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学籍番号 氏名 指導教員 修士論文題目
03ML60012 近藤　　温 元永　拓郎 強迫と抑うつとの関連についての一考察

―回避の心性にも着目して―
04ML60001 岩崎こずえ 藤崎　春代 大学生のアイデンティティ形成と父親・母親・同性友人・

異性友人との関係性の関連
04ML60002 江森　麻貴 春日　　喬 女子高校生における親からの期待の認知と生き方との関連

―家族システムを中心に―
04ML60003 加賀谷　亮 春日　　喬 身体症状の認知とアレキシサイミアとの関連

―大学生における自覚症状の言語表現を中心として―
04ML60004 高野　一郎 毛利　伊吹 離職者の在職中におけるバーンアウトの要因に関する研究

―キャリア形成への意識を中心として―
04ML60005 堀　絵里子 元永　拓郎 精神障害者家族会が参加者に及ぼす心理的変化に関する研

究
04ML60006 坂井　篤子 元永　拓郎 大学生の携帯メール利用が友人とのコミュニケーションに

及ぼす影響
04ML60007 佐藤　文彦 春日　　喬 成人アトピー性皮膚炎患者の知覚傾向

―皮膚とアフォーダンスとの関わりから―
04ML60008 高橋　信平 池田　政俊 青年期の攻撃性についての研究

―児童期における同一化の視点から―
04ML60009 高橋　裕介 池田　政俊 離人傾向と心的外傷体験及び養育態度との関連

04ML60010 田原　玲奈 松本　良枝 大学生の親子関係における共依存傾向と愛着パターンの関
連性

04ML60011 長嶋　君賢 池田　政俊 大学生のひきこもり傾向と自己愛的脆弱性の関連

04ML60012 原田　舞香 元永　拓郎 成人期前期の職業的アイデンティティ形成に影響を及ぼす
要因に関する研究

04ML60013 二之宮宏美 春日　　喬 摂食障害の回復のプロセスについての検討
―家族機能・対人関係の変容に着目して―

04ML60014 平澤　公子 元永　拓郎 不登校児童生徒の支援に関する研究
―小・中学生とその家族のニーズと満足度の検討から―

04ML60015 廣井　有理 春日　　喬 母親の身体感覚と子に対する知覚について
―胎生期からの乳児期における育児体験に着目して―

04ML60017 松井映梨加 藤崎　春代 特別支援教育を円滑に進めていくための、教師へのソー
シャルサポート
―教師の力量形成に着目した面接調査を通して―

04ML60018 三井理恵子 松本　良枝 中学生の欠席を抑制する要因と欠席願望を抑制する要因の
分析

04ML60019 森　　智恵 松本　良枝 現代大学生のふれあい恐怖症的心性と学校における問題行
動との関連に関する研究

04ML60020 柳井　明子 元永　拓郎 在宅介護スタッフによる認知症高齢者のBPSDへの対応
―家族に関する要因を含めて―

04ML60021 山上奈緒子 張田　真美 悲嘆プロセスにおける他者の意味についての一考察
―子どもの頃に母親と死別した成人女性の語りから―

04ML60022 山下　晃史 毛利　伊吹 大学生の睡眠パターンとその特徴について

04ML60023 横山　絵里 松本　良枝 大学生の逸脱行動と家族関係及び友人関係の関連



46

はじめに　本研究では、強迫・抑うつ・回避という3つの心理・病理現象とそれらの関連につい

て研究を行なった。とくに強迫と抑うつとの関連と、その関連への回避の関与に着目して論を進
めた。
　なお、本研究でいう強迫・抑うつ・回避の定義について述べると以下のごとくである。まず、
強迫については、強迫性障害・強迫性人格障害などから、疾患の病前性格や強迫の心性までを
も含む幅の広い概念として定義した。つぎに、抑うつについては、躁状態との関連を考慮に入
れた上での気分障害全般から、症状としての抑うつ状態や軽微な抑うつ気分までをも含む幅の
広い概念として考えた。つづいて、回避については、回避性人格障害・アパシーなどの疾患・
症候群から、日常語でいう「現実逃避」レベルの回避の心性までをも含む幅の広い概念として
整理した。
目的　まず、次のような仮説を立てた。すなわち、「強迫と抑うつには関連がみられるが、そ
の関連に近年変化が観察される。ことに抑うつの変化に着眼すると、その関連への回避心性の
関与が目立ってきている（①）。そのような回避心性の関与は時代変化を背景としたものである。
また、回避心性の影響に強迫が関与する場合がある（②）。そして、①と②について、いくつ
かの社会心理・病理現象との関連を指摘することができる」という仮説である。この仮説を検
討し、修正をおこなうことで、新たな仮説を生成することを目的とした。
方法　文献の詳細な検討によって、仮説の検討・修正・生成を行なった。文献的知見を得るた
めに、次のような検索領域を設定した。すなわち、①強迫と抑うつとの古典的関連、②強迫と
抑うつのcomorbidity（合併）、③強迫スペクトラム（強迫心性から強迫病理までを一連の連続
体とする概念）と抑うつ、④強迫における完全主義・自己不確実感と自己愛、⑤回避心性の概
念、⑥回避と抑うつとの関連、⑦強迫と抑うつへの回避の関与、⑧いくつかの社会心理・病理
現象、の8領域である。
結果　上記の8領域に沿って述べる。①では、病前性格の共通性と精神分析の知見から、強迫
と抑うつとの古典的関連がみとめられた。②では、comorbidityの高さから、強迫と抑うつと
の近年における実証的関連がみとめられた。③では、サルズマン（1973）の強迫スペクトラム
の概念によって、強迫から抑うつへ移行する力動機制の重要性が示された。すなわち、強迫ス
ペクトラムの中心部分に位置する強迫パーソナリティによる幻想的自己像の強迫的防衛が破綻
したときに抑うつが生じる、とするものである。④では、強迫者が独自の孤独な内面世界、す
なわち自己完結的な自己愛を衛るために病的な強迫的防衛を行なうという機制に着目した。こ

強迫と抑うつとの関連についての一考察
―回避の心性にも着目して―

03ML60012　近藤　　温
指導教員　元永　拓郎
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れは、強迫者の完全主義の背後に根深い自己不確実感や自己不信があり、それゆえに自己愛的
世界への撤退とその世界の強迫的防衛が用いられるという機制である。その結果、強迫者は自
然な意味で他者に頼ったり甘えたりできないということになる。⑤では、回避心性の概念とし
て、対人恐怖、スチューデント・アパシー、退却神経症、不登校、ひきこもり、また回避性人
格障害、社会恐怖などの症候群ないし疾患を一連のものとして提示した。そして、それらの背
景に強迫的・自己愛的性格傾向が多くみられることを示した。⑥では、まず、抑うつの典型と
従来されてきた「メランコリー型－単極性うつ病」（内海、2002）について示し、さらにその
典型を逸脱する亜型が近年多く報告されていることをいくつかの代表例とともに示した。そし
て、これらの病型にみられる特徴として、病像における回避性・未熟性・自己愛性、病態にお
ける軽症化・慢性化などがあることを論じた。⑦では、第1に、強迫が回避につながりやすい
ことを示した。たとえば、強迫者は自己完結的な自己愛的世界を衛るために強迫的に汲々とな
ることから、現実の対人関係を回避する傾向が強い。第2に、近年の抑うつと回避の根底に広
く強迫性格がみられることを論じた。とくに、近年多くみられる軽症性や神経症性のうつ病や、
アパシー性の神経症の根底に広く強迫性格がうかがえる。⑧では、強迫・抑うつ・回避に関連
するいくつかの社会心理・病理現象を示した。第1に、現代社会における経済至上主義や高度
情報技術の負の側面として、進歩への強迫が社会に浸透しているとする「進歩強迫症候群」（中
島、2002）に着目した。第2に、親をはじめとする社会が子どもに自律ならぬ自立を強く迫る
ことによって、子どもの葛藤処理能力が育まれず、むしろ回避願望を高めている、そのことが
ひきこもりの増大につながっているとする「自立強迫社会」（高塚、2002）を挙げた。第3に、
現代の「豊かさ」がその負の側面として、さまざまな病理を生んでいるとするいくつかの指摘
を取りあげた。
考察　上記の8領域に対応させた仮説の修正と生成を目的とし考察した。①と②では、古典的
にも近年においても、強迫と抑うつとは関連があることが確認された。③では、強迫スペクト
ラムの概念が優勢になったことにより、強迫については、単に抑うつに対置されるものとする
よりも、強迫性格から強迫症状への幅をもち、病前性格の共通性から抑うつを下支えしている
という仮説設定が適切と考えた。④では、自己愛の概念を採用することによって、旧来の＜強
迫→抑うつ＞という図式に代わって、近年においては＜強迫→自己愛→その破綻→抑うつ＞と
いう図式が読みとれることが見出され、仮説の修正につながった。⑤と⑥によって、強迫と抑
うつとの直線的関連に回避が関与しているとするよりも、強迫と抑うつとの間に回避が挟まっ
ているとする仮説が相応しいと考えた。このことは、⑦の検討によっても支持される。さらに
⑦における、強迫性格が抑うつと回避の根底にあるとする視点は、③の強迫スペクトラムの概
念に通じるものであるといえる。最後に⑧では、自立や進歩への強迫が、社会的に強迫スペク
トラムの幅を拡げる力となっていること、また豊かさやゆとりが、強迫と抑うつの密着度を緩
め、両者の間に回避が入り込む余地をもたらす力となっていることが読みとれた。以上の検討
により仮説の修正を行ない、視覚的にわかりやすく示した仮説モデル図を提示した。
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問題　Erikson（1968）は，漸進的ライフサイクル理論において，“統合的なアイデンティティ

の出現にとって，重大な意味をもつ人生の一段階は青年期から成熟期である”と言っている。

本研究では，高校時代と異なって，対人関係や将来を決定する時期となる大学生を対象として，

アイデンティティ形成を「関係性」の観点から検討した。アイデンティティ形成については，

大学生が直面する問題として，3領域，すなわち，職業選択・同性友人・異性友人領域の様相

を設定した。また，アイデンティティを，内的アイデンティティ（「個としてのアイデンティティ」

「内的関係性にもとづくアイデンティティ」）と外的アイデンティティ（「外的関係性にもとづ

くアイデンティティ」）とした。「外的関係性にもとづくアイデンティティ」では，重要な他者

（父親・母親・同性友人・異性友人）との認知的関係に注目し，測定することとした。

目的　⑴大学生のアイデンティティ形成において，3領域の中でどの領域が重要となるのかを，

性差に注目し，検討した。⑵大学生の内的アイデンティティを「個としてのアイデンティティ」

と「内的関係性にもとづくアイデンティティ」の2つを設置し，性差に注目し検討した。⑶「外

的関係性にもとづくアイデンティティ」については，重要な他者をどのように認知しているか

を，性差に注目し明確化した。⑷「個としてのアイデンティティ」「内的関係性にもとづくア

イデンティティ」「外的関係性にもとづくアイデンティティ」が3領域の4つのステイタス（達

成・モラトリアム・予定アイデンティティ・拡散）とどのような関係があるのかを分析した。

なお，本研究では，これら4つに関しては，変数としてあつかい，様相とした。

方法　東京都下の大学生に質問紙を配布した。有効回答数は213であった。質問紙の構成は，

⑴性別などの個人属性，⑵アイデンティティ・ステイタス客観尺度改訂版（EOS-EIS）の3領

域計24項目。⑶「青年の成熟性」尺度のうちの「個としてのアイデンティティ」8項目，「内

的関係性にもとづくアイデンティティ」10項目，⑷「外的関係性にもとづくアイデンティティ」

25項目を各重要な他者ごとに計100項目。

分析Ⅰ　本研究では，専攻差，学年差，同居・別居の差がなかったことから，これらをひとま

とめと考え，以下の分析Ⅱ，Ⅲを行った。

分析Ⅱ　3領域の中では，異性友人領域・職業選択領域の達成で男性が有意に高い得点となった。

女性は職業選択領域の予定アイデンティティで高い傾向を示した。

　「個としてのアイデンティティ」で男性が女性より高い得点となった。

大学生のアイデンティティ形成と
父親・母親・同性友人・異性友人との関係性の関連

04ML60001　岩崎こずえ
指導教員　藤崎　春代
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　「外的関係性にもとづくアイデンティティ」の因子構造は，父親・母親と同性友人・異性友

人で大きく2つに分かれた。父親は，＜安心・受容＞＜相談＞の2因子が、母親は，＜受容・

理解＞＜相談＞＜安心＞の3因子が抽出された。同性友人は＜好意・受容＞＜安心・助言＞

＜影響＞の3因子が，異性友人は＜安心・助言＞＜受容・解決＞＜影響＞の3因子が抽出された。

性差については，女性は男性より母親・同性友人・異性友人で高い得点となった。

分析Ⅲ　「個としてのアイデンティティ」「内的関係性にもとづくアイデンティティ」の高群・

低群と3領域との関係を測った。双方とも高群は，3領域の達成において高かった。低群は3

領域の拡散で高かった。特徴として，異性友人領域のモラトリアムでは「個としてのアイデン

ティティ」「内的関係性にもとづくアイデンティティ」の高群が高かった。同性友人領域のモ

ラトリアムでは，「内的関係性にもとづくアイデンティティ」の低群が高い得点となった。

　「外的関係性にもとづくアイデンティティ」の高群・低群と3領域との関係を測った。職業

選択領域では重要な他者全員が，低群が拡散で高く，高群が達成で高かった。特徴的なものと

して，同性友人領域は，父親と母親の＜受容・理解＞の低群が拡散で高かった。同性友人領域

では異性友人の低群が拡散で高く，高群が達成で高かった。異性友人領域では，同性友人の低

群が予定アイデンティティで高く，高群が達成で高かった。

総合考察　本研究では，「個としてのアイデンティティ」において，男性が高い得点となった。

このことは，“男性の場合はSeparatedな‘自己’が優勢である”という先行研究と同様の結果

となった。また，「個としてのアイデンティティ」の高群・低群と3領域の様相の達成・拡散

が関係していたことから，大学生の男性は女性より「個としてのアイデンティティ」が確立さ

れ，さらに，職業選択領域と異性友人領域で，アイデンティティが達成されていることが示さ

れた。「個としてのアイデンティティ」「内的関係性にもとづくアイデンティティ」のほとんど

の低群が3領域の拡散で高く，高群全部が達成で高いという結果は，Marciaの概念の，4つの

ステイタスの意味を裏付ける結果となった。

　「外的関係性にもとづくアイデンティティ」で，女性が男性より，母親・同性友人・異性友

人で高い得点を示したことは，“女性におけるアイデンティティは，「関係性」の中で，より形

成される”という先行研究を支持する結果となった。「外的関係性にもとづくアイデンティティ」

と3領域での様相に関しては，職業選択領域には，父親・母親・同性友人・異性友人全員と関

係があることが示された。また，同性友人領域では異性友人との認知的関係が関連しており，

異性友人領域では，同性友人の認知的関係が関連していた。

　本研究では，大学生のアイデンティティ形成について，父親・母親・同性友人・異性友人な

ど重要な他者との「関係性」と，青年が取り組むべき問題として取り上げた，職業選択・同性

友人・異性友人領域との「関係性」が関連していることが示唆された。
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　現代社会では、少子化や高齢化、経済的不況などの家族システムを取り巻く社会的問題が起

