうしても解決できない .650 .670 .605 .609
Ⅰ- 3: 自分の生活や人生の中で大事なことの多くを変えるために、私ができることはほとんどない .543 .563 .533 .550
Ⅰ- 4: 生活や人生上の問題を解決しようとするとき、よく自分が頼りなく感じる .599 .566 .578 .529
Ⅰ- 5: ときどき、生活や人生の中で、周りの人や状況に従わせられているように感じる .525 .520 .493 .492
Ⅰ- ６: 将来私の身に何が起こるのかは、たいていは自分次第で決まる − − .126 .142
Ⅰ- 7: 自分でやると決めたことは、ほとんどどんなことでもできる − − .317 .330
クロンバックα信頼性係数 .791 .799 .727 .737
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度以上であったが、Ⅰ−６は相関関係が認められず（r 
= .126）、Ⅰ−7も低い傾向にあった（r = .317）。以上
の結果はⅡ群においても同様であった（Ⅰ−６： r = 
.142、Ⅰ−7： r = .330）。
　クロンバックα信頼性係数は、SOMS-5はⅠ群でα
= .791、Ⅱ群でα= .799であり、SOMS-7においては
順にα= .727、α= .737であった（表3）。

2）妥当性の検討
　併存妥当性は、SOMSと精神的健康、主観的健康感、
生活満足度との相関関係から検討した。SOMS-5のⅠ
群における偏相関係数は、精神的健康（r = .536）、主
観的健康感（r = .399）、生活満足度（r = .339）であ
り、Ⅱ群では順に、r = .525、r = .304、r = .345、で
あった。両群ともに精神的健康とは高い相関がみられ、
主観的健康感と生活満足度とは中程度の相関関係が示
された。同様にSOMS-7と精神的健康、主観的健康
感、生活満足度の相関関係をみたところ、Ⅰ群では、
r = .519、r = .400、r = .341、Ⅱ群では、r = .529、r 
= .319、r = .381、であった。SOMS-7においても精
神的健康と高い関係が認められた。
　収束妥当性に関して、SOMSと自己効力感の偏相
関係数は、SOMS- 5ではⅠ群でr = .473、Ⅱ群では
r = .515と高い相関関係にあり、SOMS-7はⅠ群では
r = .520、Ⅱ群はr = .562であった。因子妥当性を各
項目の因子負荷量とモデル適合度から検討した結果、
SOMS-5とSOMS-7ともに質問項目Ⅰ−1〜Ⅰ−5の因
子負荷量パス係数は0.50以上を示し統計学的有意水準
0.1％にあった。しかし、SOMS-7ではⅠ−６の因子負
荷量パス係数は0.30以下であった（Ⅰ群；.079、Ⅱ群；

.269）。モデル適合度は、SOMS-5ではⅠ群（χ2/ 
df = 7.0、CFI= .873、RMSEA= .092）、Ⅱ群ではχ2/ 
df = 7.5、CFI= .882、RMSEA= .091で あ っ た（ 表
4）。SOMS-7は、Ⅰ群でχ2/df = 7.9、CFI= .679、
RMSEA= .095であり、Ⅱ群においてはχ2/df = 7.0、
CFI= .731、RMSEA= .091であった（表4）。交差妥
当性は、SOMS-5とSOMS-7各々の信頼性と妥当性を
看護師経験年数5年以下と６年以上で比較検討し、内
的整合性、因子構成において同様の結果であった（表
3、表4）。

Ⅳ．考察

　本研究は看護師を対象とし、日本語版統御感尺度
SOMS-7とSOMS-5の信頼性と妥当性について、更な
る検討を加えることを目的とした。
　SOMSの信頼性に関して、クロンバック信頼性α係
数とⅠ−T相関から評価した。Togari et al.10）の報告で
は、クロンバック信頼性α係数はSOMS-7でα= .686、
SOMS-5ではα=.765、であるが、本分析対象では
SOMS-7 とSOMS-5のいずれにおいてもクロンバック
α係数=.70以上の値が示された。SOMS-5のⅠ−1〜Ⅰ
−5の相関係数は、Togari et al.10）は、r = .488〜 .515、
Clench-Aas12）はr = .452〜 .592と報告しており、本
研究結果ではⅠ群：r = .525〜 .650、Ⅱ群：r = .520〜
.670で先行研究と同様の結果であった。SOMS-7の7
項目のⅠ−T相関については、Togari et al.10）の研究結
果では内容反転項目Ⅰ−６とⅠ−7が、Ⅰ−６（r = .033）
とⅠ−7（r = .339）と低い値を示しており、本研究で
もこれを支持する結果であった。以上より、SOMS-5
の内的整合性は確認されたが、SOMS-7は内容反転の
2項目の因子帰属が不明瞭であることから、信頼性を
確保されているとはいえない結果であった。
　妥当性は、基準関連妥当性については併存妥当性を、
構成概念妥当性は収束妥当性と因子妥当性を検討し
た。統御感をはじめとするストレス対処資源はストレ
スを抑制する、あるいは緩衝する効果をもち、身体的・
精神的健康やwell-beingに影響する14,15）。したがって、
精神的健康、主観的健康、生活満足度とSOMS-7なら
びにSOMS-5との相関関係の結果をもって、SOMSの
併存妥当性が検証されたと判断した。
　収束妥当性に関して、先行研究ではストレス対処
資源であるsense of coherenceとの関連を検討してい 
る10）。本報告では、Pearlin et al.（1978) 1）がSOMS
と類似の概念としてあげている自己効力感と高い相

