
就職活動中の大学生に対する心理的支援
――両親の関わりに注目して――

05ML60002 阿部　祐士
指導教員　張田　真美

問題と目的 近年，若年無業者・フリーターの増加に加え，新規大卒者の早期離職が社会問題

となっている。下山（1986）は，どのような職に就きたいかを決められないという職業未決定

の状態を「未熟」「混乱」「猶予」「模索」「安直」に分類した。これらの職業未決定状態にいる

者の増加が，問題の原因と深く関係しているものと考えられる。しかし，職業決定は実際には

就職活動の経過に影響を受ける。就職活動中，入社を希望している企業に必ずしも入れるとは

限らない不安定な状況に晒され，職業決定に至っていても職業未決定状態に逆戻りする学生や，

最終的に就職先を得たとしても，下山（1986）のいう職業未決定に近い状態の学生が存在する

ことが予測される。ゆえに，学生が職業決定に向けて安定した取り組みを出来るよう心理的支

援が求められる。先行研究より，両親が職業決定に影響を及ぼすことが明らかとなっており，

支援者として高い効果を期待できることから，本研究においては就職活動時における両親の関

わりと学生の就職・就業に対する意識との関連を調査し，学生に対しどのように関わるのが望

ましいか指標を示すことを目的とした。

対象と方法 2006年9月25日～11月13日の間，都内私立A大学において質問紙調査を行なっ

た。調査対象者は219名，有効回答数は202であった。就職決定者は男性84名・女性38名で，

平均年齢は21.8歳（20～24歳），就職活動中の学生は男性64名・女性16名で，平均年齢は22.0

歳（19～28歳）であった。調査票は表紙・フェイスシートの他，①就業不安尺度：就業に対

する不安を測定する尺度15項目②職業未決定尺度：下山（1986）に調査時期を考慮して修正

を加えた尺度30項目③独自に作成した就職活動時における両親との関わり尺度：予備調査で

作成した尺度29項目。調査時点で，就職決定者に対しては①と③，就職活動中の学生に対し

ては②と③について5件法による回答を求めた。就業不安尺度については，主因子法による因

子分析（バリマックス回転）を行ない，1因子を抽出した（a＝.799）。就職活動時における両

親の関わり尺度については，主因子法による因子分析（プロマックス回転）を行ない，父親・

母親ごとに5因子を抽出した。父親の関わり項目は，「話し合い」「身勝手な振舞い」「情報提

供」「信頼」「言葉による励まし」で，a係数は順に，.90.86.80.76.63であった。母親の関わり項

目は，「身勝手な振舞い」「話し合い」「信頼」「情報提供」「押し付け」で，a係数は順

に，.85.88.77.81.78であった。修正を加えた職業未決定尺度については，主因子法（バリマッ

クス回転）を行ない，先行研究と同様に「未熟」「混乱」「安直」「模索」「猶予」の5因子を抽
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出した。a係数は順に，.85.77.75.72.52であった。「猶予」については信頼性が低かった為I-T分

析を行った。それぞれの項目と下位尺度合計得点との間に強い相関が見られたため，このまま

項目を使用することにした。

結果 全ての回答者を対象に，性別・居住形態別に，就職活動時における両親の関わりについ

て下位尺度得点を算出し，t検定による平均値の差の検定を行なった結果，性差・居住形態に

よる差は認められなかった。

①就職決定者 就業不安尺度の得点の度数分布に基づいて，得点が0～11点を低不安群，12～

15点を中不安群，16～30点を高不安群として3群に分け，就職活動時における両親の関わり尺

度の得点を算出し，3群間の平均値の差の検定を行なった。結果，父親の「話し合い」「身勝手

な振舞い」「信頼」得点は，低不安群と高不安群の間，また，中不安群と高不安群の間に有意

水準1％で有意な差が見られた。母親の「身勝手な振舞い」「押し付け」得点は，低不安群と

高不安群の間，また，中不安群と高不安群の間に有意水準1％で有意な差が見られた。母親と

の関わりの「信頼」得点は，低不安群と高不安群の間に有意水準5％で有意な差が見られた。

②就職活動中の学生 職業未決定の「猶予」と就職活動時における父親の関わり「話し合い」

との間に5％水準で有意な弱い負の相関が見られた。その他はいずれも有意な相関は見られな

かった。

考察 就職活動中，父親と自分の将来や職業についての話し合いを多く持った学生は，就業不

安が弱いということが明らかとなった。また，両親から信頼されていると感じていた学生は，

就業不安が弱いことが明らかとなった。したがって，就職活動時における両親の関わり尺度の

うち，「父・話し合い」「父・信頼」「母・信頼」は就業不安を弱める可能性があると考えられ

る。この結果は，就職先が決まっている学生の中にも，職業未決定状態に近い，就業に不安を

抱えている学生が存在し，その就業不安は適切な心理的支援が行なわれることで軽減される可

能性があることを示唆するものであった。職業未決定状態と，両親の関わりとの間にはほとん

ど関連が認められなかったが，調査時期を考えると，対象者は「どのような職に就きたいか」

を考える余裕がほとんど無く，「職そのものに就けるか」という混乱状態が強かったからであ

ろうと考える。

今後の課題 就業不安の高い学生が，早期離職の可能性が高いというのは予測であり，就業後

の追跡調査を行なわない限りは，就業不安が早期離職に繋がるとは証明出来ない。また，本研

究の対象は，都内私立A大学の学生のみであったため，結果がどこまで一般化出来るかについ

ても課題は残っている。
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青年期の逸脱行動について
――個人志向性･社会志向性、アイデンティティ形成の視点から――