こっている。このような諸問題の中で、家族形態は核家族化し、家族成員が密着した状態にな

るなど、家族システムの変容が見られるようになって来た。密着した家族システムにおいては、

子どもが親からかけられる期待も大きいと考えられ、親子関係を考えるにあたり、重要な問題

の一つであると言える。これまで、家族機能と親からの期待の研究については、Schaefer（1965）

や辻岡・山本（1975）などが研究し、尺度を作成しているが、家族機能と親からの期待の認知

の関連性を検討している研究は少ない。従って、子どもが自己の家族関係、親からの期待をど

のように認知しているのか、という点に着目する必要があると思われる。また、近年では女性

の社会進出が増加傾向にあり、今日では、これまでのどの時代にも増して、女性であること、

女性としての生き方が注目され、問題にされている時代でもある（岡本，2002）。自分らしい

生き方の模索は、人間の一生を通じて重要な問題意識であり、女性がどのように自己実現に向

かって行くのかということは、女性のライフサイクルの問題をはじめ、家族システムと大きく

関連している問題である。女性が社会進出するということは、就業する女性が増え、社会で働

くことに対する意欲や充実感を感じやすくなっているのではないかと考えられる。

　そこで、本研究においては、女性のライフサイクルの中でも思春期に着目し、女子高校生を

対象として、親からの期待と家族システム、生き方について考察することを目的とした。女子

高校生は、身体的にも精神的にも大きく成長する時期であり、また、進学や就職などの進路選

択を控えており、自己の人生や将来について具体的に考え始める時期でもある。予備調査にお

いて、期待と人生観に関して本調査で使用する項目を検討し、本調査では「家族機能測定尺度」

（草田・岡堂，1993）、「生き方尺度」（板津，1992）、予備調査から得た項目を使用し、仮説検

証型の研究を行った。仮説は、仮説①「家族システムにおいて、凝集性が極端に高い、あるい

は極端に低いレベルの群は、凝集性が中間である群よりも親からの期待を感じている」仮説②

「家族機能が最適レベルに近い状態であるほど、生き方尺度の得点が高い」仮説③「両親から

の期待を励みに感じている群は、わずらわしく感じている群、特に何も感じない群よりも生き

方尺度の得点が高い」 仮説④「将来についての考え方が両親と一致しているほど、生き方尺度

の得点が高い」の4つである。

　調査は私立B女子高等学校の2年生を対象に、質問紙調査を行った。有効回答数は116名、

女子高校生における親からの期待の認知と生き方との関連
―家族システムを中心に―

04ML60002　江森　麻貴
指導教員　春日　　喬



51

有効回答率は92.56％であった。

　仮説①の結果として、家族機能尺度、父親・母親との関係の好ましさ、将来の充実感を説明

変数とする重回帰分析を行ったところ、期待について、母親との関係の好ましさ、将来の充実

感は有意な正の偏回帰係数を示したが、家族機能凝集性は有意な負の偏回帰係数を示した

（P<.01）。また、仮説②については、家族機能尺度における、バランス群、中間群、極端群と

生き方尺度の合計点とで一元配置分散分析を行ったところ、有意差は認められなかった。仮説

③では、親からの期待をどのように感じているのかによって生き方尺度の得点が異なるかどう

かを検討するために、一元配置分散分析を行ったところ、群間の得点差は有意であった（F

（4,111）＝5.17,P<.001）。仮説④においては、将来の考え方が両親と一致しているのかによって

生き方尺度の得点が異なるかどうかを検討するために、一元配置分散分析を行ったところ、群

間の得点差は有意であった（F（4,111）＝4.57,P<.05）。従って、仮説③④については仮説が検証

されたが、仮説①②については検証されず、検討課題が残された。

　家族機能と親からの期待について、「家族機能凝集性」とは、家族成員がお互いにもつ情緒

的なつながりであることから、「期待」の持つ質的な問題とも関連していると考えられる。こ

のことは、子どもが「親からの期待」をポジティブに受け止めるか、あるいはネガティブに受

け止めるかということが大きな焦点であると同時に、子どもにとって親との情緒的なつながり

は重要なものであり、非常に影響を与えるものであると言える。

　生き方について、女性の社会進出が増加傾向にある現在、就業に対する意欲が高いことが示

されたが、結婚に対する関心も高いことが明らかになった。被検者の理想像として、将来は「仕

事」と「結婚」が充実している、という意見が多かったが、どちらか一方のみを充実させたい

ということではなく、両方を充実させたいと考えている被検者が多かった。結婚後の就業に対

しては、仕事をやめないと考えている被検者が多く、結婚後も家庭の中にいるだけではなく、

社会とかかわっていたいと考えている傾向があったことから、女子高校生は、新しい自己の世

界を目指して生きる意欲を次第に高めて行くとともに、社会と主体的・創造的にかかわろうと

する姿勢や生活態度を身に付けて行く生き方が示されている。

　今後の課題として、「期待」の項目について検討することや、対象とする被検者について検

討する必要がある。本研究において対象とした女子高校生は難関大学を目指している私立の進

学校の生徒ということで、比較的、進学や就職への意識が高い集団であった。したがって、本

研究の結果が一般的な女子高校生の意識であると断定することはできない。また、今回は母集

団が健康群であったが、今後は健康群、臨床群、両方の群を比較した研究を行う必要性がある

であろう。さらに、「期待」と「生き方」について、本研究では量的な研究を行ったが、個性

記述的な質的研究も行って行くことが望ましいと考えられる。
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　アレキシサイミア（Alexithymia）とは，心身症患者に特徴的な感情機能として提唱された

概念である。現在では概念的定義として，⑴感情を認識し，感情や情動喚起に伴う身体感覚

を区別することの困難性，⑵他者へ感情について語ることの困難性，⑶空想の乏しい明らか

に限られた想像過程を有する，⑷刺激に規定された，外面性志向の認知様式を有する，の4点

が挙げられている。臨床的介入法としては，自己の心身に関心をもち適切に認知・制御してい

くことを中心として，教育的な精神療法の他に，自律訓練法，バイオ・フィードバックといっ

た身体感覚に焦点づけた方法の有効性が報告されている。しかし，アレキシサイミックな人に

おける身体感覚の認知に関する見解は一致しておらず不明瞭な点が多い。また，アレキシサイ

ミックな人の実際の言語表現を用いた研究が少ないことから，日常的な心身の把握の仕方を検

討することが必要である。

　以上のことから，本研究においては質問紙調査と面接調査を行うことによって，アレキシサ

イミア傾向と身体症状の認知における関係性を検討し，臨床的介入法に関するより具体的な示

唆を得ることを目的とした。

　質問紙調査においては，アレキシサイミア傾向を測定する質問紙として「TAS-20（Toronto 

Alexithymia Scale）」を使用した。また，身体感覚に対する過敏度を測定する質問紙として「身

体感覚増幅尺度（Somatosensory Amplification Scale）：以下SSAS」を使用した。身体症状に

関する質問紙では，代表的な心身症状として日常的に観察される症状をまとめたものを採用し

た。対象者は大学生250名（男性111名，女性139名，平均年齢20.3歳）であり，TAS-20に関

しては，全250名中，アレキシサイミア群（TAS-20において61点以上の者：以下Alex群）が

58名（男性21名，女性37名）であった。TAS-20とSSASとの関連については，全対象者で

Pearsonの相関係数を算出し，無相関の検定を行った。また，Alex群‒非Alex群（TAS-20にお

いて51点以下の者83名）の2群間で t 検定を行い，SSAS得点における平均値の差を分析した。

アレキシサイミア傾向と自覚的身体症状との関係については，Alex群‒非Alex群の2群と各症

状の有無を2変数として独立性の検定を行った。その結果，全対象者におけるTAS-20得点と

SSAS得点において有意な正の相関が認められた（r＝ 0.337，p＜ .01）。また，Alex群と非

Alex群の2群間でSSAS得点に差のあることが認められた（ t＝2.648，p＜ .01）。TAS-20と自

覚的身体症状との関係では，Alex群58名‒非Alex群83名の2群と症状の有無に関する独立性

身体症状の認知とアレキシサイミアとの関連
―大学生における自覚症状の言語表現を中心として―

04ML60003　加賀谷　亮
指導教員　春日　　喬
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の検定によって，15の症状とアレキシサイミア傾向との間に関連性のあることが認められた。

これらの身体症状はすべてAlex群によって認知される割合が高く，特に「自律神経症状」で

は「頭痛」をはじめとした5つの症状においてアレキシサイミアとの関連が認められた。

　面接調査では，質問紙調査に参加した者のうちの 11名（Alex群男性 2名，女性 2名；非

Alex群男性3名，女性4名）を対象とした。面接は個別による半構造化面接とし，質問紙の段

階で認められた各身体症状に対して，その「原因認知」，「対処法」を中心として具体的内容を

質問した。得られた逐語記録から，各症状に対する「原因認知」，「対処法」を明確に表現して

いると思われる部分を選別し，カテゴリー名を付して分類した。その上でAlex群‒非Alex群

の2群で全てのカテゴリーを高次のカテゴリーとしてまとめ，「自覚的身体症状」を中心とし

たモデル図を作成した。また，Alex群において感情面，身体面の捉え方として特徴的な言語

表現や，アレキシサイミアの定義として認められる行動特徴が反映していると思われる表現を

分類し，モデル図に付加することで総合的モデル図を作成した。その結果，「原因認知」にお

ける高次カテゴリーは，「心理的要因」，「身体的要因」，「他症状との関係」，「外的要因」，およ

び「不明」とし，「対処法」における高次カテゴリーは，「専門的援助・薬物」，「積極的対処」，

「消極的対処」，「休息」，および「放置」としてまとめられた。特徴的言語表現においては，心

身状態の把握において感覚の「鈍麻」や「拒否」といった特徴に加え，環境要因を重視した「外

面性志向」の認知様式がAlex群で認められた。また，「原因認知」，「対処法」に関しては，「不

明」，「放置」がAlex群で比較的多く認められる結果となった。

　これらの結果により，アレキシサイミア傾向が高いほど身体感覚に対して過敏であることが

考えられる。しかし，すべての状況・症状において過敏さが認められたわけではなく，非

Alex群との差異が認められなかったケースもあることから，「過敏さ」に影響している要因を

検討することが必要である。「原因認知」に関しては，Alex群では「不明」と判断する傾向が

高いことから，症状自体の認知の「正確さ」という点においては，「原因認知」における個人

の捉え方が影響している可能性がある。また，この側面には，内的状態よりも外的刺激に注意

を向ける「外面性志向」も関係していると考えられる。「対処法」に関しては，Alex群では「放

置」を選択する傾向が高いことから，身体症状の改善が効率的ではなく，日常生活における支

障度も比較的高いと考えられる。また，アレキシサイミックな人は，心理的側面に焦点づけた

「積極的対処」を行う傾向が低く，身体感覚の麻痺や思考を拒否する「消極的対処」を行う傾

向が高いと判断できる。

　以上のことから，アレキシサイミックな人に対する臨床的アプローチでは，身体症状に対す

る「原因認知」と「対処法」の捉え方に関する内省と気づきを促すことが有効である。また，

症状そのものの捉え方や症状間の関係といった個人的特徴を理解しアプローチの幅を広げるこ

とによって，相手が心身の関連に対する理解を促進できるよう介入していくことが重要である。
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はじめに　バーンアウトは，「それまで普通に働いていた人が，突然といってよいほどに動機

付けを低下させること」（田尾・久保，1996）である。産業界では企業のリストラの進展によっ

て引き起こされるバーンアウト現象が見られるようになっているが，その対策として職場にお

けるメンタルケアが十分に行われているとはいいがたい（横山，2001）。このような環境下で，

心労が日常茶飯事であるならば，防止策のひとつとして「会社を辞めること・転職すること」

が挙げられる。しかし，離職・転職が過労や心労からの回避としての適応的な行動である可能

性もあるがそれと同時に，離職によって生活や意識の面でネガティブな影響を受けることも少

なくないと考えられる。また，在職中のバーンアウトがどのような要因と関係しているかを明

らかにする一方で，その後の変化や回復の状況をみていくことも離職者のメンタルヘルスを考

えていく上で重要であると考える。

研究Ⅰ：質問紙調査

目的　質問紙調査の目的は，離職者における在職中のバーンアウトと関係する要因の検討，並

びに以下の仮説を検討することであった。仮説1：バーンアウトはキャリア成熟度と関係があり，

キャリア成熟度が高ければバーンアウトは低い，仮説2：キャリア成熟度が高い方が，離職に

よるネガティブな心理的影響は少ない

方法　調査は職業訓練を行うX・Yの2施設において質問紙を配布した。有効回答者は241名

であった。質問紙の構成は，性別などの個人属性，マスラックバーンアウト尺度一般調査16

項目（消耗感・冷笑的態度・職務効力感の3つの下位尺度），ペテグリューの役割過重尺度5項

目，リカートの上司からのサポート尺度9項目，成人キャリア成熟尺度27項目，家族からのサ

ポートを測定するための地域住民用ソーシャル・サポート尺度10項目，離職の心理的な影響

12項目であった。

結果　第一に，性差では女性より男性の方の冷笑的態度が高かった。第二に，年齢において，

25歳未満と25～34歳の消耗感が55歳以上よりも高かった。第三に，離職理由では，「定年・

期間満了」より「仕方なしに自己都合」の方が，「会社都合」より「積極的に自己都合」「仕方

なしに自己都合」の方の消耗感が高かった。

　キャリア成熟度などの要因とバーンアウトでは，重回帰分析の結果から，消耗感を目的変数

とした場合は，役割過重が正に，上司からのサポートおよびキャリアの自律性が負の説明変数

離職者の在職中におけるバーンアウトの要因に関する研究
―キャリア形成への意識を中心として―

04ML60004　高野　一郎
指導教員　毛利　伊吹
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として有意であった。次に，冷笑的態度は，役割過重以外において消耗感と同様であり，さら

に職務効力感では，役割過重およびキャリアの計画性が有意な正の説明変数となっていた。

考察　第一に，若年層において過剰な仕事量が要求されていたためにより高い消耗感が示され

たと考えられる。第二に，離職理由では，職務での過重な負荷により強い消耗感を感じ，積極

的にせよ仕方なしにせよ，自ら離職を選択することになったと考えられる。

　役割過重は，消耗感を高める中心的な要因であると考えられた。逆に上司からのサポートは，

実際の支援であれ心理的な支援であれ，消耗感や冷笑的態度を軽減させることが推測された。

キャリアの自律性が高く，自分自身で主体的に仕事を捉えることで消耗感や冷笑的態度を軽減

させることにつながっていると考えられる。次に，職務効力感は，難易度の高い職務を今後の

キャリアの一環としてとらえることで高まると考えられる。以上のことから，キャリア成熟度

との関係では，キャリア成熟度が高ければバーンアウトが軽減することから，本研究の仮説1

は支持された。また，社会的ステイタスの喪失といったネガティブな感情はキャリア関心性に

よって減ずることが示されたことから，本研究の仮説2は支持された。

研究Ⅱ：面接調査

目的　面接調査は，離職者における在職時のバーンアウトから離職中の現在に至るまでの心理

的変化について検討することを目的とした。

方法　面接調査の対象は，X施設における面接調査を依頼し承諾のあった8名であった。面接

方法は，半構造化面接法を採用し，個人面接法で行った。時間はおよそ30分であった。

結果　対象とした4名の離職後の心理的な変化は，「くたくた感→離職→虚脱感・恐怖感→新

しいくたくた感・不眠→職業訓練受講→帰属感と心地良い緊張感」，「バーンアウト→離職が妥

当という意識→離職→妥当な選択→職業訓練受講→快適な環境，目的通りといった満足感」，

「バーンアウト→離職→安堵感→不安感→決意→職業訓練受講→リラックス感」，「消耗感，低

い職務効力感→離職→求職活動への意欲→内面の見つめ直し→孤立感→支援の受け入れ→職業

訓練受講→生き返る」であった。

考察　当初より離職後の目的が明確であり，離職後も一貫して精神的に安定していたケースと，

離職直後はポジティブな状態だったがその後不安定になり，他者からの支援などのきっかけで

再び安定したケースがみられたことから，離職後の目的があることと，他者からの支援などが

あることが精神的な安定に関与する可能性が示唆された。また，職業訓練施設に所属して以降

は4名全てにおいて心理的に安定しており，職業訓練施設に所属していることによる好影響を

受けている可能性が示唆された。

総合考察　個人の属性とバーンアウトでは，年齢・地位・婚姻状態において先行研究で示され

た結果と同様であったが，性差では女性より男性の冷笑的態度が高いという点で先行研究と異

なった。
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はじめに　精神障害者家族は病因といわれていた時代もあったが，現在では支援の対象との見

方が強まっている。とはいえ，家族は当事者をケアするものとして社会から期待されており，

その負担感は大きい。社会資源の利用や専門家の支援も得られるが，家族をサポートする資源

は十分とはいえないのが現状である。こうした家族を支える資源として，相互支援機能が特徴

的である精神障害者家族会（以下，家族会と呼ぶ）が挙げられる。家族会への参加効果につい

ては今のところ質的な検討しか行われておらず，実証的研究はほとんど見られない。

目的　家族会におけるメンバーの主観的体験を体系的にまとめることを本研究の第1の目的と

した。そのため，家族会体験尺度を作成した。また，精神障害者家族の心理的変化にかかわる

要因を明らかにすることを第2の目的とした。そこで，心理的変化の測定のための家族心理・

態度尺度の作成を目指した。その変化と，特に家族会体験との関係に着目した。

対象と方法　本研究は，予備調査，本調査（質問紙調査および面接調査）の手順で行った。い

ずれの対象も首都圏の精神障害者地域家族会に所属する家族であった。

　予備調査では，独自の尺度項目群作成のため，家族に対して半構造化面接を行った。家族会

体験およびそれによる心理的変化について尋ね，その結果をまとめて2つの尺度群を構成した。

さらに，4つの仮説を立てた。すなわち，①家族会体験項目群は相互支援，学習，社会的活動

に分かれ，さらに相互支援は情緒的サポート，他者援助，自己開示に分類される。②家族会体

験は家族の心理・態度にポジティブな影響を及ぼす，③その影響は家族会への接触が高いほど

強くなる，④家族会への接触が高い人は援助者役割を持つ傾向がある，であった。

　本調査の質問紙調査では上記の仮説検証をめざした。2005年9月～10月にかけて，対象者に

調査票への記入を依頼した。調査票の配布数は259票であり，回収票は128票であった。その

うちの94票を有効と認め，分析対象とした。なお，面接調査については，質問紙回答者のう

ち協力すると申し出があった10名を対象に半構造化面接を90分程度行い，質問紙調査から得

られた知見の補足とした。

　調査票は，新規に作成を試みた家族会体験項目群および家族心理・態度項目群，家族の当事

者に対する協力度を測る「協力度尺度」（大島ら，1994），当事者ケアにまつわる家族の困難度

を測る「困難度尺度」（大島ら，1994），対象者および当事者の属性，家族会関与について尋ね

る項目，から構成された。

　質問紙調査の分析方法として，まず，対象となった集団の属性の特徴を捉えるために単純集

精神障害者家族会が参加者に及ぼす心理的変化に関する研究

04ML60005　堀　絵里子
指導教員　元永　拓郎
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計を行った。また，家族会体験項目群および家族心理･態度項目群については主因子法･プロマッ