表４　SOMS-5とSOMS-7の因子構成の検討

SOMS-5 SOMS-7
Ⅰ群 Ⅱ群 Ⅰ群 Ⅱ群

標準解
Ⅰ- 1 .683 ＊＊＊ .700 ＊＊＊ .669 ＊＊＊ .678 ＊＊＊

Ⅰ- 2 .781 ＊＊＊ .815 ＊＊＊ .778 ＊＊＊ .793 ＊＊＊

Ⅰ- 3 .619 ＊＊＊ .634 ＊＊＊ .609 ＊＊＊ .645 ＊＊＊

Ⅰ- 4 .692 ＊＊＊ .654 ＊＊＊ .711 ＊＊＊ .639 ＊＊＊

Ⅰ- 5 .605 ＊＊＊ .589 ＊＊＊ .598 ＊＊＊ .594 ＊＊＊

Ⅰ- ６ − − .079 .269
Ⅰ- 7 − − .349 .455 ＊＊

モデル適合度
χ2/df 7.5 7.0 7.9 7.0
CFI .873 .882 .697 .731
RMSEA .092 .091 .095 .091

注1）＊＊＊；p<.001
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関がSOMS-7とSOMS-5ともに認められたことから、
収束妥当性が本研究でも検証されたといえる。さら
に、確認的因子分析にてSOMS-5とSOMS-7それぞ
れの1因子構成の妥当性を確認した。適合度指標の目
安は、CFIは0.90、RMSEAは0.05以下であればあて
はまりがよく、0.1以上ではあれば当てはまりが悪い
とする経験的基準が提唱されている16）。なお、χ2/df
は標本数の影響を受けやすいことから本研究では参
考指標とした。Togari et al.10）は、SOMS-5はCFI = 
.98、RMSEA = .074であり、Clench-Aas et al.12） は
CFI = .99、RMSEA = .041と報告している。ただし、
Clench-Aas et al.12）の報告においては、Ⅰ−4とⅠ−5 
に誤差共分散を設定していることを加味して結果を
解釈する必要がある。本分析の結果は、CFIはやや
低値であったが、RMSEAは許容範囲にあると判断さ
れる。他方、SOMS-7では、Chen et al.17）はⅠ−4と 
Ⅰ−６に残差共分散を設定した解析結果として、CFI 
= .99、RMSEA = .055の結果を示し、残差共分散を
設定しない解析では、RMSEAは .133と報告してい
る。Togari10）はいずれの変数にも共分散を置かずに
解析しており、CFI = .86、RMSEA = .115を示して
いる。本分析の結果は、RMSEAは許容範囲にあった。
SOMS-7の因子妥当性については本研究を含め先行研
究によって結果が異なっているため、異なる集団での
更なる検証が必要である。
　本分析対象においてSOMSの妥当性を基準関連妥
当性、構成概念妥当性から検討した結果、SOMS-7と
SOMS-5のいずれにおいても基準関連妥当性と構成概
念妥当性は検証された。因子妥当性ではSOMS-7の1
因子構造を認められなかったが、短縮版のSOMS-5の
因子妥当性は許容範囲にあった。看護師経験年数が異
なる2群においてSOMS-5の計量心理学的特性は同様
の結果であったことから、本分析対象での交差妥当性
は検証されたと考える。

Ⅴ．今後の課題

　尺度の妥当性に関しては多側面からの検討が求めら
れることから、本研究では検討できていない構成概念
妥当性の予測妥当性の検証がさらに必要である。また、
Sense of Masteryが自尊感情やローカス・オブ・コン
トロール等の他のストレス対処資源と概念が異なるこ
とを検証するためには弁別妥当性を示し、さらに実証
研究によってストレスへの対処のメカニズムを解析す
る必要がある。今後、弁別妥当性と縦断的調査研究に

よって予測妥当性に関する検討を加えることにより、
日本語版統御感尺度の実証研究における有用性をさら
に検証することが課題である。

Ⅵ．結論

　本研究は、わが国の看護師を対象に、改めて日本語
版統御感尺度の7項目版と5項目短縮版の信頼性と妥
当性に関する検討を加えることを目的とした。得られ
た知見は以下のとおりであった。
・ 交差妥当性は、SOMSの計量心理学特性を看護師経

験年数5年以下と６年以上で比較検討し、内的整合
性、因子構成は同様の結果であった。

・ 本分析対象においては、先行研究同様に日本語版統
御感尺度SOMS-7は信頼性を確保しているとはいえ
なかった。SOMS-7の計量心理学的特性については、
他の対象集団において更なる検討が必要である。

・ SOMS-5は、本分析対象においても十分な内的整合
性が確認された。妥当性に関しては併存妥当性と
収束概念妥当性は確認され、因子妥当性も許容範
囲にあった。

　本研究は、JSPS科研費の助成を受けた（課題番号
25463357）。
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