05ML60003 新井　由佳
指導教員　白倉　憲二

2005年度の犯罪白書によると、人口減少、少子化の時代に突入しているにも関わらず、2004

年度の青少年の検挙人員の人口比が戦後の少年非行のピークの1980年代前半に次いで高いと

されている。このことは、未成年者のうちで非行や犯罪によって検挙されるものの割合が増加

していることを示している。そのような時代の中で、2001年に内閣府が行った調査によると、

回答者全体の7割強が少年非行の原因として「家庭環境」を挙げており、星野（2002）も少年

非行・犯罪の一端を担っている原因は、家族が集団よりも個を優先し、義務よりも権利を主張

する傾向があるためとしている。しかし、樋田（2001）によれば、教育理念の改正にもあるよ

うに、近年の社会風潮には個性重視理念が急速に浸透しており、その産物として社会規範が守

れない子供が出てくるようになったためだとしている。

個性的であるということは一般的には良いイメージとして捉えられるが、上記のことを考慮

すれば、個性にはよい面と悪い面の2面性があると考えられる。それについて土井（2003）は、

個性を自己の内面に向かう内的個性志向と、社会、つまり外に向かう社会的個性志向の二つに

分類し、前者を近年の少年犯罪と関連付けて問題視している。また、伊藤（1997）も個性には

適応的な面と不適応的な面があることを見出し、それを個人志向性のP（Positive）尺度、N

（Negative）尺度と定義して、社会志向性PN尺度とともに尺度作成を行い研究を行っている。

人間の中にはこのような2方向性が存在し、自己の確立においても、それを確立するために

は対の方向である他者という存在が前提として重要である。そしてそれは、青年期において特

に重要な課題となるとされている。伊藤（1998）は非行少年と一般の少年で個人・社会志向性

の点数に違いがあるかどうか、また、それと関連する研究で伊藤（1997）は、個人・社会志向

性とアイデンティティとの関連についての発達的に違いがあるかどうかを研究しているが、そ

の研究結果ではP尺度・N尺度それぞれの関係が明白にされておらず、また逸脱傾向との関係

についても調査がなされていない。そのためまずP尺度とN尺度で違いがあるかどうかにまず

着目し、それらPN尺度と自己の発達を表すアイデンティティと、逸脱傾向を3次元的な視点

から捉える必要があると考え本研究に至った。

近年の青少年の個性志向が、たとえ社会規範を無視しても希求されるものだとするならば、

非行や犯罪に至る前段階的行動が起こるのではないかと考えて、本研究の仮説を「逸脱傾向の

ある場合、個人志向性N尺度が高く、社会志向性P尺度は低い」「両志向性のP尺度が共に高く、

且つ、アイデンティティが確立されていれば、逸脱傾向は少ない」の二つに設定した。調査に

おいては、アイデンティティがある程度確立されている年齢で、尚且つ少年法で20歳未満が
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少年だと定義されていることを考慮し、対象を私立大学の比較的若年層である大学生に絞って

質問紙調査を行い、因子分析、t検定、相関係数、分散分析を行い仮説を検証した。

調査した年齢層は10代後半が多く、家族と同居している割合が多いことがわかった。t検定

では男女差による各尺度の違いが認められず、各尺度の平均値と標準偏差を確認してみたとこ

ろまず、全体的に逸脱傾向が低かったこと、それから個人志向性よりも社会志向性の得点のほ

うが高い傾向にあることがわかった。さらに個人･社会志向性それぞれのPN尺度を確認すると、

どちらの尺度もP尺度のほうがN尺度よりも高かった。相関関係と分散分析では社会基準逸脱

尺度と、個人志向性N尺度･社会志向性P尺度との間に有意な差、つまり、社会基準逸脱尺度

が高いと個人志向性N尺度も高くなること、社会基準が高いと社会志向性P尺度が低くなるこ

とが認められた。このようなことから、逸脱傾向のある青少年は、逸脱傾向のない青少年に比

べてエゴイズムや自己顕示、強度のナルシシズムという否定的な態度がみられるということ、

また、逸脱傾向のある青少年は、逸脱傾向のない青少年に比べて自と他の共存への志向や、他

者との調和的共存や社会適応･社会貢献をといった適応的な態度が見られる傾向がないことを

表している。これにより二つの仮説のうち「逸脱傾向のある場合、個人志向性N尺度が高く、

社会志向性P尺度は低い」という1つめの仮説を支持する結果となったが、もう1つの「両志

向性のP尺度が共に高く、且つ、アイデンティティが確立されていれば、逸脱傾向は少ない」

という仮説については、個人志向性P尺度と社会基準逸脱傾向尺度との間に相関がなかったた

め、一部立証されない形となった。

以上の結果となった背景を考察すると、日本人独特の性格傾向である、他者との関係の中で

初めて自分というものを意識し、他者との間柄を自分の一部であると認識する間人主義的傾向

と、1980年代中ごろから注目されてきた「個性重視の原則」との関係が考えられる。もともと

他者志向的であった日本人がここ数十年で急激に個性化をよしとする傾向を持ち始めたため

に、青少年が誤った個性観、つまり、たとえ社会的なハンディキャップを背負っても個性を志

向するという可能性が示唆される。このような青少年への対応としてはどのようなことが考え

られるか。まず、逸脱傾向のある青少年は大人を信用しておらず、いたずらをして相手の反応

をうかがう傾向があると藤岡（2001）は述べている。そのため、何をしても動じずに、彼らを

受け止めることが重要であると思われる。それから筆者は、｢個人･社会志向性が相互補完的に

発達していくものである｣（伊藤1998）ものならば、どちらか一方を適応的に発達させていく

ことで、もう片方の志向性も補完的な役割として働き始めるのではないかと考えた。また、そ

れと社会志向性の平均が個人志向性の平均よりも高かったという結果を考慮すれば、逸脱傾向

のある青少年への対応としては、まず適応的な社会志向を身につけるということが考えられ

る。

以上のことから、逸脱傾向と個人･社会志向性の関係性と、その結果をもたらした背景を考

察するにいたったが、逸脱傾向とアイデンティティの問題については、無相関だったので、そ

れを検討していくことが今後の課題である。
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中学生のカウンセラーへの援助要請に関する研究
――自己隠蔽尺度との関連に着目して――