クス回転による因子分析を行い，因子負荷量が .40以上の項目を選択して尺度構成した。作成

した家族会体験下位尺度について既存の尺度，属性および家族会関与度との関連を調べるため

に t 検定および一元配置の分散分析を行った。さらに，家族心理･態度の下位尺度得点の家族

会参加前と現在の差を変化と捉え，それについて家族会体験下位尺度，既存の尺度，属性およ

び家族会関与度との関連を調べるために t 検定および一元配置の分散分析による検討を行っ

た。

結果と考察　家族会体験項目群について因子分析を行い，5因子を採用した。この結果をもとに，

⑴情緒的サポート（9項目，α＝ .92），⑵他者援助（7項目，α＝ .90），⑶学習（4項目，α＝ .77），

⑷自己開示（3項目，α＝ .83），⑸社会的活動（2項目，α＝ .57）の5つの下位尺度を作成した。

⑴⑵⑷は池末（2002）の定義する相互支援に，⑶⑸はそれぞれ学習と社会的活動に相当する

ものと考えられ，仮説①は支持された。同様に，家族心理・態度項目群についても因子分析を

行い，⑴受容度（5項目，α＝ .86），⑵当事者理解度（2項目，α＝ .84）の2つの下位尺度を

作成した。

　家族心理・態度下位尺度の家族会体験前後の差を家族会体験別に t 検定にて検討した。学習

高群で受容度の変化が有意に大きく（ t（92）＝2.8, p<.01），他者援助高群および学習高群で当

事者理解度の変化が有意に大きかった（ t（92）＝2.1, p<.05； t（92）＝2.4, p<.05）。学習体験が

家族の肯定的変化につながっていることから，仮説②は支持されたと考えられる。さらに，家

族会関与度と家族会体験の関連については，役員経験のある者で情緒的サポートおよび他者援

助得点が有意に高かった（ t（92）＝2.5, p<.05； t（92）＝5.8, p<.001）。また，家族会参加頻度

高群で他者援助得点が有意に高く（ t（92）＝－3.8, p<.001），仮説④は支持された。なお，仮説

③については今回の結果からは支持されなかった。

　面接調査の逐語記録から，家族は当事者発病時に不安・恐怖心を抱き，当事者に対する態度

も家族の視点が強かったが，家族会参加で他者の体験を聞き，知識を得ることで，当事者に対

する理解や共感が深まり，当事者の側に立った適切な対応ができるようになっているというプ

ロセスが読み取れた。これは質問紙調査の結果を十分に支持していると考えられる。

　本研究では，家族会での学習体験が家族の肯定的な変化の主要因であることが示された。だ

が，他者援助も変化の要因であったことから，家族会における学習は単に知識の習得にとどま

らず，同じ悩みを持つもの同士が互いに教えあうことに意味があると示唆された。家族には専

門家の助けも必要だが，家族会にはそれとは異なる相互支援に基づいた学習の機会の提供と，

それによる効果が期待される。なお，今回の対象者は地域および人数も限られたものであり，

必ずしも家族会メンバーを代表するものとはいえなかった。今後はさらに対象者の幅を広げた

検討が必要である。だが，家族会体験が家族の心理的変化に与える影響への示唆が得られたこ

との意義は大きいと思われる。
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はじめに　1990年代後半以降，携帯電話は急速に普及し，今や日常生活になくてはならない

ものとして位置付けられている。携帯電話の普及と携帯メール利用の増加は，コミュニケーショ

ンの形態と対人関係のあり方に影響を与えているといえる。携帯メールを用いたコミュニケー

ションは肯定的，否定的側面を併せ持つことが多くの研究から明らかにされている。こうした

携帯メールによるコミュニケーションの特性を検討することは，高度情報化社会で生きる我々

の精神活動と行動にアプローチする上で，重要な課題であると考える。特に，携帯メールの利

用が，コミュニケーションに肯定的または否定的影響を及ぼすにはいかなる要因が関係してい

るかを，携帯メール依存との関連も含めて臨床心理学的に検討することは意義深いと思われる。

目的　大学生における携帯メール利用と心理学的問題に関する基礎的資料を得ることを目指し

た。①携帯電話の所持及び携帯メール利用実態を把握すること，②携帯メール利用を通してど

のようにコミュニケーションを展開し友人関係を形成しているかを分析すること，③携帯メー

ル利用に関する意識を肯定面および否定面の双方から検討すること，④携帯メール依存度を測

定する尺度を作成し，携帯メール依存と友人関係および携帯メール利用意識との関連を検討す

ること，⑤携帯電話非所持者の友人関係および携帯電話に対する意識を検討すること，の5つ

を目的とし，携帯メール利用が友人とのコミュニケーションに及ぼす影響について考察した。

対象と方法　対象は，A大学の大学生465名（男性323名，女性142名）であり，回収率に対

する有効回答率は86.2％であった。一般教養科目の講義時間中に質問紙を配布し，その場で集

合調査を実施した。回答には15～20分程度を要した。実施日は2005年10月17日である。

　調査票は以下の5分野から構成された。⑴友人関係態度尺度：日常の友人関係に関する行動

を尋ねる尺度である。⑵携帯メール利用行動に関する尺度：携帯メールを介して交換されるメッ

セージの質的側面を捉える尺度であり，本研究では，チャットメールの利用と出会い系サイト

の利用を追加した。⑶携帯メールの効用認知尺度：携帯メールの効用に対する認知を多面的

に測定する尺度である。⑷携帯メール利用が及ぼす否定的側面尺度：携帯メールの否定的側

面および携帯メール依存度を測定する尺度である。⑸属性および自由記述による項目：属性

と携帯電話の利用実態および，携帯電話の意識を尋ねた。

結果と考察　大学生の98％が携帯電話を所持し，半数近くが中学時代から携帯電話を所持し

ていた。ただし，所持開始時期は，女性の方が早かった（U（316，141）＝18207.00，Z＝－3.3，

大学生の携帯メール利用が友人との
コミュニケーションに及ぼす影響

04ML60006　坂井　篤子
指導教員　元永　拓郎
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P＜.01）。女性のほうが男性よりも一日のメール送信数・受信数が多く，女性の8割が一日にメー

ルをそれぞれ10通以上交信していた。また，中学以前からの携帯電話利用者は中学以降の利

用者よりも，携帯メール利用が多かった。

　携帯メール利用と友人関係との関連を見ると，女性は男性よりも友人に信頼感を強く抱いて

おり（ t（455）＝－5.59，p＜ .001），男性よりも携帯メールを頻繁に利用していた。中でも，自

分の相談や友人の相談といった個々人の内面に触れる内容のやり取りを頻繁に行っていた。ま

た，中学以前からの利用者は，携帯メールを介して自分の相談をしたり，友人から相談を受け

たり，会わない友人と連絡をとったりし，コミュニケーションツールとして携帯メールを頻繁

に利用していた。一方，中学以降の利用者は，用件を伝えるための連絡手段として携帯メール

を利用しており，携帯電話の利用開始時期によって，携帯メールを介して行われるコミュニケー

ションが，質的・量的に異なることが示唆された。

　携帯メール利用における肯定面および否定面の意識については，女性は，携帯メールの肯定

面・否定面の双方を認識していたが，男性よりも，携帯メールを，親和欲求を充足するツール

として強く認知していた（ t（455）＝－2.36，p＜ .01）。また，男女ともに中学以前からの利用

者は，携帯メールによって親和欲求を充足していた。携帯メールを介して自分の相談をし，ま

た，友人からも相談を受ける中で，相互理解を深め，友人への信頼感が形成され，信頼感が増

すことによって，親和欲求を充足していることが推察される。しかし，中学以前からの利用者

は，携帯メールの長期的影響の認識が薄く，携帯メールの肯定面を否定面よりも重視している

可能性が考えられた。このことから，携帯メールリテラシーの必要性が示唆された。

　携帯メール依存に関しては，女性は男性よりも携帯メールに依存している傾向が見られた（ t

（455）＝－3.20，p＜0.1）。また，中学以前からの利用者が中学以降の利用者より携帯メールに

依存している傾向があり（ t（455）＝3.09，p＜ .001），携帯メール依存は，早い時期からの利

用と関連していることが示された。携帯メール依存の高い群は，携帯メールに対して親和性や

利便性といった肯定的側面を認知している一方で，束縛感，希薄感といった否定的側面も認知

していた。この傾向は男性が特に強かった。今後ますます携帯電話所持の低年齢化が進むこと

が予想されるが，携帯メールコミュニケーションの意識されないマイナス面にも留意した教育

や働きかけが重要であると思われる。

　携帯電話非所持者は，友人への信頼感が低く（F（2，462）＝12.04，p＜ .001），携帯電話を

否定的に認知していた。また，携帯電話を所持したいと思っていないことが示された。

　本研究の対象者は，1大学の限られた講義の受講者であり欠席者は含まれない。しかし，複

数の学科から450名以上の対象者が得られた。また先行研究とも一致する内容であり，本研究

で得られた結果は，大学生の携帯メールに関する心理的状況をある程度示しているといえよう。
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はじめに　16年度の厚生労働白書はアレルギー疾患（喘息、アトピー性皮膚炎、花粉症）の

罹患率は国民のおよそ30％に達し、増加の傾向があることを報告している。日本皮膚学会の

アトピー性皮膚炎の治療ガイドラインにおいて、アトピー性皮膚炎のアレルゲンの特定は困難

であり、心身医学的観点から精神科医などとのチーム医療の必要性を認めている。アトピー性

皮膚炎の心理的要因に関する量的先行研究には、患者の心理的分析を行ったものがあり、対人

関係、怒りの感情の強さが認められる傾向がある。またアトピー性皮膚炎患者の掻破行動に着

目し、行動療法的な観点の重要性を指摘した研究等が報告されている。

目的　本研究では環境と有機体の関わりについて、注意の方向性と情報のあり方についての新

しい理論として注目を集めつつあるJ・J・ギブソンのアフォーダンス理論を基本的枠組みとし、

先行研究で明らかにされている項目について質的研究を行った。アフォーダンス理論は環境に

おける情報と知覚システムの調和について議論し、行動と知覚の統一的把握を特徴とする。し

かし精神疾患や心身症など、自身の内部環境との調和に関する研究はまだ少ない。本研究では

アフォーダンス理論との理論的親和性を持つと考えられるH・ワロンの精神病理学・情動論に

依拠し、自己受容感覚を軸とした新たな理論的枠組みを示唆する。この事によりアトピー性皮

膚炎患者の知覚傾向を、対人関係、情動、行動、を環境の調整という観点から包括的に捉え、

皮膚とアフォーダンスとの関わりという視点から、仮説を生成する。

対象と方法　本研究では、アトピー性皮膚炎と医師に診断され、通院歴のあるアトピー性皮膚

炎患者4名と健常群4名の計8名を対象とした。年齢層は20代、男女比は50％であった。①質

問紙CMI（コーネル・メディカル・インデックス）を実施し、身体的・精神的自覚症状につ

いて半構造化面接の内容を参考とし、検討を行った。②ロールシャッハ・テスト（片口法）を

行い、怒り、対人知覚、材質反応、皮膚カード、バリアスコア・境界浸透度スコアについて検

討した。③環境と調整に関して、半構造化面接を行いグラウンデットセオリー法により分析し

た。自己知覚に関しては認知意味論的観点からの考察も加えた。④動作課題を映像撮影し（直

立動作、手を見る動作、足踏み動作）、その特徴を観察した。

結果と考察　本調査で得られた質的データには次のような傾向がみられた。健常群では⑴臨

床群とは異なった生体のシステムに関する自覚症状の傾向が見られ、神経系、不適応、緊張の

自覚症状が高い傾向にあった。⑵怒りに対して、視線ではなく、表情への反応が示唆され、

アトピー性皮膚炎患者の知覚傾向
―皮膚とアフォーダンスとの関わりから―

04ML60007　佐藤　文彦
指導教員　春日　　喬
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かつ情動表出的な傾向が見られた。⑶自己と他者を分ける身体の境界のイメージが、境界を

浸透されるイメージよりも強い傾向があった。⑷皮膚イメージが、透明で、コントロール可

能なものととらえる傾向があった。⑸自身の身体意識、姿勢定位、運動の協調は比較的よい

と観察された。⑹身体的・精神的な不調に関して自覚的であり、かつ幾重にも対処の方略を持っ

ている傾向があった。またそれらによって対処に成功している傾向にあった。対人関係に関し

ては、交友関係が広く、相手にこだわりがなく、情動表出的であり、緊張感が低い傾向が見ら

れた。生活環境の変化に対しては柔軟さやなれという形で調整に成功しているようであった。

⑺気の休まる場所に関する自己知覚が、対人的な基盤を持つ傾向があった。

　臨床群では、⑴易怒性が高い傾向にあり、健常群とは異なった生体のシステムに関する自

覚症状の傾向が見られ、目と耳、消化器系、皮膚、疲労度、習慣、不安の自覚症状が高い傾向

にあった。⑵怒りに関しては、人の視線との関わりが示唆された。また拡散的な刺激、形態

のはっきりしない刺激に対して怒りを感じる傾向があり、かつ自身の情動を隠す傾向も見受け

られた。⑶自己と他者を分ける身体の境界のイメージと、境界を浸透されるイメージが同じ

程度あり、矛盾した二つのイメージを持つ傾向があった。⑷悪い皮膚イメージと自己イメー

ジが結びつく傾向があり、また皮膚をものとしてとらえる傾向にあった。さらに現実の体験を

うち消そうと努力する傾向が見受けられた。⑸自身の姿勢意識、姿勢定位、運動の協調が比

較的悪く観察された。⑹身体的・精神的な不調に対して自覚的でない傾向があった。ただ内

臓と皮膚の関係などに敏感さがある傾向があった。不調への対処の方略に関して、被験者によっ

て幅があったが、効果のない場合が多く表現されていた。対人関係は、交友関係が狭く、情動

表出的でなく、一人でいることを好む傾向があった。また生活環境の調整は、まったくなされ

ていない場合や我慢してすます傾向が見て取れた。しかし、逆に自身のやる気であるとか、希

望などの表現も多く見受けられた。⑺気の休まる場所に関する自己知覚が、ものと自身の関

係を基盤に持つ傾向にあった。

仮説　以上の考察から、次のような仮説を生成した。アトピー性皮膚炎患者の知覚傾向は、健

常者と異なっている。視線による緊張から生じる条件反射の日常化によって、基礎定位の不安

定さが生じ、知覚系全体の不安定さが生じている。有機体はこれと調和する努力を強いられる

が、その努力を含め、緊張からくる内臓感覚の優位と、それに伴う生体の構造化という神経系

を介したアフォーダンスの柔軟性の欠如が発現する。自己受容感覚の不調和、とくに筋―関節

―皮膚知覚システムの緊張は、本質的に筋の緊張であるが、アトピー性皮膚炎患者の場合は、

この生体のシステムの機能不全が、皮膚の側面に特に異常を表現したものである。

　最後に、本研究では対象人数が少なく、得られるデータにも限界があった。対象人数を増や

し、再検討を試みたい。また理論的な関心として、アフォーダンスの発達と知覚の発達の関連

についての研究が必要だと考えている。本研究のモデル化も含めて今後の課題としたい。
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はじめに　戦争・犯罪から、いじめ、DVに至るまで、現在でも人間の怒りや憎悪が大きく関