05ML60004 大橋　典子
指導教員　張田　真美

はじめに 援助要請は，社会心理学の分野で研究が始まったが，現在では援助者をカウンセラ

ー，メンタルヘルスの専門家や教師に限定し，援助内容は情緒的・行動的問題，学業の問題や

進路の問題をその範囲に入れている研究まで幅広く行われている。その中で，久田・山口

（1986）は，大学生のカウンセリングへの援助要請態度に焦点をあて，Fischer&Turner（1970）

の態度尺度を日本の大学生の現状に合うようにATSC尺度を作成し，カウンセリングに関する

学習の有無や過去の利用経験との関連を検討した。その結果，カウンセリングに対する態度と，

これらの経験の有無に関連性があることが明らかになった。Kelly & Achter（1995）の研究で

は，自己隠蔽が高い人は低い人よりもカウンセリングを求める傾向があるが好意的な見方はし

ていないということが明らかにされた。また，Kushner & Sher（1999）は「悩みを抱えながら

専門家に相談を求めない」ことをサービスギャップと称し，援助ニーズが高いにもかかわらず

援助を求めない人のサービスギャップの改善の必要性を指摘した。このサービスギャップは成

人だけでなく，中学生においても当てはまることであると考えられ，中学生がよりよい学校生

活を送るためには，何か悩みを抱えた際にすぐにスクールカウンセラーなどに相談を求めるこ

とが必要なのではないかと考えられる。

以上を踏まえて，本研究では援助を要請する対象をスクールカウンセラーに限定し，援助要

請意図に焦点を当て，自己隠蔽，過去のカウンセリングの利用経験などとの関連性を質問紙調

査を行い調べ，生徒にとって有効なサービスとはいったいどの様なものなのかを考え，サービ

スギャップの改善へ向けての考察を行うことを目的とする。

方法 関東地方の市立A中学校全校生徒541名に質問紙を配布した（有効回答率95％）。質問

紙は久田・山口のカウンセリングを受けることに対する態度尺度（ATSC尺度）20項目，河野

の自己隠蔽尺度15項目，個人属性，援助要請意思経験の有無と，経験のある者に対して援助

要請行動経験の有無，およびその理由の自由記述で構成されていた。さらに学外カウンセリン

グ経験の有無，身近な人のカウンセリング体験を聞いた経験および身近な人のカウンセリング

勉強経験の有無，カウンセリングについての情報取得経験の有無を尋ねた。なお，ATSC尺度

と自己隠蔽尺度は成人を対象とした尺度であったため，中学生にふさわしい言葉に変更したも

のを使用した。

結果と考察 ATSC尺度の因子分析を行った結果3因子が抽出され，利用意欲因子・不信感因
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子・抵抗感因子と命名した。その後の検定の結果，男子の方が女子よりもカウンセリングを受

けることで自尊心が脅かされる恐れを感じているため，男子の方がカウンセリングに対して抵

抗感が高くネガティブな態度をとっていることが明らかになった。学年によるカウンセリング

に対する態度については，3年生よりも1年生がポジティブな態度をとることが明らかになっ

た。このことは，3年生は1年生よりもソーシャルサポートが多く，スクールカウンセラーに

相談に行く前に友人などに相談するためではないかと考えられる。また，自己隠蔽の程度によ

る態度については，高自己隠蔽群は自己開示を恐れているために，ネガティブな態度であるこ

とが明らかになった。相談意思経験の有無については，相談に行こうと思ったことがある人の

ほうがポジティブな態度であることが明らかになった。このことは，カウンセリングに対して

抵抗感が低く相談に行くことによるコストよりも利益が上回ったため，相談に行こうと思った

のではないかと考えられる。さらに，実際にカウンセラーに相談に行った経験の有無について

は，経験がある人のほうが不信感が低かったが，態度には差が見られなかった。このことは，

実際に相談したことによってプラスの効果が得られカウンセリングに対して不信感が軽減され

たが，恥ずかしいという思いをしたり自己開示を苦痛に感じたりしたため，態度そのものに対

しては差がなかったと考えられる。身近な人のカウンセリング体験を聞いた経験の有無につい

ては，経験がある人の方が利用意欲が高かったが，態度には差が見られなかった。このことは，

実際に相談に行った人からカウンセリングのプラスの効果を聞き自分も何かあったら利用しよ

うと意欲が高まったが，話を聞いただけでは抵抗感を拭い去ることが出来なかったためではな

いかと考えられる。本やテレビでカウンセリングについての情報を得た経験の有無については，

経験がある人のほうがカウンセリングが悩みを解決する手段と認識されているため，利用意欲

が高まりポジティブな態度であることが明らかになった。最後に，カウンセリングに対する態

度にはどのような要因が影響しているのかを明らかにするために分析を行った結果，相談意思

経験，カウンセリング情報取得経験，自己隠蔽尺度が影響していることが明らかになったが，

全体の説明率は10％と低いものであった。カウンセリングに対する態度を説明している残り

の90％に含まれる要因として，自尊心，カウンセラーのイメージ，自己開示，自己肯定感，

公的自己意識，カウンセリングに対する認知度があると考えられる。

まとめ 本研究の結果より，複数の要因においてカウンセリングを受けることに対する態度に

差があること，さらに，カウンセリングを受けることに対する態度に影響を及ぼしている要因

も明らかになった。これらの結果から中学生が困ったときにカウンセリングを求めやすくする

ためには，悩みを解決するための手段の一つとしてカウンセリングがあるということを認識し

てもらうことが有効であること，さらに，カウンセリングに対しての抵抗感を軽減するために

は自己開示を強要しないこと，カウンセリングを受けることは恥ずかしいことではないという

ことを伝える必要があると考えられる。この結果は，中学生のサービスギャップを改善する手

がかりとなるであろう。
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大学生における非行少年への偏見に関わる要因