与する問題は、より複雑になり、凶悪化する側面さえ持っている。人間の攻撃心についての研

究とそのコントロールは、“それだけではたぶん完全な解答をだすことは不可能であろうが、

戦争問題にも関連しているのである（Storr，1973）”。よって、攻撃性のメカニズムを探り、

それに起因する様々な問題へのアプローチを行うことは意義のあることだと考える。

　これまでの研究においては、攻撃性を、攻撃誘発刺激に対して怒り感情を伴って何らかの攻

撃行動を示す「反応的攻撃（reactive aggression）」と、目的を達成するために何らかの攻撃行

動を道具として使用する「道具的攻撃（instrumental aggression）」の2つに大別して考えるの

が主流である（山崎 , 2002）。本研究においては、攻撃性を、「一定の刺激に対して、攻撃的に

反応する傾向」とし、攻撃的反応を、「生命体（その構成要素及び表象を含む）を、害したり

傷つけたりするという目標へと向けられた、あらゆる形態の行動、感情、認知」とする。

　同性の親との同一化における、超自我の形成過程は、その後の攻撃性に大きく影響すると考

えられ、とくに、児童期においては、同一視が積極的に行われ、早期児童期における同一化は、

超自我形成、修正に決定的な影響を及ぼすと考えられている。よって早期児童期における（特

に同性の親との）同一化の視点から、青年期後期にあたる大学生の攻撃性を研究することは、

意義があると考える。

目的　これまでの、攻撃性についての量的研究では、早期児童期における同一化の視点から、

青年期後期の攻撃性について、多面的に論じたものが見受けられなかった。よって、本論文で

は以下の4つを目的とする。①早期児童期における、身近な人物との同一化が、青年期後期の

攻撃性に、どの様な影響を与えるかを考察する。②攻撃性のある側面が、他の側面にどの様な

影響を与えるかを考察する。③　①、②の際に、視点取得能力や暴力的なメディアの嗜好度合

いは、どの様に影響するのか考察する。④攻撃性を多面的に測定し、攻撃性の安定性、性差、

暴力的メディアの嗜好度合いと攻撃性の関係について、先行研究と比較し、考察する。

仮説　①早期児童期における、身近な人物の攻撃性（の記憶・イメージ）は、青年期後期の自

己の攻撃性と関連が認められる（正の相関）。また、この傾向は攻撃性の諸側面によって変化

する。②早期児童期における、同性の親の攻撃性（の記憶・イメージ）は、他の2人（同性の親、

親と同等に影響をうけた人物）のものよりも、青年期後期の自己の攻撃性との関連が認められ

青年期の攻撃性についての研究
―児童期における同一化の視点から―

04ML60008　高橋　信平
指導教員　池田　政俊
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る（正の相関）。また、この傾向は攻撃性の諸側面によって変化する。③早期児童期における、

身近な人物の攻撃性（の記憶・イメージ）が高い方が、青年期後期の自己の攻撃性と関連が認

められる（正の相関）。④視点取得能力は、攻撃性を抑制し、暴力的メディアの嗜好度合いが

強いと、攻撃性は高くなる。また、この傾向は攻撃性の諸側面によって変化する。

方法　調査はZ大学におけるX、Y2つの講義の中で行った。対象は、Z大学の心理学科に所属

する大学生であった。その場で質問紙を配布し、回答してもらい、回収した。質問紙の回答に

要する時間は、20～25分程度であった。Xの講義における実施日は、2005年9月29日、出席

者は計83名で、Yの講義における実施日は同年10月11日、出席者は計47名であった。有効回

答者は計114名であった。男女別内訳は，男性54名，女性60名，年齢は18～25歳（平均21.3，

SD12.1）であった。質問紙の構成は、1．個人属性，2．日本版Muller Anger Coping 

Questionnaire（MAQ），3．State-Trait Anger Expression Inventory（STAXI）日本語版，4．デ

イビスの多次元共感測定尺度，5．併存的妥当性の確認項目，6．質問紙に対する意見・感想、面

接調査の依頼であった。

結果　怒り表出においては、過去の母親と現在の女子学生とで1％水準で有意な関連があった

（F（1,110）＝15.09）。怒り抑制においては、過去の父親と現在の女子学生との関連に有意傾向

がみられた（F（1,108）＝3.36）。過去の母親の怒り抑制の分散分析の結果、性別の主効果は有

意でなく（F（3,108）＝ .865）、現在の自己の怒り抑制の高低の主効果において、有意傾向がみ

られた（F（3,108）＝3.00）。怒り主張性においては、過去の父親と現在の男子学生において1％

水準で有意な関連があり、（F（1,108）＝7.06）、女性では有意でなかった（F（1,108）＝ .158）。過

去の父親の特性怒りの分散分析の結果、性別の主効果はなく（F（3,108）＝ .078）、現在の自己

の特性怒りの高低の主効果において、5％水準で有意であった（F（3,108）＝4.21）。過去の母親

の特性怒りの分析の結果、性別の主効果はなく（F（3,110）＝ .690）、現在の自己の特性怒りの

高低の主効果において、1％水準で有意であった（F（3,110）＝13.62）。また、怒り表出と特性

怒りは正の関連が強く、怒り抑制と怒り表出・怒り特性は負の関連が強く、怒り主張性と視点

取得は正の関連が見られた。

考察　早期児童期における親の攻撃性や、視点取得（の記憶・イメージ）と、現在の大学生本

人の攻撃性や、視点取得の関係については、早期児童期における同一化の文脈で考えるなら、

異性の親よりも、同性の親の攻撃性や視点取得と関連がある（つまり、同性の親と同一化した）

という結果が自然であると考えられるが、その様な傾向はあまり見られず、それよりも、早期

児童期における親の攻撃性の高さ・低さと関連がみられたが、同一化の機制も幾分かは働いて

いると考えられた。また、視点取得は、怒り表出や特性怒りと負の関連がみられたため、先行

研究同様､攻撃性に対して一定の抑制効があると示唆された。暴力的メディアは、攻撃性を促

進する可能性が示唆された。
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　離人症とは自分の知覚，感覚，行為などについての能動性の意識の変化で，生き生きとした

実感の無い状態であり，正常範囲から神経症，精神病に至るまで，様々な精神疾患に出現する

非特異的症状である。自己存在感喪失，実在感喪失，感情喪失，身体感覚の疎遠感などの複雑

な主観的症状があるが，患者にとってこれらの体験は苦痛と感じられ，病識があるのが特徴で

ある（立山，1998）。離人症におけるこれらの中核的な主観的感覚は離人感と呼ばれる。日常

的で病理的でない軽度の離人感は健常者においても存在しており，病的で重篤なものであれば

離人症となる。離人感は病理的でない軽度のものから病的な重度のものまで連続した値をとる

と考えられる。また，本研究においては個人の離人感の呈しやすさを離人傾向と定義する。し

かし，離人症が非特異的な症状であるがゆえ，その主症状である離人感を生起させる要因につ

いては多くの立場からの考察が存在する。小波藏（1989）は，離人症の発症要因のひとつに幼

児期よりの両親との暖かい交流の欠如を指摘している。田辺（1994）によれば，病的な解離傾

向の発達と心的外傷体験との結びつきは重要な問題として指摘されているが，組織的な検討は

わが国においては未だなされておらず，臨床的観点からも重要な課題である。心的外傷とは人

間の心がある強い衝撃を受けて，その心の働きに半ば不可逆的な変化を被ってしまうことであ

り，岡野（1995）も小児および思春期において人格の形成以前ないしその形成過程で被った外

傷体験は，広範囲にわたる多彩な影響を及ぼすと指摘している。本研究では仮説を①養育態度

と離人傾向に関連がある，②心的外傷体験と離人傾向に関連がある，③養育態度と心的外傷体

験の両者によって離人傾向は影響をうける，としてこれらを検討することを目的とした。

　本研究は大学の学生を対象に，質問紙による調査を行った。質問紙には須永（1996）の作成

した非現実感質問紙の特性非現実感尺度，Parker et.al.（1979）が開発したParental Bonding 

Instrument（以下PBI）， Asukai,Kato,& Kawamura（2002）の出来事チェックリストを参考に

作成したチェックリストを用いた。

　回答の得られた133名のうち，有効な回答107名を分析対象とした。有効対象者は，男性55名，

女性52名，平均年齢19.9歳（SD＝1.47）だった。PBIは因子分析を行い，父親の「養護」「過

保護」因子と母親の「養護」「過保護（行動）」「過保護（感情）」因子を採用した。

　はじめに，養育態度と離人傾向の関連を検証するため，非現実感質問紙の得点を平均値で高

群と低群に分類し，PBIの因子によって差があるかをみるため， t 検定を行った。その結果，

非現実感質問紙の高群と低群では，PBI母親養護因子の得点で差が有意であった（ t（105）＝2.22, 

離人傾向と心的外傷体験及び養育態度との関連

04ML60009　高橋　裕介
指導教員　池田　政俊
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p<.05）。よって仮説①は一部支持された。他の因子においては有意な差はみられなかった。

　つぎに，心的外傷体験と離人傾向の関連を検証するため，非現実感質問紙の高群・低群と，

心的外傷体験の有無でχ2検定を行った。その結果，低群に比べ高群の方が心的外傷体験の経

験が多かった（χ2（1, N＝107）＝7.64, p<.01）。よって仮説②は支持された。さらに非現実感

質問紙の高群・低群と心的外傷体験よりも軽度な体験の有無でχ2検定を行ったが，その結果

は有意ではなかった。また，心的外傷体験の経験がある対象において，その経験した時期と非

現実感質問紙の高群・低群でχ2検定を行ったが，有意ではなかった。心的外傷体験の具体的

な内容を，非現実感質問紙の高群・低群別にみると，低群では「知人に起きた出来事を知りショッ

クを受けた」が29％と最も多く，高群では「交通事故」が22％と最も多かった。

　最後に，離人傾向と心的外傷体験および養育態度の関連を検証するため，PBIの父母の各因

子についてそれぞれ高群・低群に分類し，さらにそれを心的外傷体験（有・無）で4群に分類し，

各因子のその4群と非現実感質問紙高群・低群との比較をχ2検定により行った。その結果，

父親養護因子（χ2（3, N＝107）＝9.85），母親養護因子（χ2（3, N＝107）＝10.35），母親過保護（行

動）因子（χ2（3, N＝107）＝9.40），において5％水準で有意であった。そこで残差分析を行っ

た結果，心的外傷体験の経験がないよりある方が有意に離人傾向が強いことが示されたが，心

的外傷体験の有無によらず，養育態度によって離人傾向の強弱に関連する結果は得られなかっ

た。よって仮説③は支持されなかった。

　これらの結果から，母親が愛情深い受容的な養育態度であることと，離人傾向の強弱に関連

が示された。また，心的外傷体験の経験を有することと，離人傾向の強さに関連が示され，逆

に経験がないことと，離人傾向の弱さに関連が示された。しかし，軽度の心的外傷体験の有無

と離人傾向の強弱には関連は示されなかった。心的外傷体験の経験の有無と離人傾向に関連が

あることが示されたが，心的外傷体験の経験を有していても離人傾向が弱い群が存在した。そ

の違いを調べるため，心的外傷体験を経験した時期について検討したが，関連は示されなかっ

た。次に，経験した心的外傷体験の内容を検討したところ，離人傾向が弱い群は，自分自身が

体験したのではなく，知人の出来事を知ってショックをうけたというものが最も多かった。そ

れに対し，離人傾向が強い群は，自分自身が交通事故のような生死に関わる出来事を経験した

というものが最も多かった。さらに，心的外傷体験の有無のほうが親の養育態度よりも離人傾

向の強弱に関連があることが示唆された。

　本研究ではこれらの関連について述べることができるが，因果関係までは検証していないた

め，今後因果関係についても検証していくことが課題といえる。
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1．はじめに　共依存は多くの研究者により様々な定義が提唱されているが，明確な定義がさ

れていない。また，日本では他国との文化差から共依存の概念は浸透していない。しかし，緒

方（1996）らの研究から「偏った過剰な期待によって生じる共依存」が存在すると考えられる。

これは親が自分の価値を得るために子どもに過剰に偏った期待を与え，子どもは親からの愛情

を獲得するために，親の期待に答えようと努力するという親子関係から生じる共依存である。

特に青年期はそれまで依存してきた親から心理的に独立しようとする時期であり，この時期の

親子関係の依存が青年期の発達に問題を生じさせると考えられる。

　対人関係を決定するものとして，Bowlbyの愛着の概念が挙げられる。愛着は安定型，回避型，

アンビバレント型に分類され，これらのパターンは青年期，成人期の愛着のスタイルを特徴づ

けている。愛着は加齢に伴い，自己と他者に対する内的表象である内的作業モデルとなる。

　共依存は｢人間関係の病理｣などと言われ，機能不全家族に育った場合，拒否的な内的作業

モデルを構築し青年期の対人関係に大きな問題を生じさせると考えられる。

2．目的　本研究では，斎藤（1996）らの定義をまとめ，共依存を｢無意識に他者を必要とし，

自分自身も必要とされる依存関係の中で，他者をコントロールし，自分の不安や価値観を守り

存在意義を示そうとする強い行動力と，その対人関係パターン｣と定義し，本研究のテーマで

ある大学生の共依存傾向について取り扱った。さらに，従来十分実証されていない共依存と親

子関係の関連，共依存の対人関係について明らかにした。

3．調査方法

⑴ 質問紙調査

目的　以下の仮説を検討することを目的とした。仮説1：共依存の高い人は親からの心理的離

乳が低い，仮説2：共依存の高い人の期待は他者に賞賛される期待が高い，仮説3：共依存が

高い人はアンビバレント型の対人関係パターンを持つ。

方法　T大学とS大学において質問紙を配布した。調査対象者は212名，有効回答数は170（有

効回答率56.7％）であった。質問紙の構成は個人属性，共依存尺度18項目，子どもから見た

親の期待尺度27項目，母子の心理的離乳尺度27項目，父子の心理的離乳尺度27項目，内的作

業モデル尺度の18項目，自由記述の4項目であった。

⑵ 面接調査

目的　親子関係，親からの期待，対人関係について検討することを目的とした。

大学生の親子関係における共依存傾向と愛着パターンの関連性
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方法　面接対象者は質問紙調査で面接を依頼し承諾を得た5名であった。面接方法は，半構造

化面接法を採用し個人面接を行った。

4．結果と考察　本研究では父親と母親の心理的離乳の構造が異なった。これは，親役割が異

なるためだと考えられる。父親の心理的離乳と共依存の相関から心理的離乳が高い「父親が子

どもを信頼する関係」と共依存に負の相関が見られた。これは，父親と母親の役割が異なるた

めだと考えられ，子どもと距離がある父親は心理的離乳の低い段階は容易に達成できる。しか

し，親に対する理解と情緒的繋がりを持ちながら，精神的に自立していくことになる心理的離

乳の高い段階では，共依存者の親が子どもを信頼することができず，関係を構築できない。一

方，母親の心理的離乳と共依存の相関から心理的離乳の低い「母親が子どもを見守る親子関係」

と共依存に正の相関があった。従って，幼児期の母親との情緒的繋がりが青年期でも継続して

いる場合，共依存関係が構築されると考えられる。

　共依存と「社会的賞賛」の期待の t 検定では有意差は見られなかった。面接においては，共

依存の高群の母親の期待は子ども本人への期待ではなく，世間体を気にした期待となり，子ど

もの評価が上がることで母親への印象を上げるものと考えられる。従って，母親は自分のアイ

デンティティを子どもに負わせている「偏った過剰な期待によって生じる共依存」が見られる。

愛着では共依存と内的作業モデルの相関から共依存とアンビバレント型は有意な正の相関を示

した。このことから，共依存者はアンビバレント型の愛着パターンを築くと考えられる。また，

面接調査から共依存の高群は，頼りにする対象がいない，または両親以外にいないことが伺え

た。従って，共依存者は対人関係において相手と自分との情緒的な状態に翻弄される傾向があ

り，一貫性を欠いた対人関係を築きやすく，また他者を信頼するのが困難であるという問題を

抱えていると考えられる。

5．総合考察　本研究では，「偏った期待によって生じる共依存」は明確にされなかった。この

ことから，現在，親子関係で生じる共依存が期待によってのみ生じるとは断言できず，様々な

要因が考えられる。本研究では親役割の混在が見られ，それによって共依存が促進されている

可能性が考えられる。従って，今後は新しい親役割の形が必要となり，青年期は児童期と異な

る親子関係を明確にする必要性がある。さらに，幼児期からの親子関係を継続し，共依存傾向

を持つ学生は，自ら親子関係を変化させることは難しいと考える。そこで，学生相談や心理的

サポートを含めた進路相談などのサポート支援を大学から積極的に行うことが必要になると考

える。
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　近年，青年の「ひきこもり」という現象が注目され，様々な領域から関心を集めている。そ

の中で，ひきこもりと自己愛の障害との関連が事例を通して示唆されている。自己愛の障害は，

「周囲を気にかけない（oblivious）」タイプと，「周囲を過剰に気にする（hypervigilant ）」タイ

プを両極とする連続体で捉えられるとする考え方（Gabbard，1994）が一般的になりつつある。

しかし，ひきこもりとの関連では，前者のタイプに焦点が当てられたものがほとんどであり，

後者のタイプに焦点を当てた実証的研究はない。後者のタイプは，Kohut（1971，1977）の述

べる自己愛の病理に相当する。上地・宮下（2002）は，Kohutの視点に立ち，“心理的安定や

自己評価を維持する機能の脆弱性”を「自己愛的脆弱性（narcissistic vulnerability）」と表現

した。

　また，実際にひきこもっていない青年の中にも，ひきこもりを呈する傾向を潜在的にもつも

のが存在すると考えられる。さらに，一旦ひきこもると，自然な回復が望めず，長期化する傾

向があるとする報告（斉藤，1998）も存在することを考慮に入れると，その予防的観点からも，

ひきこもり傾向を採り上げることは意義深いと考えられる。

　そこで本研究では，大学生のひきこもり傾向と自己愛的脆弱性との関連を明らかにすること

を目的とした。一方，他の精神障害によってひきこもることを余儀なくされる可能性が考えら

れる。そこで，ひきこもりと自己愛の障害の両方との関連が示唆される抑うつを採り上げ，う

つ病圏群と非うつ病圏群とのそれぞれにおいて，大学生におけるひきこもり傾向と自己愛的脆

弱性との関連についても検討した。

　調査は，2005年7月上旬，A大学の学生149名を対象に，質問紙調査法によって実施された。

そのうち回答に不備のあるものを除いた120名を分析の対象とした（有効回答率96.0％）。

　質問紙は，以下の4つから構成された。⑴「属性についての項目」：性別・年齢・学年・学

科などの基本的属性に加え，サークル所属の有無，不登校経験の有無，挫折体験の有無，既往

歴の有無，生きがいの有無について尋ねた。⑵「自己愛的脆弱性尺度」：自己愛的脆弱性尺度（上

地・宮下，2002）を用い，6件法で回答を求めた。⑶「大学生のひきこもり傾向尺度」：先行

研究（坂東・丹野，2002）をもとに，新たな項目を増やして作成した22項目からなる尺度で

あり，4件法で回答を求めた。⑷「Self-rating Depression Scale（以下SDSとする）」：Zung（1965）

によって開発された自己記入式尺度を福田・小林（1973）が日本語版として作成した尺度であ

り，4件法で回答を求めた。

大学生のひきこもり傾向と自己愛的脆弱性の関連

04ML60011　長嶋　君賢
指導教員　池田　政俊



69

　分析方法は，各尺度得点を比較するために t 検定および分散分析を行い，各尺度間の関連

を検討するためにPeasonの相関係数を算出した。

　大学生のひきこもり傾向尺度の作成に関しては，主因子法による因子分析（Promax回転）

を行い，3因子を抽出した。回転後，各々の因子から因子負荷量 .35以上の項目を選択し，尺

度を構成した。以上の分析により抽出された22項目を「大学生のひきこもり傾向尺度」とした。

第1因子からそれぞれ「内的ひきこもり」因子，「外的ひきこもり」因子，「ひきこもり行動」

因子と命名した。α係数は尺度全体で .91であり，下位尺度については，順に .88 .84 .83と十

分な信頼性が得られた。妥当性に関しては，表面的妥当性の検証および内容的妥当性の検討を

行った。その結果，妥当性が示されたと考えられるが，潜在的に存在するひきこもり傾向を捉

えるという試みであった為，限界もあったと考えられる。

　結果と考察は，以下の通りであった。

　自己愛的脆弱性尺度の得点高群と得点低群では，得点高群の方が得点低群より，大学生のひ

きこもり傾向尺度得点が有意に高かった（ t ＝6.4，p<.001）。この結果から，自己愛的脆弱性

が高い大学生は，ひきこもり傾向が高いことが示された。

　大学生のひきこもり傾向尺度と自己愛的脆弱性尺度およびSDSの3尺度間の関連をみると，

それぞれの尺度間で有意な正の相関が認められた（.64≦γ≦ .72，p<.001）。

　うつ病圏群における自己愛的脆弱性尺度の得点高群と得点低群での大学生のひきこもり傾向

尺度得点の比較では，下位尺度である「内的ひきこもり」において，得点高群の方が得点低群

よりも有意に高かった（ t ＝3.1，p<.01）ものの，尺度全体においては有意な差は認められなかっ

た。この結果から，本研究において設定した仮説のうち，うつ病圏群において，自己愛的脆弱

性が高い大学生は，ひきこもり傾向が高い，という仮説は支持されなかった。これに関しては，

抑うつが高まると自ずとひきこもり傾向が高まるため，自己愛的脆弱性は問題にならないので

はないか，という可能性も考えられる。しかし，うつ病圏群において，自己愛的脆弱性が高い

大学生は，内的なひきこもり心性の度合いが高い，という新たな示唆が得られた。

　非うつ病圏群における自己愛的脆弱性尺度の得点高群と得点低群では，得点高群の方が得点

低群より，大学生のひきこもり傾向尺度得点が有意に高かった（ t ＝4.6，p<.001）。この結果

から，非うつ病圏群において，自己愛的脆弱性が高い大学生は，ひきこもり傾向が高いことが

示された。

　本研究により，大学生におけるひきこもり傾向の高さと自己愛的脆弱性，すなわち，“心理

的安定や自己評価を維持する機能の脆弱性”の高さとの関連が明らかとなった。また，これに

より，Kohut理論に基づく，ひきこもりの予防，あるいは，ひきこもり支援に対する新たな示

唆が得られたと考えられる。ひきこもりの多様性を考慮しつつ，尺度のさらなる検討を行うと

ともに，臨床群との比較を通し，「ひきこもり傾向」と「ひきこもり」との関係を明らかにす

ることが今後の課題である。
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はじめに　職業的アイデンティティとは、Eriksonによって述べられたアイデンティティ概念

のうち、職業に関わるアイデンティティを指している。職業的アイデンティティは、職業生活

としてのキャリア形成と大きく関わっており、成人期のアイデンティティに関する議論及び近

年のフリーター、ニートの増加、早期離職など成人期前期の労働問題の検討に欠かせない概念

である。

　職業的アイデンティティに関する研究として、Marciaによる自我同一性ステイタス研究に

おける、面接法を用いた調査がある。平田（1999）はこの研究を踏まえて、これまでに研究の

少ない一般企業の勤労者を対象に研究を行っている。平田（1999）は、職業的アイデンティティ

は、成人初期の段階では確立されておらず、「実際に仕事に関わり、仕事や仕事環境と自分に

ついての認識との相互作用によって形成されていくものである」と述べている。

　本論文では、職場における「危機」を、Marciaの言及した発達的「危機」と併せて「困難

に直面した、いつも通りの自分ではいられないような、大変な思いをした経験」と定義づけ、

この危機を「克服した」かどうかに注目し、これを「自分のペースを取り戻して仕事が出来る

ようになった」と定義し、研究を行った。

目的　本研究の目的は、一般企業に勤務する成人期前期の勤労者の職業的アイデンティティ形

成に影響を及ぼす要因の検討とした。その中でも、危機経験および危機克服経験を中心に他の

要因や属性による影響も検討した。仮説1は、危機経験及び危機克服経験をしている勤労者の

方が、そうでない勤労者よりも、職業的アイデンティティが高いこと、仮説2は、職業的アイ

デンティティの高さと精神的健康に正の関連があるということ、仮説3は、職業的アイデンティ

ティに影響を与える要因として、仕事をする中で受ける影響が大きいことであった。なお、ア

イデンティティ形成過程における詳細内容の検討のため、面接調査も実施した。

対象と方法　調査期間は2005年9月20日～11月2日とし、民間企業A社、B社、C社に勤務す

る、20歳～40歳までの男女240名と著者の知人105名を対象に質問紙調査を行った。質問紙は、

345部中159部を郵送法で回収（回収率46.1％）、内有効回答数134（有効回答率38.8％）、回答

者の平均年齢は30.7歳（SD＝4.5）であった。質問紙の最終ページにて、女性に対して面接調

査協力依頼を載せ、承認の得られた4名に対し個人面接法で1人約1時間、半構造化面接調査

を行った。

成人期前期の職業的アイデンティティ形成に
影響を及ぼす要因に関する研究

04ML60012　原田　舞香
指導教員　元永　拓郎
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　質問紙の構成は、職業的アイデンティティ尺度（平田，1999）、職場環境、職務内容、給与

に関する満足感測定尺度（安達，1998）、GHQ-12、仕事にまつわる質問、個人属性であった。

分析は、まず職業的アイデンティティ得点の危機経験あり群、危機経験なし群の差を比較する

ため t 検定を行い、その後職業的アイデンティティ得点の危機克服経験あり群、危機克服経験

なし群、危機経験ない群の差を比較するため、一元配置の分散分析を行い、TukeyのHSD法

で多重比較を行った。次に職業的アイデンティティと精神的健康の関連を検討するため、職業

的アイデンティティ得点低群（58点以下）、高群（59点以上）とGHQ-12得点の低群（3点以下）、

高群（4点以上）でPearsonのχ2検定を行った。そして職業的アイデンティティに影響を及ぼ

す要因の何の影響が大きいか、ロジスティック回帰分析にて、従属変数を職業的アイデンティ

ティ尺度得点の高低2群とし、説明変数に危機克服経験、属性、要因を投入し、検討を行った。

結果と考察　仮説1に関して、まず職業的アイデンティティ得点を危機経験の有無で比較した

ところ有意差はなかったが、危機克服経験の有無で比較したところ危機克服経験あり群の方が

有意に高かった（F（2,126）＝13.5, p<.001）。よって仮説1は危機経験については支持されなかっ

たが、危機克服経験が影響を及ぼしている点は支持された。仮説2に関して、職業的アイデンティ

ティとGHQ-12各群でのχ2検定の結果、有意な関係がみられ（χ2＝7.3, df＝1, p<.01）、職業

的アイデンティティの高さと精神的健康に正の関連があることから、仮説2は支持された。仮

説3に関して、ロジスティック回帰分析の結果、危機克服経験は有意である（p<.05）が、同

時にその他の要因として性別（p<.05）、初職が希望の仕事だったか（p<.05）、現職はイメージ

通りだったか（p<.10）、職務満足度（p<.001）、GHQ-12（p<.01）も有意に影響を及ぼしてい

ることがわかった。このことから、仮説3は支持されなかったが、職業的アイデンティティに

影響を与えている要因は、仕事をする中で受ける影響のみならず多要因の関連が示唆された。

　面接調査の結果と併せると、勤労者が仕事をする中で、危機的な状況から、自分で状況のコ

ントロールに成功することで危機を克服し、職場に適応して行く過程が職業的アイデンティ

ティに影響を及ぼしていると考えられた。職業的アイデンティティに影響を与える多要因のう

ち、本研究で中心に検討した危機経験および危機克服経験も、職業的アイデンティティ形成に

影響を及ぼす要因の一つであること、職業的アイデンティティと精神的健康には正の関連があ

り、職業的アイデンティティの高い群は精神的健康度が高いことがわかった。

　本研究は、特定集団のものであり、今後対象を拡げた研究が望まれる。しかし、一定の対象

数を有しており、ある程度の傾向が示唆されると考えられた。本研究の結果から、成人期前期

の勤労者が危機に陥った際に支援を行うことが、その後の職業的アイデンティティの形成や精

神的健康状態の向上、充実した職業生活の構築へとつながると考えられた。成人期前期の勤労

者の支援を行う際に、本研究で示した要因との関連に注目することは意義深いと考えられた。
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　機能不全家族で育てられた子どもは，摂食障害や，自傷行為，引きこもりなどの思春期問題

を発生させる可能性が高いという事が示唆されている（Black，1981）。特に，思春期問題とし

て，さまざまな研究が行われてきた摂食障害は，発症の要因が家族機能の問題であると言われ

ている（Minuchin，1978）。また，摂食障害は，一定の人間関係のパターンを基盤として始まり，

回復も人間関係の回復からはじまる事が示唆されている（斎藤，1989）。

　近年，家族機能に焦点をおいた研究では，主に神経性無食欲症制限型のケースを対象にして

いる研究が多く，神経性大食症のケースを対象にしている研究が少ない。また，友人関係や異

性関係などの対人関係の問題に焦点をおいた研究が少ない。そして，摂食障害の発生要因等の

研究は多数報告されているが，摂食障害の「回復のプロセス」に焦点をおいた研究は少ない。

　よって本研究では，第一に，神経性大食症を中心とした症状を抱える者の家族機能にはどの

ような特徴があるのか，そして回復のプロセスと共に変容があるのかを明らかにする。第二に，

対人関係にはどのような特徴があるのか，そして回復のプロセスと共に変容があるのかを明ら

かにする。その上で，家族機能と対人関係の変容が，どのように摂食障害の回復のプロセスに

関係しているのかを検討する。以上をふまえて，摂食障害からの回復に必要な仮説を生成する

事を目的とした。

　調査対象になった者は，過去医師により神経性大食症と診断をされた経験のある女性とした。

対象者の合計人数は5名で，自助グループを中心に研究協力の依頼をした。面接は，研究の趣

旨を説明し，2回の面接時間が必要である事，および録音する事の同意を得て実施した。

　面接は，あらかじめ質問項目を決め，半構造化面接にて個別に行った。面接期間は2005年5

月から2005年10月である。面接の場所は，対象者の落ち着ける場所を相談の上決定した。各

対象者2回の面接で得られた録音データは，全て逐語記録として書き起こし，その後分析を行っ

た。分析はグラウンデッド・セオリー法（Strauss&Corbin，1999）に沿って行われた。分析結

果は，対象者に確認してもらい，妥当性のある結果であるかを検証した。

　結果を分析する中で，摂食障害の回復のプロセスを4期，すなわち症状発症前駆期，症状発

症―機能不全期，回復前期，回復期に分ける事が妥当と考え分類した。そして，分析したコー

ドと，高次コードを合わせて表に示した。また，その表を基に回復のプロセスを検討したとこ

ろ，家族関係と対人関係をポジティブ，ネガティブ，接近，回避の4つを組み合わせた視点か

摂食障害の回復のプロセスの検討
―家族機能・対人関係の変容に着目して―

04ML60013　二之宮宏美
指導教員　春日　　喬
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ら検討する事が妥当と考え考察した。

　第一に，摂食障害を抱える者の家族機能の特徴が明らかになった。症状発症前駆期の家族の

特徴は，1）緊張感，2）両親の夫婦関係が険悪，3）家族機能の低下を惹き起こす要因の存在，

4）援助資源の欠如，以上4つである。症状発症―機能不全期では，1）見捨てられる不安の惹起，

2）極度の混乱と接近・回避。以上2つの特徴が明らかにされた。回復前期では，母親との適

切な距離感が必要である事が明らかにされた。回復期では，家族に対する拘りの減少が起きる

事が明らかにされた。

　第二に，摂食障害を抱える者の対人関係の特徴が明らかになった。症状発症前駆期の対人関

係の特徴は，1）信頼関係の希薄さ，2）異性への嫌悪感，3）自己表出への抵抗，4）継続した

対人関係，以上の4つである。症状発症―機能不全期では，対人関係の模索をする時期である

事が明らかになった。回復前期では，1）コミュニケーションの改善，2）ありのままの自己の

被受容体験，3）傾聴してくれる他者との出会い，以上の3つである。また回復期では，安心

できる異性との関係が築けるという特徴が明らかにされた。

　第三に，家族機能の変容には，「コミュニケーションの改善」により，「境界線をひく」「両

親の夫婦間の問題に介入しない」といった，家族成員の心理的境界が明確になる事が影響して

いた。また，母親との関係の変化が大きく影響しており，回復と共に，「母親への尊敬」「信頼

関係」などといった，母親に対する認知的変容がある事が明らかになった。次に，対人関係の

変容には，「コミュニケーションの改善」「ありのままの自己の被受容体験」が影響しており，「自

己表出への抵抗」という特徴から，「安心できる関係の獲得」までに変容する事が明らかになっ

た。

　第四に，摂食障害からの回復の支援として次の事が提案できる。まず，症状発症前駆期にお

いて母親との関係が回避的であった場合は，接近的になるように支援する事が考えられ，母親

との関係が，接近的であった場合は，回避的になるように支援する事が有効であると考えられ

る。次に，回復前期にいる者には，家族関係がポジティブで回避的な関係が築けるよう支援す

る事，および，異性関係において，ポジティブで接近的な関係が築けるように支援する事が有

効なのではないかと考える。よって，摂食障害からの回復に対する支援には，家族機能と対人

関係に視点を向けた支援が必要であると考えられる。

　本研究では，摂食障害からの回復モデルを提示し，摂食障害からの回復に必要な仮説を生成

する事ができた。また，回復に対する支援のモデルを提示し，摂食障害からの回復に必要な支

援の仮説を生成する事ができた。以上2つのモデルを生成した事は，一定の意義を見出せるも

のと考える。

　今後の課題としては，被検者のフィールドの拡大と対象者人数を増やし，さらに，客観性の

あるモデルにする事である。また，臨床実践で応用し，支援のあり方を深める必要があると考

えられる。
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はじめに　2003年文科省は「今後の不登校への対応の在り方について（報告）」を発表し，不