05ML60005 小澤　範真
指導教員　毛利　伊吹

問題 坂本（1999）は，偏見やステレオタイプの形成にマスメディアの情報が強い影響力を持

っていることは周知の事実であると述べており，昨今のマスメディアで話題になっている非行

および非行少年についても偏見やステレオタイプが形成されていると考えられる。非行少年へ

の差別や偏見は，単純な過ちや偶発的な問題行動（一次的逸脱）に対する特別視やラベリング，

更には二次的逸脱にまで及んでしまう可能性が生じる（作田他，2005）。そうなると地域社会

は社会復帰後の少年の受け入れ口どころか，再犯の引き金としての役割を果たすことになるお

それが生じてくる。再犯の引き金としての社会ではなく，受け入れ口となる社会になるために

も，非行少年に対する偏見を形成する要因を探り，その低減のための施策を見出すことは重要

であると考えられる。

目的 本研究では，権威主義的パーソナリティ，非行に関する知識，非行経験・見聞経験が非

行少年への偏見傾向にどのように影響しているかということに着目した。また，偏見傾向の程

度と非行少年への社会的距離との関連や，社会復帰をする少年を受け入れるための条件を検討

することで，少年の受け入れ口となるような社会を形成させるための指針を得ることを目的と

した。

方法 本研究は質問紙法による調査を行った。用いた尺度は以下の8つで，①内閣府（2005）

の用いた調査票を改変したもので，最近の少年非行の特徴を尋ねる尺度。②同じく内閣府

（2005）の用いた調査票を改変したもので，重大事件を起こした少年の特徴を尋ねる尺度。③

古澤他（2000）の作成した権威勾配尺度に含まれる支配性項目と被支配性項目を改変し，権威

主義パーソナリティを測定するための尺度。④筆者が予備調査を行った上で作成した，近年の

少年非行の傾向や特徴について尋ね，少年非行についてどの程度の知識を有しているかの指標

とするための尺度。⑤我妻他（1967）の社会的距離尺度を改変したもので，非行少年への受容

度を測定する尺度。⑥下津他（2005，2006）の作成したスティグマ尺度日本語版を改変したも

ので，非行少年に対する偏見傾向を測定する尺度。⑦筆者が予備調査を行った上で作成した，

調査協力者の非行経験または周囲の身近な人物の非行を聞いた経験を尋ねる尺度。⑧財団法人

全国精神障害者家族会連合会（以下｢全家連｣とする）の作成した社会的距離尺度で，どのよう

な条件があれば非行少年を受け入れることができるかを尋ねる尺度である。

結果 有効回答数は男性221，女性77の計298であった。因子分析から，権威勾配尺度では

「支配性因子」，「被支配性因子」，「対等関係因子」の3つの下位因子を抽出し，非行少年への
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偏見尺度では「肯定的因子」，「否定的因子」の2因子を抽出した。支配性因子得点に男女差が

見られたため，権威勾配尺度の3因子と非行に関する知識の計4項目を独立変数に，偏見傾向

を従属変数とした重回帰分析を男女別に行った。この結果，男性では5％水準で有意な関連が

見られた。全体の説明率は5.5％で，対等関係因子と偏見傾向に5％水準で弱い正の関連が見ら

れた。女性では被支配性因子と偏見傾向に5％水準で負の関連が見られたものの，全体として

有意な関連が見られなかった。

偏見傾向と我妻他の社会的距離尺度の関係では，軽度非行で少年院への入院歴がある人に対

しては偏見傾向と社会的距離に有意な差は見られなかった。重大非行で少年院への入院歴があ

る人に対しては，5％水準で有意差が見られ，偏見傾向が低い人よりも高い人のほうが，自己

または家族とその少年の距離を置くことが分かった。

全家連の社会的距離尺度では，「どのような対応があっても難しい」と答えた人数は全体の

約1割程度であり，「本人が社会復帰の努力をしている」や「再非行のおそれがあるとき，専

門的な援助がある」への回答が多く，少年の受け入れについては否定的な意見が必ずしも多い

ということではないということが示された。

考察 非行少年への偏見を形成する要因には、権威主義的パーソナリティが若干ながらも含ま

れていると考えられた。しかし影響している因子に男女で差が見られたことから，今後，性別

による権威主義の捉え方についても再度検討する必要があると予測された。偏見傾向に対する

知識と非行経験の影響については，本研究ではほとんど見られなかった。また，重回帰分析に

よる全体の説明率が今回の研究だけでは十分な値であったとは言い難いため，今後本研究で用

いた尺度を精査していくと共に，従来の偏見研究において偏見形成と関連があるとされた認知

的要因，集団間関係など他の要因を取り入れた上で再度検討を行う必要があると考えられた。

偏見傾向と我妻他の社会的距離の関連において，重大非行で少年院への入院歴がある人に対

して偏見傾向による差が見られたことから，偏見が少年の二次的逸脱を助長する可能性を有し

ていることが示唆された。今後，偏見低減と二次的逸脱を減らすための方策を考えていく必要

があると考えられた。

非行少年の受け入れについては，少年自身の努力や制度次第で可能であると考えられるが，

地域や近所付き合いの希薄化が進んでいるといわれている近年において，どのような方法で少

年の努力を周囲に示していくかという問題を今後検討していく必要が示唆された。

これ以外にも，非行を考える際には以下のような問題が考えられる。①少年法で保護されて

いる少年のプライバシーの問題を避けられないということ。②仮に偏見を低減させたとしても，

社会的に容認されない行為である非行を行った人への批判的な態度が完全に払拭されるとは限

らないことである。

今後は研究方法の検討点と共に，これらの問題をどのように扱うかということも検討してい

かなくてはならないといえる。
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抑うつ傾向と家族内コミュニケーションについての一考察:
――Locus of Controlをふまえて――

05ML60006 加藤　まり
指導教員　春日　　喬

1．はじめに うつ病はDSMで定義されているとおり専門医の診断と治療を必要とする重篤な

精神的疾患であり，近年では抑うつの軽症化が指摘されている。従来抑うつは大人のみに発症

するものとされていたが，児童臨床や学校等において無気力や引きこもりなどを訴える生徒が

増加しており（塩川ら，1991；1992），抑うつの実際を理解する事は非常に重要な課題と考え

る。家族関係と抑うつの発症について，家族のあり様は個人の精神的健康に大きく影響を及ぼ

す事が指摘されている。また，家族は抑うつの重要な要因とされているネガティブ・スキーマ

や不十分な社会的スキルを人生早期に形成する場としても，中心的な役割をもつという指摘も

ある。認知における傾向性は人が生来生まれ持った特性ではなく，年齢的変化を繰り返しなが

ら個人の考え方として根付いていくものである事も指摘されている。現在までに｢抑うつと認

知｣，｢抑うつと家族｣の直線的因果関係を指摘した研究は多く示されているが，家族のあり様

が認知の形成過程にどのように影響し，またどの様な関係性をもって抑うつを発症させる要因

になっているかという3つの段階的視点から行われた研究はあまり示されていない。

2．目的 現代における大学生の抑うつの状態を把握し，家族の交流のあり様が認知的傾向性

にどのように関連しているか，また抑うつにどのように関連しているかについて父親・母親・

家族の異なる3つの視点において検討を行うことを目的とする。

3．方法 東京都内の男女共学の総合大学における公開授業において，質問紙による調査を行

った。調査対象者は，大学生415名であった（回収率81％）。質問紙の構成は，個人属性・

BDI-Ⅱ（Beck，21項目）・Locus of Control尺度（鎌原，18項目）・家族内交流不全感尺度

（77項目）である。家族内交流不全感尺度は，草田（1998）による家族コミュニケーション尺

度及び福山（2005）による理想追求尺度を参考に作成した。

4．結果と考察

1．現代大学生の抑うつ傾向の現状 今回の調査におけるBDI得点の平均値は，15.9であり，

性差および学年差は示されなかった。専門家の治療の必要のない正常範囲が全体の60％であ

り，残る40％が〈専門家の治療が必要〉とされる診断基準を占める事が示された。これは，

抑うつの生涯発症推定率23.5％（友田, 1996）を大きく上回る数値であり，この結果から，現

代の大学生において抑うつ傾向にある者は，現在懸念されている以上に数多く存在する可能性

があるという示唆がもたらされた。また，自殺意識による調査結果では，41％の学生が自殺を

考えた事があると答えており，全体の5％は〈機会があれば自殺するだろう〉を選択していた。

抑うつの度合いは，自殺意識が強くなるに従って段階をおって高く推移する事が示された。ま
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た，家族に対する不全感も自殺意識の度合いが強まるに従い，父親・母親・家族全てにおいて

不全感の度合いも増す事が示された。外的統制型の抑うつ群において自殺意識を持つ者が，他

の3群と比較して有意差のある高い比率で存在した事から，原因帰属の仕方は自殺意識に大き

く関与している可能性が指摘された。また，〈機会があれば自殺する〉の選択者は少ないが，

不全感において有意に高い平均値を示した。〈機会があれば自殺する〉という項目は，まさに

「死」を意識したものであり，このような自殺意識の高い者において交流不全感が高く示され

たという本稿の結果は，自殺意識と家族交流の間の関連性を示唆するものといえる。家族を社

会的サポート資源として捉えるならば，本稿の結果は自殺意識の高い者の家族では家族がサポ

ート資源として成り立っていない可能性を示唆するものと考えられる。現在，子どもの自殺の

増加が問題視されているが，家族をサポート資源の1つとして捉えた視点から，交流のあり方

が子どもの自殺意識にどのように影響しているのかを検討することは，重要な課題のひとつで

あろう。

2．Locus of Controlと抑うつの関連 LOCとBDIの関係をみるため，相関係数を算出したとこ

ろ有意な負の相関が示された。また，外的統制型のBDI得点の平均値が内的統制型のBDI得点

平均値よりも有意に高い事が示された。この結果は，外的統制型の人は抑うつになり易いとい

う結果を支持した事になる。しかし，反対に外的統制型であるから必ず抑うつ傾向にあるとは

一概に言い切れない結果も示されている。外的統制型の者は抑うつに結びつきやすい傾向性に

あるが，必ずしも全ての外的統制型の者が抑うつを呈すわけではないという結果が示された。

この結果から，抑うつの発症・維持には他の要因の影響も視野に入れる必要性があることが示

されたといえよう。

3．抑うつとLOCおよび家族内交流との関連について LOCとBDIにおける各交流不全感尺度

との相関を求めた結果，LOCと各交流不全感において弱い負の相関が，BDIと各交流不全感に

おいて弱い正の相関から比較的強い正の相関までが示された。BDIとLOCの結果を基に4群に

分類し検討した結果，〈外的統制型の抑うつ群〉において全ての交流不全感尺度得点の平均値

が高いことが示された。また，反対に〈内的統制型の正常群〉は全ての交流不全感尺度におい

て，他の3群よりも低い平均値を示している事が示された。この結果から，内的統制型で抑う

つ傾向のない者と比較すると，外的統制型で抑うつ傾向にある者は家族交流において高い不全

感を感じている可能性が示唆された。重回帰分析の結果，LOCに影響している因子は，母親の

〈拒絶〉家庭内の〈孤独・抑圧〉であり，BDIに影響している因子は，父親の〈拒絶〉母親の

〈交流〉〈疎外〉家族内の〈抑圧〉〈孤独〉であった。家族内における孤独感因子と抑圧感因子

は，外的統制感を高める要因になっているとともに抑うつを増長させる要因でもあるという結

果が示された。この結果から，個人が家庭内の雰囲気をどのように受け止めているか，また自

身の立場をどのように認知しているかということは，個人の考え方だけでなく精神的健康にも

大きく影響を及ぼす要因になっているのではないかという示唆がもたらされた。
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適応指導教室通級者の社会的スキル及び
在籍校との関わりについて