登校はどの子にも起こりうるとの視点については妥当としつつも，不登校が継続すること自体

は，本人の進路や杜会的自立のために望ましいことではないという見解を出した。さらに「報

告」は，学校復帰への方向性を示し，子供の状態に応じて登校への働きかけをすべきだと提言

した。そして，不登校の解決目標を，登校させるだけでなく，子供たちの杜会的な自立を目指

すことと規定した。具体的には，登校刺激を与えてはならないという風潮を誤った捉えかたで

あると否定し，ケースや時期に応じて登校を促すことが重要であるとした。

　そこで本研究では，不登校の早期対応および不登校の予防的対応という視点からニーズと満

足度に着目し，介入のありからを考察することを目的とした。小中学校の児童生徒の場合，保

護者がサポート利用者となることから，児童生徒だけでなくその保護者も対象とした。

対象と方法　A市南部，中部，北部の小中学校10校の児童生徒660名，適応指導教室に通級し

ている児童生徒10名，およびその保護者527名を対象とした。

研究1　適応指導教室通級児童生徒と，小中学校通学児童生徒のニーズと満足度を比較検討し

た（分析1）。通学群における学校生活に高い満足度を示す児童生徒と学校生活に低い満足度

を示す児童生徒，男女を比較検討した（分析2）。保護者が持つニーズと満足度を分析検討した。

保護者に対しては，質問紙の分析を補強するために44名に面接調査を行った（分析3）。

研究2　教員，適応指導教室教育相談員計15名から結果に対する感想や意見を求めた。

　尺度は学校生活満足度尺度，学校生活サポートニーズ尺度，ソーシャルサポートニーズ尺度，

学校生活適応性尺度を用い，因子分析（主因子法，Varimax回転）を用いて分析した。

結果と考察　分析1では，適応指導教室通級群と通学群の平均値をMann-WhitneyのU検定を

用いて比較した。分析2では，通学群の低満足群と高満足群との2群の男女について，一元配

置分散分析でTukeyのHSDを用いて比較した。分析3では保護者も児童生徒も高満足群，低

満足群の2群を t 検定を用いて平均値を比較した。

　学校生活継続ニーズでは友人に対するニーズは低満足群男子が低い。進学や就職に対する

ニーズは高満足群男子が最も高く，次に低満足群男子である。進学や就職に対するニーズが最

も低いのは高満足群女子であった。規則正しい生活については低満足群男子が最も高く，高満

足群男子が最も低かった。学校生活サポートニーズであるが，ストレスが高くなったとき，低

不登校児童生徒の支援に関する研究
―小・中学生とその家族のニーズと満足度の検討から―

04ML60014　平澤　公子
指導教員　元永　拓郎
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満足群男子は積極的にサポートを求める意志がなく，学校や社会からは何もして欲しくないと

考えている。学校において孤立感を高める可能性は，低満足群男子が最も高く，次に高満足群

男子，次いで低満足群女子の順である。保護者からのサポートを得たいとするものは，低満足

群男子が最も低い。この結果は友人，保護者，教師からのサポートを得ることと高満足に互い

に関係があることを示唆している。とりわけ高得点を与えているのは友人と保護者である。ま

た得点は低いが，養護教諭のサポート効果も見逃せない。しかし，養護教諭においても低満足

群男子は低いニーズしか与えていない。以上3つのニーズ尺度から，児童生徒に対するサポー

トは友人，保護者が鍵であることが分かる。また，スクールカウンセラーが援助者として児童

生徒に意識化されていない可能性があることも示唆している。学校生活満足度によると，高満

足群は不登校による欠席が少なく，低満足群は欠席が多い。学校生活適応性では，低満足群男

子，低満足群女子がいずれにも低適応である。低満足群男子は友人間で孤立化する可能性があ

ることを示唆している。また，学校の場でサポートを最も多く提供する立場である教師に対し

て，低満足群男子，低満足群女子が低適応を示している。これは教師からのサポートを抵抗な

く受けることを阻害する可能性を示唆している。適応指導教室通級群と通学群では，2．3の

項目を除いて差がなかったことから，適応指導教室通級群がことさら違うニーズや違う適応性

を持っているのではないことを示唆している。保護者はソーシャルサポートニーズでは，高満

足群が教師に対するニーズをもち，低満足群は行政にニーズがあった。学校生活適応性につい

ては進路適応性は保護者の低満足群が高得点を与えている。以上のニーズを比較すると，保護

者がサポートを求めたいのは保護者の友人と教師であった。教師に対するニーズは高満足群が

低満足群を上回っていた。行政の相談機関に対するニーズは低満足群が高満足群を上まわって

いた。

　不登校児童生徒への早期援助と予防的援助では，不登校が増加する中学校2年生から3年生

の学校生活に低適応低満足の男子，次に低満足の女子にサポートを提供することが有効である。

低満足児童生徒は，友人，次に保護者からのサポートを得たいというニーズがあるがサポート

を求められない。反対に高満足分は保護者からサポートを得ることができた結果，安定した高

満足の状態になっていると考えられる。児童生徒にとって，学校生活満足度を高める要因は，

保護者からの安定したサポートの供給であると考えられる。このような児童生徒に対して早期

にサポートすることが，不登校の予防的対応に有効であると考える。適応指導教室から再登校

につなげることは困難で，再登校のあと不登校になることも少なくない。不登校傾向のサイン

を出している時点での介入が効果的であるといえる。しかし低満足感を持つ児童生徒は，教師

に対しても低適応であった。従って教師が支援するより，低適応感を持つ児童生徒自身がサポー

トを望む友人や保護者を援助し，サポートを提供しやすいように友人や保護者に働きかけるこ

とが重要である。

　本研究はA市という一地域の研究である。さらに広い地域での研究が必要である。
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はじめに　母親になるということは心理的・社会的な意味があるだけでなく、受精から妊娠を

経て、出産するといった身体的また生物学的な過程でもある。女性は、思春期・妊娠・出産・

育児の体験を通し身体の内部感覚に目覚め、認識力の基礎となる感受性や情緒を高めてきたと

いわれており（青木，1996）、それにより身体を感じとる経験を豊富に持ち、その知恵で子ど

もを産み、育ててきたと考えられる。しかし、現代では、文明の発達による医療の進歩や女性

の社会進出、核家族化、父親の家庭不在などの社会情勢や生活様式の変化に伴って、女性にお

ける本来の産み、育てるという能力が失われていくのではないかと危惧されている。また、母

親の過重な育児負担や、「子どもがかわいいと思えない」「思わずたたいてしまう」というよう

な養育態度・行動に関する相談が増えており、子どもへの虐待が注目されている（野口・石井，

2000）。こうしたことを背景に、大日向（1988）が「一人の女性が母親へと成長していく過程

についての究明が必要だ」と述べているように、母親自身の身体への気づきや体験知、子ども

に対する感情を中心として、母親になるプロセスについての見直しが近年求められてきた。さ

らに、妊娠・出産・育児に伴う女性の身体的・生物学的現象はそれ自体重要であるが、女性自

身やその家族に、また、より広い社会や女性の妊娠と出産に携わる人々にどのように理解され

ているかという心理・社会的な理解の点でも重要であると考えられる。

目的　本研究では、現代の母親たちが、妊娠前・妊娠・出産・育児という時間軸に伴って変化

する自らの身体の感覚をいかにとらえ、育っていく子をいかに知覚しているのかというプロセ

スを明らかにし、その中で母親としての感情や意識、行動の発達を促している要因を明らかに

することを目的とした。

方法　本研究では、①1歳以下の正常な乳児を養育していること、②初産婦であること、③専

業主婦であること、④核世帯であること、という4つの条件を満たす母親3名を対象とした。デー

タの収集には、半構造化面接法による個人面接を行った。データの分析には、意味カテゴリー

をデータから発展的に発見し統合する、グラウンデッドセオリー法（Strauss & Corbin, 1990）

を用いた。

結果と考察　母親の身体感覚については、第一に、不快な身体感覚に関して、「つわり」、「痛覚」

「疲労感」、「睡眠不足」、「行動の不自由さ」という5つの共通カテゴリーが抽出された。また、

快の身体感覚は、共通してほとんど語られなかった。このことから、妊娠から出産後1年間は、

母親の身体感覚と子に対する知覚について
―胎生期から乳児期における育児体験に着目して―

04ML60015　廣井　有理
指導教員　春日　　喬
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母親は不快な身体感覚の体験が優性となっていることが示唆された。第二に、妊娠・出産に伴

う「身体的変化」が共通していた。これは、不快な身体感覚に影響を及ぼすと共に、母親の子

に対する知覚の変化と関連性がみられた。

　子の知覚については、第一に、母子の関係性に関して、「母子一体性」、「自己志向性」、「子

志向性」、「子とのコミュニケーション」が共通していた。その意味内容は3名において様々で

あり、「母子一体性」は、「自己志向性」と「子志向性」のバランスに影響されることが示唆さ

れた。「母子一体性」と「子とのコミュニケーション」の間には、関係性がみられた。出産後

の「母子一体性」と「子とのコミュニケーション」は、妊娠中の母子の関係性の影響を受けて

いた。第二に、子の成長による変化に関して、「子の存在」、「子の成長」、「子の泣き」、「子の

感情」、「子の意思」が共通していたが、これは母子の関係性によって肯定的に捉えられること

もあれば、否定的に捉えられることもあった。第三に、快・不快に関して、「子の可愛さ」、「嫌

悪感」が共通していた。これは、母子の関係性や子の成長による変化の捉え方に影響を受けて

いた。

　母親の身体感覚と子の知覚の関係においては、第一に、妊娠に伴う「身体的変化」と妊娠中

の「子の存在」、「子の成長」、「子とのコミュニケーション」との間に関連性がみられた。第二

に、不快な身体感覚と子の知覚との間に関連性がみられ、母子の関係性が良好な場合は、不快

な身体感覚により子の知覚は大きく影響を受けないが、母子の関係性が不全な場合は、不快な

身体感覚と子の知覚は関連性を強め、否定的な知覚が成立していた。さらに、母親の情動・感

情、認知・思考、行動、対人関係に関するカテゴリーが抽出され、これらのパターンやその変

化が、不快な身体感覚における対処や子の知覚に影響を及ぼしていた。

　以上のことから、以下の仮説が生成された。①妊娠・出産・育児の過程において、母親は多

くの不快な身体感覚を体験する。②妊娠中に身体的変化へ注意が向き、胎動を多く感じ、胎児

の存在や成長を知覚して、胎児とコミュニケーションを図ることが、母子一体性を促進する。

③母子一体性の成立には、妊娠中の自己志向性と子志向性のバランスがよく、母親の意識が自

己と子どもの両方に向いていることが関係している。④母子一体性の成立は出産後の母子間の

コミュニケーションの状態を良好にする。⑤母子間のコミュニケーションが良好な場合は、不

快な身体感覚が多い場合でも、子の知覚に多くの影響を与えない。⑥母子間のコミュニケーショ

ンが不全な場合は、不快な身体感覚が多くなると、子の知覚が否定的なものとなり、子に対す

る嫌悪感を助長する。⑦また、その場合、母親本人が本来有している情動・感情、認知・思考、

行動のパターンなどの性格傾向により対処し得るか、もしくは、周囲の人、特に夫のサポート

が得られるかどうかが、その時期を乗り越えられるかを左右する。

　以上の仮説に基づき、周産期の母親の支援としては、妊娠中に身体的変化や快の身体感覚に

注意を向けるようなサポートが必要であり、また、母親の情動・感情、認知・思考、行動のパ

ターンの多様化を促進するようなサポートが必要であると考えられた。
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　現在，わが国の障害児教育は大きな転換期にさしかかっており，従来の特殊教育から，障害

児も含め，全ての児童の個に応じた教育を提供するという特別支援教育への移行がなされてい

る。学校での変化には，学外の心理の専門家や非専門家がソーシャルサポート源として学内に

入ってくること，学内では校務分掌として校内委員会及び特別支援教育コーディネーターの設

置がなされていることなどが挙げられる。これまでの教師を対象としたソーシャルサポート研

究では，ソーシャルサポートが教師のメンタルヘルス向上につながること，心理の専門家によ

るコンサルテーションが児童により良い環境を提供する上で有効であることなどが注目されて

きた。しかし，それらの研究の多くはサポート対象が児童であったり，量的な手法によるもの

であった。特別支援教育への移行が開始され，それを支えるサポート体制が円滑に機能してい

るといえない中，特別支援に関わる教師がどのような力量を形成し，どのようなサポート源・

サポート種を持っているのか，また求めているのかということを検討し，教師の実態を描くよ

うな質的な内容を読み取る研究が必要だと思われる。

　本稿の目的は以下の3点である。①特別支援教育を進めるにあたり，教師が認識しているソー

シャルサポートを明らかにする。②若手と熟練のソーシャルサポートへの意識・態度の違いを

考察する。③副校長の，モデル校において担う役割や心理の専門家への意識を考察する。その

上で，学校に関わる心理の専門家が配慮すべきことへの示唆を述べたい。

　2005年2月から8月に，通常学級の担任教師4名（若手2名，熟練2名）と副校長1名に半構

造化面接を行った。面接内容は，モデル事業が開始される前に認識していたサポート源・サポー

ト種，開始時に期待したサポート源・サポート種，開始後に認識しているサポート源・サポー

ト種を尋ねるものであった。面接は，筆者と対象者がサポート体制を目で見えるものとして共

有するため，筆者がホワイトボードに作成したサポート図にサポート源を書き入れたマグネッ

トを貼り付ける作業，サポート源と対象者との間におけるサポートの方向を示す矢印を書き入

れる作業を行いながら進めた。得られたデータは，内容から8つのサポート種に分けた。そして，

まず①対象者毎にサポート体制を検討した上で，対象者全てを総合し，特別支援教育を進めて

いるソーシャルサポートを考察した。次に②対象者を若手・熟練に分けてサポートへの態度③

副校長の役割を考察した。最後にこれら全ての結果をふまえて，学校に関わる心理の専門家へ

特別支援教育を円滑に進めていくための，
教師へのソーシャルサポート

―教師の力量形成に注目した面接調査を通して―

04ML60017　松井映梨加
指導教員　藤崎　春代
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の示唆を得た。

　目的①について次のことが考えられた。教師をサポートする人間は，主に学内の教員集団で

あり，特別支援教育は主に学校の自助努力によって進められている。また，心理の専門家には

学内にやってきて情報面のサポート種を提供することが期待され，教師には学内に心理の専門

的な情報を取り込んでいく態度がある。

　目的②について次のことが考えられた。熟練は若手よりも，一つのサポート源から多様なサ

ポート種を認識し，若手よりサポート源が少なかった。このことから，熟練はサポート源から

多様なサポート種を引き出してサポート体制を充実させる力量を持ち，多くのサポート源を持

つ必要がないこと，若手は，一つのサポート源から多くのサポート種を引き出す力量がないこ

とにより，多様なサポート源に関わろうとする柔軟さがあることが考えられた。熟練は自分と

直接関わらないサポート源・サポート種についても言及した。このことから，学内全体のサポー

ト体制を考える姿勢があると考えられた。熟練には，サポート源と考え方が異なると葛藤する

者と，自らと専門性の異なる心理の専門家を頼りにする者という二つの方向性があった。この

ことから，サポートに対して葛藤を抱く熟練は，長年の教職経験で形成された児童・保護者対

応のスタイルに伴った力量があり，その力量に信頼感を持ち，自らと異なる専門性を求めない

こと，心理の専門性を頼りにする熟練には，それまでに形成した児童理解の範疇では理解でき

ない児童の存在に気づき，心理の専門性を取り入れ，自らの児童理解の範囲を拡大させていこ

うと学び直す姿勢があることが考えられた。若手では熟練で見られなかったクラスメイトや保

護者集団もサポート源と認識された。このことから，熟練では，クラスメイトや保護者集団は

援助や悩みの対象でしかないが，若手においてそれらはサポート源でもあり，自らの指導によ

る手ごたえを感じ取る対象であると考えられた。熟練では若手と比較してサポートの方向性が

両方向であることがより多く見られた。このことから，サポートを提供するためには児童・保

護者の理解・対応の力量が必要であり，特に保護者理解・対応における力量は児童に関するも

のよりも形成することが難しいと考えられた。そして自己開示できる関係において，サポート

を提供する力量が形成されていくことが考えられた。

　目的③について次のことが考えられた。副校長には学外との窓口と担任教師へのサポート源

としての役割があった。学外の心理の専門家との役割分担があること，担任教師の気づきを尊

重するという，サポートを提供する際の担任教師への配慮があることが考えられた。

　以上から，本稿では，学校に関わる心理の専門家に示唆することとして，グループディスカッ

ションのような教師が自己開示する場を設定すること，教師に心理教育的アセスメントによる

情報を提供すること，教師集団や保護者集団に向けた研修型のコンサルテーションを行うこと，

学外との窓口を担う人間と連携することの重要性が考えられた。
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＜目的＞