――入級時と退級時に焦点をあてて――

05ML60007 加藤 美帆
指導教員　張田 真美

問題と目的 不登校児童生徒の対人関係を研究した中に，社会的スキルの不足・欠如に焦点を

あてたものがある。渡辺・蒲田（1999）は，不登校生徒は登校している生徒に比べ社会的スキ

ルが低いことを明らかにしている。不登校の原因は単一ではなく，学校や家庭環境などの要因

が複雑に絡み合っていると考えられているため，必ずしも社会的スキルの問題だけが不登校の

要因ではない。しかしながら，不登校のきっかけが友人関係などの人間関係上の不調から起こ

ることが多いことを考え合わせれば，対人関係能力のアセスメント，そしてそれに基づく援助

が不登校の回復につながるという視点から考えて重要であると思われる。そこで，本研究では，

学校復帰や社会復帰を目指す適応指導教室通級者に必要とされる社会的スキルについて検討し

たい。

以下の4つの仮説をたて，仮説検証を行うことを目的とした。仮説1）性別，学年などの個

人的要因によって社会的スキルに差がある。仮説2）適応指導教室への適応が良好な者は社会

的スキルが高い。仮説3）入級時の社会的スキルより退級時あるいは現時点の社会的スキルの

方が高い。仮説4）社会的スキルが高い者は，在籍校との関わりをもつことができる。

方法 適応指導教室の指導員が，通級児童生徒の社会的スキルに関する質問項目に回答する他

者評定用の質問紙を用いた。質問紙は，磯部他（2001）の児童用社会的スキル評定尺度教師評

定版を一部表現を変更して社会的スキル指導員評定尺度（25項目）として使用した。調査対象

者は10ヶ所の適応指導教室10名の指導員で，有効回答数は130（有効回答率97.7％）であった。

対象となる児童生徒の条件として，入級した時期が昨年度（平成17年度）4月以降であること，

そして通級開始から3ヶ月以上通級していることとした。以上の入級時用の質問紙は入級して

から1ヶ月間を，退級時・現時点用の質問紙には退級時あるいは在籍中の場合は現在から1ヶ

月前のことを想起して記入するよう求めた。

結果と考察 まず，社会的スキル指導員評定尺度の因子分析を行った結果，4因子が抽出され，

「仲間関係」，「学業」，「自己コントロール」，「規律性」と命名した。その後の検定の結果，性

差では入級時において女子が男子よりも高い結果となったが，退級時においては差は見られな

かった。また，入級時から退級時の社会的スキルの変化の度合いは，女子よりも男子の方が大

きかった。このことから，不登校となっても女子のほうが学習態度など基本的な社会的スキル

を維持しているが，男子は社会的スキルが低下，または未獲得であると考えられる。そのため，

すでに女子が獲得している基本的な社会的スキルを男子は適応指導教室に通級している間に獲
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得，発揮することで退級時に女子と同等になると推察した。また，入級時の学年の差について

検討した。その結果，中学2，3年よりも中学1年で入級している児童生徒の方が「仲間関係」，

「学業」，「規律性」スキルを獲得，発揮していることが明らかとなった。中学2，3年と学年が

上がるにつれ学校での不適応期間経験が長くなると仮定したとき，1年生は早い時期で適応指

導教室につながると考えることができ，そのため1年生の方が社会的スキルの低下が2，3年生

よりも少ないと推察された。以上のことから，性別と特定の学年において，社会的スキルに差

があることが示されたことから，仮説1の一部は支持されたと言える。

次に，適応指導教室への出席日数と在籍期間を指標とし，教室への適応を明らかにした。出

席日数においては，入級時と退級時ともに週1～2日出席している者よりも毎日（5日）通級し

ている児童生徒のほうが，仲間への働きかけや学習で必要な態度，ルールの遵守などのスキル

が獲得されていると考えられた。また，適応指導教室に在籍している期間においては，半年～

1年未満の者が半年未満の者より，ケンカ場面などで適切に感情を抑制するスキルが獲得，発

揮されていることが明らかになった。しかし，1年以上在籍している長期在籍者においては，

その他の期間との差は見られなかった。つまり，在籍期間が長ければ社会的スキルが高くなる

という結果は得られなかったと解釈できる。以上のように，出席日数においては，毎日出席し

ている者の方が社会的スキルが高いということが明らかとなった。しかし，在籍期間において

は，期間が長い方が社会的スキルが高いという結果は得られなかった。よって，仮説2は一部

支持されたと結論付けられる。

さらに，入級時と退級時の社会的スキルの変化について検証した。入級時と退級時の社会的

スキルの平均値を比較したところ，退級時の方が入級時よりも有意に高いことが明らかになり，

仮説3は支持された。このことから，適応指導教室での勉強やスポーツ，調理実習などさまざ

まな経験を通して，仲間との良好な関係を築くスキルや学習での態度，適切な自己表現，規範

意識などのスキルが身についていったことが推察される。

最後に，社会的スキルと在籍校との関わりについて検証した。まず，入級時と退級時の社会

的スキルについて，入級時と退級時それぞれの在籍校との関わり方を「授業出席」群，「別室

登校」群，「関わりなし」群の3群に分け，平均値の差の検定を行った。その結果，入級時で

は，「別室登校」群のほうが，「関わりなし」群よりも仲間への積極的な働きかけなどのスキル

が身についていることが明らかになった。一方，退級時では，「授業出席」群と「別室登校」

群のほうが，「関わりなし」群よりも，仲間への働きかけや学習に対する態度，ルールの遵守

などに関するスキルが向上していることが明らかとなった。この結果から，社会的スキルが低

い児童生徒は在籍校と関わることが難しいと推察でき，仮説4は支持された。しかし，「授業

出席」群と「別室登校」群の間に差はみられなかった。このことから，学校復帰開始の段階に

至るためには，社会的スキルの獲得が影響を与えるが，別室登校と授業に出席するという行動

の違いに社会的スキル獲得の影響は少ないと考えることができる。以上，本研究においては適

応指導教室通級者の入級時と退級時の変化，そして社会的スキルと在籍校との関わり方の関連

について検証した。しかし，本稿では因果関係については検証していない。その点において，

今後更なる研究が必要であると考えられる。
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Self-Discrepancyが及ぼす精神的健康への影響
――大学生の個人特性を考慮して――

05ML60008 上江　昇一
指導教員　春日　　喬

“治療過程が進行し不適応が改善されるに伴い，自己概念が変容し，理想自己と現実自己の

差異が小さくなる”というRogers（1951）の報告以降，適応との関連性が多くの研究で扱わ

れてきた．これに対し，Higgins（1987）は理想自己のみでなく，他者評価が伴う義務自己と

いう領域も踏まえて，Self-Discrepancy theoryを提唱している．そして，理想自己と現実自己

との不一致はうつ感情に関連し，義務自己と現実自己との不一致は不安に関連するものとし，

情緒障害との関連性を見出している．こうした時代背景を経て，自己像の不一致（Self-

Discrepancy）を不適応と捉える精神療法家や臨床心理学者が多くいると思われる．

しかし，遠藤（1991）は，これまでの研究における不適応の定義の曖昧さを指摘している．

それに対し，林他（2004）は不適応状態をうつ状態，身体症状といった精神症状を含めて捉え

ている．このようなより直接的な精神的健康度との関係に関して，岡本（2004）は理想自己領

域のSelf-Discrepancyと精神的健康との関連性を明らかにしている．こうした見解が得られて

いる中，義務自己領域のSelf-Discrepancyに関する研究はそれほど多くない．ただし，Babel

（2003）によると，義務自己領域のSelf-Discrepancyの方がより精神的な苦痛を示す指標である

とされている．

本研究では，Self-Discrepancyは精神的健康に関連あるものとして考えている．ただし，遠

藤（1991）は“理想自己と現実自己との一致は，適応を示す指標ではなく，適応を作る要因で

ある”と捉えており，Self-Discrepancyと不適応状態が必ずしも直接的な関係ではないと考え

ている．したがって，本研究ではSelf-Discrepancyは精神的健康に関与する1つの要因として捉

え，その影響力を検討していく．加えて，影響力の度合いを検討する上で，その他の要因とし

て精神的健康に関わりうる個人特性を考慮した．本研究では，Higgins（1998）のRegulatory

Focus theoryに従い，Self-Discrepancyとの関連もあるとされる個人特性を導入して検討してい

く．そうして考慮した要因は親の養育態度と，回避傾向である．したがって，本研究では，こ

れらの要因が如何に関連しつつ，精神的健康に影響していくかという点を検討した．こうして

得られた見解は，精神的健康に関与するリスクファクターの特定という点で，臨床的な意義が

あると考えられる．

本研究の検証にあたって，まず第Ⅰ研究を実施し，Self-Discrepancy得点の算出を予備的に

行なった．調査は2006年10月上旬に都内私立大学の学生を対象に実施され，回答に不備のあ

116



るものを除いた107名を分析の対象とした（有効回答率85.6％）．その結果，回答者の負担を考

慮し，目標という形から理想自己と義務自己の両側面の区別を促すよりも，教示としてそれぞ

れ提示する従来の方法の方が望ましいであろうという見解が得られた．

続いて，既述の仮説検証を第Ⅱ研究にて行なった．調査は2006年11月上旬から中旬にかけ

て都内私立大学の学生を対象に実施され，回答に不備のあるものを除いた（有効回答率82.6％）．

その結果，Self-Discrepancyと親の養育態度に関しては，精神的健康に対して有意な相関が確

認された．したがって，理想自己領域のSelf-Discrepancy，義務自己領域のSelf-Discrepancyが

大きいほど精神的健康が脅かされ，疾患性が強いことが示された．こうした見解は岡本（2004），

Babel（2003）と一致したものであった．また，親の養育態度における精神的健康との関係は，

養護的な養育態度において負の相関，過干渉的な養育態度において正の相関が認められた．こ

うした見解は，北村他（1996），坂戸他（1999）と一致したものであった．ただし，精神的健

康に関与すると考えた個人特性としての回避傾向においては有意ではなかった．

また，この精神的健康に関与し得る要因間の関係としては，まずSelf-Discrepancyとその実

現困難性との間に関連が認められた．この実現困難性とは，Higgins（1999）が Sel f -

Discrepancyが情緒障害に直接的に関連する際に，規定する必要性があると指摘した優位性の

一つである．本研究では，実現困難性を得点により 2群に分け， t検定を行ない S e l f -

Discrepancyの得点差を検討した結果，実現困難性の程度によってSelf-Discrepancy得点に差が

見られた．したがって，Self-Discrepancyに対する優位性としての意義が認められた．続いて，

Self-Discrepancyと親の養育態度と関係を検討した結果，母親においてのみ関連性が認められ

た．同時に親の養育態度を2群に分け，t検定を行ないSelf-Discrepancyの得点差を検討した結

果，養護的な関わりが高い群の得点の方が低く，過干渉的な関わりが高い群の得点の方が高い

ことが明らかになった．こうした結果は，Manian, et al.（1998）が報告している，望ましいフ

ィードバックは理想自己を向上させ，望ましくないフィードバックは義務自己との不一致と関

連があるという見解と一致している．したがって，親の養育態度によってSelf-Discrepancyの

得点は左右されることが認められた．このようにSelf-Discrepancyとの関係が明らかになった

が，回避傾向においては関連が認められなかった．そのため，本研究で考慮した個人特性とし

ての効果は認められなかった．

そして，精神的健康に影響を及ぼす要因を検討するために，ステップワイズ法による重回帰

分析を行なった．その結果，決定係数は低かったものの，母親の過干渉的な養育態度と義務自