　現代の中学生の不登校現象は減少傾向にあるとされているが，学校に登校しながらもその欠

席日数の多さや欠席願望の高さから不登校予備軍と呼ばれる生徒の多さも指摘されている。そ

こで，中学生が学校生活の中で経験するストレッサーを減少させ，学校生活の中で感じること

の出来る喜びや楽しさ（：学校魅力）を強化するといった包括的な視点を持つことが，学校へ

通っている児童生徒の適応感を高め，欠席願望や欠席を抑制するための非常に重要な課題とな

る。そこで，本研究では，1．登校理由として挙げられる“学校魅力”の中で，学校生活場面で

のサポート資源でもある友人や教師との関わりが，欠席願望の抑制に与えている影響は大きい。

2．保護者が，中学生の欠席に及ぼす影響は大きい。3．部活動の所属の有無により，欠席や欠席

願望に差が見られる。4．同居形態により，欠席や欠席願望に差が見られる。5．中学生が学校へ

登校している理由には学年差が見られる。といった5つの仮説の検証を目的とする。

＜方法＞

　中学校2校の1年生から3年生，計817名を対象とし，その内有効回答数は計662名（A中学校：

男子140名，女子148名。B中学校：男子190名，女子184名。）であった。質問紙は，A中学

校での調査結果を参考に新たに尺度を作成し，久能ら（2001）の「実際に学校に行っている理

由（27項目）」から4項目を削除し，新たに6項目を加えた｢登校理由に関する尺度（29項目）」，

本間（2000）で使用された「欠席を促進する理由（17項目）」から2項目を削除し，新たに5

項目を加えた「欠席理由に関する尺度（20項目）」，久能ら（2001）の「不登校傾向尺度（5項目）」

の全ての項目に対し，非常にそう思う＜1点＞～全くそう思わない＜4点＞の4件法により回

答を求めたものと，「欠席日数に関する尺度（1項目）」，「同居形態に関する尺度（1項目）」，「部

活動の所属に関する尺度（3項目）」に対し選択式により回答を求めたもの合計59項目と，自

由記述欄から構成されている。A中学校2004年3月，B中学校2005年8月に無記名の質問紙法

による学級単位の一斉調査を行った。実施と回収は学級担任に依頼した。

＜結果・考察＞

　登校理由として挙げられる“学校魅力”の中で，学校生活場面でのサポート資源でもある友

人関係や教師との関わりが，欠席願望の抑制に与えている影響は大きいという，仮説1を支持

する結果を得ることはできなかった。しかし，この仮説検証を行うことで，友人関係には学年

ごとに特性があり，教師との関係では性差が存在するといったことが示唆された。この様な実

中学生の欠席を抑制する要因と欠席願望を抑制する要因の分析

04ML60018　三井理恵子
指導教授　松本　良枝
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態を把握することで，今後学校で各生徒が適応感を高めるための支援策への重要な手がかり得

ることが出来たのではないかと考えている。次に，仮説2としてあげた，保護者が中学生の欠

席に及ぼす影響は大きい，を支持する結果を得ることができた。すなわち，欠席促進理由とし

て「保護者からの圧力」が影響しているということが示唆されたのである。そして，この結果

は保護者が思春期にある中学生に対し，過干渉ではなくサポーティブに関わることが望ましい

といったことを示唆する結果であると考えられる。仮説3としてあげた，部活動の所属の有無

により欠席や欠席願望に差が見られる，を支持する結果を得ることは出来なかった。しかし，

自由記述欄において，学校生活を送る中で部活動が魅力的であると感じているといった記述も

見られたため，魅力的であるとされていた部活動について着目していくことは，調査対象とな

る学校特有の魅力を高めていくために，意義のあることではないかといったことが考えられる。

そして，仮説4にあげた，同居形態により欠席願望や欠席に差が見られるでは，欠席行動が同

居形態により影響を受けているといったことを明らかにすることが出来た。すなわち，両親と

同居，あるいは両親・祖父母と同居の場合が，両親のどちらかと同居あるいは両親不在の場合

よりも欠席が多く行われているということが明らかとなった。この結果から，中学生を子に持

つ親やそのほかの家族成員が，子供が欠席行動，あるいは欠席願望を抱いた際に，子供に対し

一貫した支持的な姿勢をとることが望ましいのではないかといったことが考えられた。最後に，

仮説5としてあげた，中学生が学校へ登校している理由には学年差がみられるでは，これを支

持する結果を得ることが出来た。すなわち，「自己基準」が中学3年生よりも1年生が有意に高

い得点を示し，「学校生活利得体験」では2年生よりも3年生が有意に高い得点を示していた。

学習面や対人関係，学校行事等に由来すると考えられる，中学生の登校意欲における学年別の

変化に特徴が見られたことから，今後中学生がどの様な意識を持ち学校へ登校しているのかを

把握し，周囲がサポートしていくうえで重要な情報を得ることができたのではないかと考えて

いる。また，既述した5つの仮説検証を行うことで，欠席願望と欠席行動との間に有意な相関

関係は存在するが，欠席願望の抑制要因として「社会通念」，「学校生活利得体験」，欠席行動

の抑制要因として「社会通念」，欠席願望の促進要因として「保護者圧力」，「疲労」，「自己基準」，

欠席行動の促進要因として「保護者圧力」，「疲労」，「学校不満－学校外誘引」，「教師」が存在

しており，これらを抑制，促進している要因が異なるということも示唆された。これは，欠席

願望を持ちながらも実際に欠席行動をとるとは限らないといった，不登校予備軍の存在を表し

た結果であると考えられる。この結果から，不登校予備軍が学校での適応感を高めるためにも，

“学校魅力”や“学校ストレッサー”に関して包括的な視点を持つより多くの研究が必要とさ

れているということが考えられる。
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＜問題と目的＞

　現代青年の特徴として各方面で指摘されていることに、人間関係が希薄であることがあげら

れている。他者にあまり注意を向けず関与しない、一時的で希薄な対人関係は、他人に対する

攻撃性が大きくなるとされ、青少年による悪質な犯罪などの増加と関係しているとされている

（前田，2001）。従来の青年期の特徴として対人場面における対人恐怖症的な心理傾向がしばし

ば指摘されていた（永井，1987，1994）が、近年はふれあい恐怖症と呼ばれる心理的傾向が報

告されている（岡田，1993）。具体的には、対人恐怖症は人と人とが出会い顔見知りになる場

面（出会い場面）において発症しやすいのに対し、ふれあい恐怖症では顔見知りからより親密

な関係に発展する場面（ふれあい場面）での困難が中心になるとされている。また、ふれあい

恐怖症の特徴として内省に乏しく、対人関係の深まりを回避する傾向が報告されている。ふれ

あい恐怖症について山田（1989）は、病理はあまり重篤ではなく、単なる病理を越えて広く現

代青年一般に見られると述べており、現代青年が一時的で希薄な対人関係をとることの背景と

なっている心理的特性ではないかと考えられる。本研究ではふれあい恐怖症的心性を内省に乏

しく対人関係の深まりを回避する傾向が見られる心性と定義し、親（父親、母親）の養育態度、

携帯電話（PHS））及びインターネットの使用、大学での問題行動の3つの視点をあげ、ふれ

あい恐怖症的心性のメカニズムについてより深い理解を目指す。

＜対象と方法＞

　帝京大学の学生164名（男性89名、女性75名、平均年齢20.2歳）を対象に質問紙調査を行っ

た。フェイスシートで年齢や家族構成、携帯電話（PHS）及びインターネットの使用量を質問

した。質問紙は岡田（2002）の尺度を参考に作成し、全29項目から成る「ふれあい恐怖尺度」、

辻岡・山本（1976）により作成された親子関係診断尺度EICAのうち項目の内容を検討し、19

項目を使用した「親の養育態度尺度」、大学生や大学院生の意見を参考にし、今回作成した全

10項目から成る「大学生活における問題行動尺度」の3尺度から構成される。

＜結果と考察＞

　各尺度について、因子分析を行ったところ、ふれあい恐怖尺度は「対人拒否」「内省回避」「食

事恐怖」の3因子が抽出された。親の養育態度尺度は父母とも同じ因子構造が得られ、「情緒

的支持」「自律性」「同一化」「統制」の4因子が抽出された。大学生活における問題行動尺度

現代大学生のふれあい恐怖症的心性と学校における
問題行動との関連に関する研究

04ML60019　森　　智恵
指導教員 　松本　良枝
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は「授業困難」「登校困難」「友人関係困難」の3因子が抽出された。

　これらの尺度を用いてふれあい恐怖得点を平均点を基準に高群・低群にわけ、各下位尺度得

点について t検定を行い、また各尺度の因子間にどの程度関連性があるのかについて調べるた

めにピアソンの積率相関係数を求めた。その結果、ふれあい恐怖症的心性が高い人は、そうで

ない人に比べ、父親、母親に情緒的に支持された養育態度で養育されてこなかったことが示唆

され、「対人拒否」因子と父親の「統制」因子、母親の「同一化」因子との間に負の相関が見

られた。また、携帯電話（PHS）及びインターネットの使用量については、ふれあい恐怖症的

心性が高い人はそうでない人に比べ、携帯電話（PHS）の電話、メールの使用とも少ないこと

が示された。インターネットの使用量に有意な差はみられなかった。加えて、大学生活におけ

る問題行動については、ふれあい恐怖症的心性が高い人は、そうでない人に比べむしろ授業に

集中できているということ、しかし友人関係の上では困難を感じていることが示された。また、

「授業困難」因子と「内省回避」因子、「食事恐怖」因子との間に負の相関が見られた。

　また、親の養育態度とふれあい恐怖及び携帯電話（PHS）の使用量が大学生活における問題

行動に及ぼす影響の検討をするために親の養育態度→ふれあい恐怖→携帯電話（PHS）の使用

量→大学生活における問題行動というモデルを設定し、逐次重回帰分析を行った結果、次のこ

とが示された。父親の情緒的支持は対人拒否傾向と食事恐怖傾向に負の影響を与え、また父親

の同一化した養育態度は対人拒否傾向に正の影響を与えていた。対人拒否傾向はメールの使用

量に負の影響、授業困難、登校困難に正の影響を与え、食事恐怖傾向は授業困難に負の影響を

与えていた。またメールの利用は授業困難に正の影響を与えていた。

　以上の結果から、ふれあい恐怖症的心性形成の背景に、父親の情緒的な関わりが不足してい

ること、また父親の同一化した養育態度が示唆される。そのため、伝統的な父親役割とされる

規範性、自立性を十分に取り入れることができず、母子一体化から十分に社会化することが困

難になっているため対人関係をうまく結ぶことができないことが考えられる。また、ふれあい

恐怖症的心性が高い人は、携帯電話（PHS）という間接的に人とふれあうツールの使用からも

退却していることが考えられる。ただ、都築・木村（2000）は携帯メールは主に親和感情に関

わるコミュニケーションに用いられることを示しており、本研究の結果はこの見解を支持して

いるものであると言えるかもしれない。また、本研究においてふれあい恐怖症的心性における

対人拒否傾向は学校不適応を招き、食事恐怖傾向は授業適応に寄与することが示唆されたため、

ふれあい恐怖症的心性の行動面に及ぼす影響が予測できなかった。今後尺度を再構成の上、検

討する必要があると考えられる。加えて、本研究では、ふれあい恐怖症的心性の大きな特徴で

ある内省の低さに関連する変数が見つけられなかったため、他の変数との関連をみることで内

省の低さに関しても検討する必要があると考えられる。
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はじめに　認知症高齢者の在宅ケアを困難にする要因の一つにBPSD（behavioral and 

psychological symptoms of dementia）がある。BPSDは、介護者の適切な対応や薬物療法で症

状が緩和される場合があるが、在宅ケアにおいては、BPSDそのものへの対応の仕方や、家族

や医療機関との連携の取りかたに苦労している介護スタッフも多い。認知症高齢者のBPSDは、

本人や家族を取り巻く環境によって様々な展開をみせ、その対応のあり方が非常に重要となっ

てくる。しかし在宅ケアにおいて、介護スタッフが認知症高齢者のBPSDにどのように対応し

ているか、またその家族や医療機関とどのように連携を取っているのかを検討した報告は少な

い。

目的　本研究では、在宅ケアにおける認知症高齢者のBPSDを有する対応困難事例に焦点をあ

て、介護スタッフに個別面接調査を行い、BPSDの特徴とサービス提供をするうえで対応が困

難となった要因を探索的に検討することを目的とした。その際、事例の家族形態（独居、日中

独居、同居）にも着目し、家族形態別によるBPSDの特徴と対応困難要因に関しても検討を行った。

対象と方法　「在宅認知症ケア連絡会」は、在宅認知症高齢者のケアを考える職種を超えた専

門家のネットワークとして、都内城南地区において、意見交換や講師を招いての勉強会、事例

検討会などを行っている。参加者はケアマネージャー、ホームヘルパー、医師、看護師、保健

師など在宅介護に関与している専門家である。筆者は2004年5月より当連絡会の企画、運営に

世話人の一人として関わり、本研究を当連絡会との共同研究として行うこととした。

　本研究の調査対象は、在宅認知症ケア連絡会の参加者の中で、在宅認知症高齢者の介護スタッ

フとした。対象者の勤める事業所へ筆者が訪問し、担当する認知症高齢者のBPSDに関して面

接調査を行った。調査方法は半構造化面接とし、自由な雰囲気の中で情報提供者が事例を語る

流れに沿って項目を聞いた。なお、事前に調査者の承諾を得て録音した。事例対象者のプライ

バシーには配慮し、情報提供者には個人が特定されないように留意してもらい、また筆者が結

果に影響のない範囲で事例を修正した。また面接時間は1事例につき30分～ 60分程度であった。

情報提供者17名の協力が得られ、38事例の情報が集められた。

　38事例を整理するため、BPSDの種類に着目して①妄想・幻覚群、②暴力・興奮群、③その

他のBPSD群の3群に分類し、全事例におけるBPSDの特徴と対応困難要因について検討した。

さらに事例の家族形態を独居、日中独居、同居の3つにわけ、各家族形態におけるBPSDの特

在宅介護スタッフによる認知症高齢者のBPSDへの対応
―家族に関する要因を含めて―

04ML60020　柳井　明子
指導教員　元永　拓郎
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徴と対応困難要因についても検討した。また、介護スタッフによる本人・家族・医療への対応

を事例の家族形態別に検討するとともに、対応が困難な事例に関する検討を行った。

結果と考察　対応困難事例（n＝38）を検討した結果、在宅介護においては、BPSDそのもの

への対応の大変さに加え、家族、医療の要因が重なり、在宅での対応がより困難となる実態が

明らかとなった。

　全38事例におけるBPSDの特徴としては、対応困難なBPSDが見られても認知症の程度が

重度とは限らないことが示された。BPSDの種類によって妄想・幻覚群15名（39.5％）、暴力・

興奮群15名（39.5％）、その他のBPSD群8名（21％）の3群に分類したところ、どの群におい

ても、介護スタッフはBPSDの対応に苦慮していた。BPSDによって在宅での介護が継続困難

となった事例もみられ、認知症高齢者やその家族が在宅での介護を続けていく上でBPSDの問

題は深刻であり、その対応が非常に重要であった。

　家族形態を独居13名（34％）、日中独居4名（11％）、同居21名（55％）に分類し、BPSD

の特徴について検討した。その結果、独居に最も多く見られたBPSDは、妄想・不穏・火の不

始末であった。これらのBPSDは、本人の病理によって引き起こされている。一方、日中独居、

同居の事例に最も多く見られたBPSDは、興奮・介護への抵抗・暴力・攻撃的行動であった。

これらのBPSDは、本人の病理のみならず、家族や介護者の存在や関わり方により誘発される

可能性があることが特徴的であった。

　次に、家族形態別の検討をしたところ、まず、独居の事例では、本人の介護拒否が困難の大

きな要因となっていた。また、興奮、不穏、徘徊などのBPSDによって、サービスを提供した

くてもできない、サービスを時間内に終えられない、医療につなぐことができない、というこ

とがスタッフの心理的負担につながり、対応困難要因となっていた。

　一方、同居の事例では家族の無理解、無関心、高齢者世帯の問題が特徴的な困難要因となっ

ていた。高齢者世帯の問題としては、特に主介護者も認知症であることによる問題が、数多く

寄せられていた。

　今回、日中独居の事例に関しては特徴的な困難の要因はつかめなかった。これは事例数が4

例と少なかったことが影響していると思われる。今後共働きで親の介護をするような家庭が増

えることが予想され、日中独居の認知症高齢者の介護サービスニーズも高まると考えられる。

よって、この点については、今後さらに事例を集めて検討したいと考えている。

　また、本研究では事例数の少なさにより、地域の実態そのものを反映してはいないといった

限界があると思われる。しかし、本研究の調査対象である介護スタッフは、自主的な勉強会で

ある在宅認知症ケア連絡会の参加者であり、認知症ケアに対して意欲的で問題意識の高い介護

スタッフである。そのことによって、認知症高齢者の在宅ケアの実情を、介護スタッフの目線

で捉え、事例を通じて実態を明らかにしたという点で意義があると思われる。今後は、事例数

の増加、調査地域の拡大を課題としてあげたい。
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　大切な人との死別は，きわめて辛く悲しい体験であり，ストレスフルな出来事である。中で

も子どもの頃の親との死別は，長期にわたり心身に影響を与え，その後のライフイベントによっ

て喪失の体験がよみがえるともいわれる。これまで子どもの悲嘆反応や死の伝え方の研究が行

われてきたが，本研究では，悲嘆プロセスの対人的，社会的側面に注目し，他者の意味づけを

通して援助のあり方を検討することを目的とした。

　予備調査では都内私立大学看護学専攻の学生117名に対し，親族との死別体験の有無とその

影響，援助の必要性についての質問紙を実施した。また，質問紙の中で親との死別体験がある

方に対して面接調査への協力要請を行った。死別体験者74名（63％）のうち21名（17％）は，

死別体験が看護師を目指すきっかけとなったとあげており，死別体験が進路決定に影響を与え

ていたと考えられた。死別体験は個別性が高いことから，本調査では質的研究法の1つである

グラウンデッド・セオリー法（Strauss&Corbin，1998）を参考にした。データ収集については

予備調査の中での協力者と個人的に紹介された計3名の方に半構造化面接を実施した。面接で

は質問項目（死別時の年齢，死別後の期間，死亡原因，死別のプロセス）を聞いた上で，死別

後の変化について自由に語ってもらった。面接調査の協力者は幼児期から青年期に母親を亡く

し，死別後10年以上経過した成人女性であった。またライフイベントの影響を検討するため，

結婚・出産の経験者を含めた。面接時間は，1人60分から120分であり，2回実施し，テープ

に録音した聞き取り内容は逐語録として書き起こした。具体的な分析方法としては，語りの内

容に関連したコード名をつけ，さらに共通するコードをまとめカテゴリー名をつけて分析を行

い，その中で他者との関係の特徴を表わした。

　分析の結果，悲嘆プロセスにおいて他者との関係では，家族，親戚，学校・友人，その他の

人，亡くなった母親との関係の語りに分けられた。家族については，《生活基盤を維持するた

めの協力者》として語られていた。死別直後には家族関係が変化し，日常生活を維持していく

ために家族が協力し合う姿が語られた。それは遺された子どもにとっては新たな役割を担うこ

とになるため，その負担を軽減し，悲嘆に向き合えるような具体的な援助が必要であることが

示唆された。また，結婚をし，子どもを持った人にとって，子どもが亡くなった母親のことを

《語り継ぐ存在》となっていた。それまでの死別の語りを聞いてもらう存在から主体的に子ど

もに語りを聞かせる存在への変化が見られた。さらに母親の喪失が家族間のコミュニケーショ

悲嘆プロセスにおける他者の意味についての一考察
―子どもの頃に母親と死別した成人女性の語りから―

04ML60021　山上奈緒子
指導教員　張田　真美
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ンに影響を与え，家族で悲しみを共有することができず，死別についても語り合うことはなかっ

たと述べていた。しかし，家族の存在そのものが安心感を与えており，言葉で表現されなくて

も，家族との一体感が感じられたことが支えとなっていた。このことから情緒的な結びつきを

示す家族の凝集性に焦点をあてた援助方法が考えられる。

　親戚との関係では，亡くなった母親をよく知る親戚が母親のことを遺された子どもに語り伝

えており，母親の新たな側面を知る機会となっていた。これにより母親との絆が深まり，

Worden（1991）の悲嘆プロセスにおける『死者を情緒的に再配置』することに貢献すると考

えられる。また，親戚が母親の遺品を大切に保管し，遺された子どもに渡していたことで，遺

児は次の世代に故人のことを語り継ぐことができた。このことから親戚は《世代承継の役割》

を担っていた。このように親戚が《母親のことを伝える役割》を担うことで，子どもは悲しみ

が募ることもありうるが，感情を表出できる大切な機会となると考えられる。

　学校に関しては，母親の死によって家族には大きな変化が生じているため，子どもにとって

学校生活は変わらずに送れることが重要である。また，同じように親を亡くした友人からの《共

感的な励まし》が自分だけではないという思いに至り大きな役割を担っていた。死別によって

社会的孤独感を感じている中で，他者に気にかけてもらっていることが支えとなっていた。し

かし気遣いにも｢励ましや同情｣といった妨げとなるものと｢気にかける｣という助けとなるも

の（峰島，2005）が確認でき，援助が妨げとなるのか助けになるのかを考える上で示唆を与え

た。

　その他の人としては母親の友人や父親の友人が，《気遣ってくれる積極的な援助者》となり，

子どもたちの助けとなっていた。親代わりのように社会的な常識を教示したり，家事から解放

してくれるような気遣いが述べられており，積極的に家族に介入していた。このように親と死

別した子どもには成長に応じたアドバイスをくれる親代わりとしての役割を継続的に担ってく

れる人が必要である。また，じっと死別体験の語りに耳を傾けてくれる人の存在は感情を表出

する上で必要であるが，中には死別後4年経過して語ることができるようになったと述べてい

たように，語りの場を長期にわたりどのように提供していくのかが課題であると思われる。

　亡くなった母親との関係では，死によって断ち切られたわけではなく，夢やイメージの中で

生き続けていた。また死を実感したことで自らの生き方を考えたり，母親の遺志を受け継ぐこ

とで新たな生きる力となっていた。このように《死別の意味》をともに探索していくことも援

助として考えられた。

　以上，共通する点は遺族が周囲の人と何らかの形でつながっているという思いを持てること

である。周囲の人の援助としては遺族を見守りつつ，関わりを続けていくことであろう。

　本研究は事例数も少なく一般化はできないが，今後は死別後の経過とともに必要とする援助

を検討し，さらに援助のあり方を考えていきたい。
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問題と目的　不眠や睡眠の短縮化，睡眠-覚醒リズムの乱れ（睡眠位相の後退や睡眠の不規則性）

は日中の眠気だけでなく，それと合併する精神・身体的症状を招くことが指摘されており，ま

た竹内ら（2000）は大学生では，特に睡眠－覚醒リズムの乱れが問題になりやすいことを述べ

ている。そもそも睡眠の量，質，位相の側面は相互に関連し，複合的な睡眠パターンを形成す

ると考えられるので，精神・身体的症状などと睡眠の関係を検討する際，この睡眠パターンと

いう視点からみていく必要がある。特に大学生においては，社会人などと比べ自由な環境下に

あるので，自分の精神・身体的状態に合わせて，スケジュールを組むことも可能であり，必要

に応じて，十分な睡眠を確保することは比較的容易である。このことから，大学生はより複雑

な睡眠パターンを形成していると考えられる。そこで，本研究では睡眠パターンの特徴によっ

て，大学生を分類し，それら睡眠パターンの異なる群によって，精神・身体的症状，活動時間

帯，授業・学業・大学に関する意欲にどのような違いが認められるかを検討すると共に，大学

生の睡眠衛生上の潜在的問題点の検討を行うことにした。なお，下山（1995）によって授業・

学業・大学に関する意欲には，アイデンティティとの関連が指摘されていたので，これを加え

検討した。

方法　前述した特徴を測定するために質問紙調査を行った。質問紙は以下の通りである。①睡

眠に関する20項目：Fukuda et al.（1999）が作成した「睡眠位相（前進－後退）」，「不眠傾向（高

－低）」，「睡眠時間（長時間－短時間）」，「不規則傾向（規則－不規則）」を測定する質問紙。

②「自覚症しらべ」25項目：産業疲労研究会（2002）が作成した精神・身体的症状を測定す

る尺度。③活動時間帯を尋ねた9項目：「授業」，「アルバイト」などの開始・終了時刻につい

て尋ねた質問紙。④「意欲低下領域尺度」15項目：下山（1995）が作成した，前述した三つ

の意欲を測定する尺度。⑤アイデンティティ尺度（20項目）：下山（1992）が作成した，アイ

デンティティに関する尺度。以上5種類の質問紙を用いた。「睡眠位相」，「不眠傾向」，「睡眠

時間」，「不規則傾向」の尺度得点をもとに，クラスター分析（Ward法）を行い，大学生にみ

られる睡眠パターンを分類した。そして睡眠パターンによって，それぞれの尺度で得られる変

数にどういった特徴が認められるかを検討・考察した。

結果・考察　睡眠パターンに関しては，6つの群に分類できた。それらを尺度得点の特徴に基

づき，平均群，位相前進群，不規則群，短時間睡眠群，不眠－不規則群，位相後退群と名づけ

た。以後この6つの群を中心に考察を進める。

大学生の睡眠パターンとその特徴について

04ML60022　山下　晃史
指導教員　毛利　伊吹
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　睡眠－覚醒リズムの乱れがある睡眠パターンでは精神・身体的症状の訴えが多いことがいわ

れていたが，睡眠－覚醒リズムに乱れがあると考えられた群のうち，不規則群と位相後退群で

はそれらの訴えは高くはなく不眠－不規則群のみ，それらの訴えが全体的に高かった。このこ

とは社会人とは異なり，睡眠－覚醒リズムの乱れがあった場合でも，大学生活という時間的拘

束が緩い環境下においては，睡眠を確保することが比較的容易であることが理由として考えら

れた。しかしながら活動時間帯において，遅くまで活動しており，授業の開始時刻も遅いとい

う傾向が不規則群と位相後退群，不眠－不規則群において認められ，一般的な社会のリズムと

は異なることが示唆された。このことから，不規則群と位相後退群に関しては，将来的に規則

的な就業態勢に移行した場合に，睡眠の問題やそれに伴う精神・身体的症状，社会的不適応状

態が生じる危険性を，不眠－不規則群ではさらに悪化する可能性を指摘した。なお，短時間睡

眠群の睡眠パターンは睡眠不足症候群のそれと類似しており，ねむけ感が高かった。それにも

関わらず授業には早くから出ており，その生活を習慣的に行なっていることが伺えた。これに

は性格的要因の関連が推測された。

　また睡眠－覚醒リズムの乱れを共通した特徴として持つ不規則群，位相後退群，不眠－不規

則群では授業意欲の低下が見られた。このことから睡眠－覚醒リズムと授業意欲に何らかの関

係があることが示唆された。また，下山（1995）はアイデンティティの基礎が十分に形成され

ていることが，大学意欲に影響すると述べており，実際に本研究でもアイデンティティの基礎

が十分に形成されていないと考えられた不眠－不規則群では，大学意欲低下も示していた。し

かしながら，位相後退群はアイデンティティの基礎が形成されていると考えられたが大学意欲

低下が認められた。よって，この両群に関しては大学意欲低下にいたる何らかの共通する要因

があるのか，それともまったく異なる要因が大学意欲低下につながるのか，今後これを明らか

にしていく必要性が示唆された。一方，睡眠－覚醒リズムに乱れがないと考えられた睡眠パター

ンをもつ平均群，位相前進群，短時間睡眠群は共通して授業意欲がある傾向があった。さらに

アイデンティティの基礎が十分に形成されていると考えられた平均群と位相前進群は大学意欲

もあった。

　また，分類結果に性差と居住形態の差を認めた。性差に関しては位相前進群で女性の割合が

多く，位相後退群と不規則群で男性の割合が多かった。これに関しては，従来の知見を踏まえ

生物学的要因の関与を推測した。居住形態に関しては位相前進群に同居している者の割合が多

く，不眠－不規則群と位相後退群では一人暮らしの者が多かった。居住形態に関しては，同居

者に時間を合わしているか否かということが関連していることを推測した。

　本研究の意義についてふれる。大学生の睡眠パターンを分類，検討した結果，特に精神・身

体的症状に関しては顕著な違いが現れた。こうした睡眠パターンを各個人が把握し，可能な限

り修正していくことは，そういった症状の改善・予防にもつながると共に，二次的な社会的不

適応状態を回避することができると考えられる。特に睡眠 -覚醒リズムの乱れを特徴に持つ大
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問題　近年，年長少年の刑法犯検挙人員の人口比は他の年齢層と同様に増加しており，大学生

においても犯罪行動はおろそかにできない問題である。犯罪事件が注目される一方で，軽微な

問題行動や初発型非行も多く，青少年の問題行動は広範にわたる。そこで，青少年の問題行動

を広くとらえ，「学生における逸脱行動」という言葉を，「学校不適応的な行動，社会的なルー

ル違反や攻撃行動，非行・犯罪行為といった学生に見られる社会規範に同調的でない行為」と

定義し，大学生のこれらの問題に焦点を当てる。思春期の問題行動については，家族関係から

の指摘が多い。また，大学生では友人関係の重要性が高まることが考えられる。大学生におけ

る逸脱行動の研究はほとんどみあたらないため，この問題を取り上げ家族・友人関係との関係

を明らかにすることは，その予防・抑制の手がかりを探る上で意義のあることと考えられる。

目的　まず，大学生における「家族関係尺度」・「友人関係親密性尺度」・「逸脱行動傾向尺度」

を作成し，次に，これらの尺度を用いて大学生の逸脱行動の属性による差異や中学・高校との

比較，大学生の認知する中学・高校・現在の家族・友人関係との関係を検討することにより，

大学時の逸脱行動の予防や抑制のあり方を考察することを目的とした。

仮説　①攻撃性の強い逸脱行動傾向は男子が高い。②大学生の逸脱行動は中学・高校時代に比

べ犯罪行動は減少し，軽微な問題行動が増加する。③犯罪行動傾向は未成年者より成人の方が

低い。④逸脱行動傾向の高い者は低い者より中学・高校・大学時の家族関係の肯定的側面や友

人関係の親密性，大学時の家族の自律的態度が低い。⑤家族の肯定的評価・友人関係の親密性

が過去から一貫して高い者では，逸脱行動傾向が高い者より低い者が多く，家族の肯定的評価・

友人関係の親密性が過去から一貫して低い者では，逸脱行動傾向が低い者より高い者が多い。

方法　都内私立大学の大学生を対象とし，質問紙調査を行った。有効回答者数は290名，平均

年齢は19.12歳，（SD1.22），その内訳は男子192名，女子98名であった。

結果と考察　「家族関係」「友人関係」の項目は既存の尺度を編集し，「逸脱行動」の項目は独

自に作成したため，因子分析を行い大学生における「家族関係尺度」「友人関係親密性尺度」「逸

脱行動傾向尺度」を作成した。その結果，家族関係尺度は，「家族の肯定的評価・凝集性」，「家

族の自律性」，「家族内秩序」，「家族の非柔軟性」の4因子，友人関係親密性尺度は1因子，逸

脱行動傾向尺度は「粗暴行為」，「怠学行為」，「授業妨害」，「友人無視」，「性的逸脱行為」の5

因子が抽出された。この尺度を使用して，χ2検定，t検定，残差分析を行い仮説を検証した。

　まず，中学・高校・大学時代の粗暴行為は女子よりも男子の方が高い傾向が示され，仮説1
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は支持された。特に男子の粗暴行為傾向に考慮する必要があると考えられる。中学・高校時代

と大学時の逸脱行動については，いずれの時代との比較でも大学時に怠学行為傾向が増加し，

中学時代との比較では粗暴行為傾向は低下していた。したがって，中学時代との比較において

仮説2は支持された。大学時には，怠学行為に対するサポートが重要になると考えられる。未

成年・成人による差異の検討では，犯罪行動が含まれる粗暴行為・性的逸脱行為において有意

差は認められず，仮説3は支持されなかった。20歳という年齢による抑止力は示されなかった

ことから，未成年・成人を問わず犯罪行動に注意を払うことが必要と考えられる。

　大学時の逸脱行動傾向と家族・友人関係との関係については，粗暴行為・怠学行為において

仮説4は支持された。まず，粗暴行為傾向の高い者は低い者より中学・高校・大学時代の家族

の肯定的評価・凝集性，中学・大学時代の家族内秩序，大学時の友人関係の親密性が低いこと

が示された。また，怠学行為傾向の低い者より高い者の方が中学・高校・大学時代の家族内秩

序が低かった。一方，授業妨害については，この傾向の低い者より高い者の方が，高校・大学

時代の友人関係の親密性が高いことが示された。また，家族の自律性においては仮説4は支持

されなかった。さらに，大学時の逸脱行動傾向と個人内の過去からの家族・友人関係の変化の

検討においては，中学・大学，高校・大学と一貫して家族の肯定的評価・凝集性が低い者では，

粗暴行為傾向の高い者が低い者より多く，中学・大学，高校・大学と一貫して家族の肯定的評

価・凝集性が高い者では，粗暴行為傾向の低い者が高い者より多いことが示され，仮説5は支

持された。また，中学・大学，高校・大学と一貫して家族内秩序が低い者では，怠学行為の高

い者が低い者より多く，中学・大学，高校・大学と一貫して家族内秩序が高い者では，怠学行

為傾向の低い者が高い者より多かった。一方，友人関係の親密性が高校時代に低く大学時に高

い者では，怠学行為・授業妨害傾向の高い者が低い者より多く，高校から一貫して友人関係の

親密性が低い者では，授業妨害傾向の低い者が高い者より多いことが示された。

　以上の逸脱行動と家族・友人関係の関係から，大学時の逸脱行動の予防・抑制のためには，

粗暴行為については，中学から大学時における一貫した家族の肯定的な評価・凝集性の高さ，

中学・大学時代の家庭内秩序の高さ，大学時の友人関係の親密性の高さが重要になり，怠学行

為については，中学から大学時にかけての一貫した家族内秩序の高さが重要になると考えられ

る。また，友人関係の親密性が高校時代に低く大学時に高い者においては，怠学行為・授業妨

害の問題に注意を払う必要があると考えられる。高校時代の友人関係の親密性が低い者では，

授業妨害が友人との親密さにおいて肯定的な意味を持つと考えられるため，特に授業における

規範意識や道徳性へのサポートが重要になると推察された。

　なお，今回は対象者数の関係から性別による検討ができなかった。性差がみられた逸脱行動

があるため，今後対象者を増やし性別による検討を行うことが必要と考えられる。