己領域のSelf-Discrepancyの2つが確認された．以上により，操縦，侵入，過剰接触，幼児扱い，

自立的行動の妨害などの過干渉的な母親のもとで養育された場合，こうした基準が植え付けら

れ，これが義務自己となり，不全感を伴いやすいと考えられる．こうした不全感を抱くものに

対して，臨床的介入として，如何なる方法が望ましいかという観点での今後の検討が必要であ

ろうと思われる．
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不登校傾向の中学生が望む対応について

05ML60009 川本　貴枝
指導教員　白倉 憲二

目的 菊島（1999）は、欠席をしないまでも学校を回避する傾向のある者、遅刻または早退を

繰り返す者、短期間の欠席をしている者を、「不登校傾向」と名付けている。本研究において、

最も不登校傾向に陥りやすい中学生（五十嵐ら,2004）を対象に、質問紙による意識調査を行

う。

本研究目的

1.今までは単一項目で測定されていることが多かった不登校傾向について、五十嵐ら（2002）

の不登校傾向尺度を用い、中学生の不登校傾向の多様な様相を把握する。

2. 不登校傾向と有効な対応の在り方について検討する。

3. 「出欠行動」と不登校傾向の関係について検討する。

4. 「出欠行動」の違いによる有効な対応との関係について検討する。

方法

調査対象 東京都内の公立中学校2年生167名（男子84名、女子83名）、3年生163名（男子90

名、女子73名）の計330名（男子174名、女子156名）で、平均年齢は14.1歳であった。

調査時期と手続き　2006年11月上旬に校長先生、副校長先生、学年主任の先生へ調査依頼を

行い、同年11月中旬の授業内に質問紙調査を実施した。各学級において、質問項目を印刷し

た調査票を学級担任が一斉に配布し、その場で中学生に調査票に記入をしてもらい、20分後に

回収した。なお、調査票への記名は求めなかった。

調査内容と質問項目 フェイスシートで、性別、学年、年齢について尋ねた後、以下の57項

目について回答を求めた。

1.不登校傾向：五十嵐ら（2002）の研究で用いられた不登校傾向尺度を参考に、項目の表現

に若干の修正を加えた13項目。内容は、別室登校を希望の有無、精神・身体症状の有無、

遊び・非行に関するものなどである。

2.学校享受感：不登校傾向尺度の基準関連妥当性を検討するために用いた。古市ら（1994）

の研究で用いられた学校享受感尺度全10項目。内容は、学校生活の楽しさの程度を測定

するものである。

3.不登校傾向生徒への対応：小林ら（1995）の研究で用いられた治療的介入項目48項目の

うち表現に修正を加えた25項目。内容は、悩み・勉強・生活面での積極的な関わりから

ペースに合わせた関わりなどである。
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以上1.～3.の質問紙は、「全くのぞまない」を1点、「どちらかといえばのぞまない」を2点、

「どちらかといえばのぞむ」を3点、「強くのぞむ」を4点とした4件法で回答を求めた。

4.学校の欠席行動：独自に作成した調査項目。内容は、悩みによる欠席、早退、遅刻の有無、

欠席したい感情の有無などの4項目からできている2件法質問紙と、記述で応える5項目の

計9項目より作成されている。

結果

1.五十嵐ら（2002）の不登校傾向の結果と同様に性差がみられたが、「精神・身体症状を伴

う不登校傾向」に性差がみられなかったため、あらわれ方が一部異なった。また、男女と

もに「精神・身体症状を伴う不登校傾向」得点が高かった。

2. 女子の「精神・身体症状と伴う不登校傾向」と「別室登校を希望する不登校傾向」と「遊

び・非行に関連する不登校傾向」高群において、「ほっといてくれる」様な対応の「消極

的な関わり」とその一方で、現状を認める様な対応である「直接的な関わり」の得点が高

くみられた。男子では有意な差がみられなかった。

3. 「登校」群は、「不登校傾向」下位尺度低群に多く、「不登校傾向」群は「不登校傾向」下

位尺度高群に多い傾向を示したが、全内容には示されなかった。

4.男女ともに「欠席行動」にほとんど関係なく、「直接的な関わり」得点が高い傾向がみら

れた。

考察

1.五十嵐ら（2002）の先行研究とほぼ同様の結果が得られたが、先行研究で性差がみられた

「精神・身体症状を伴う不登校傾向」において、本研究では性差はみられないのではない

かと推測される。また、男女共に「精神・身体症状を伴う不登校傾向」が高い傾向にある

と推測される。

2.女子の「精神・身体症状と伴う不登校傾向」と「別室登校を希望する不登校傾向」と「遊

び・非行に関連する不登校傾向」において、五十嵐ら（2002）では、「直接的な関わり」

と同様な内容の対応をすることで親への不信感の改善がみられ不登校傾向の改善につなが

るのではないかと述べている。本研究において、改善につながる対応を女子が求めている

ことが推測された。しかし、男子は、女子ほどに対応を求めていないため、対応が難しく

なるのではないかと考えられる。

3.「欠席行動」と「不登校傾向」の高低群が必ずしも一致しないのではないかと本研究では

思われる。不登校傾向尺度において、低い結果が示されたとしても、「不登校傾向（欠席

行動を伴わない）」群の可能性もあり得ると推測される。不登校傾向尺度での高低群の分

類において不登校傾向を見分けるのには、今後検討が必要になると思われる。

4.欠席行動に関係なく、男女ともに「直接的な関わり」の対応を求める傾向にあると推測さ

れる。
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思春期における両親の養育態度と攻撃性及び逸脱行動との関連
――大学生に対する質問紙調査による検討――

05ML60010 北　　将吾
指導教員　白倉　憲二

問題 近年の少年非行は、生活環境や家族形態の変化などの要因もあり、非行の背景にあるも

のが複雑化し、その動機等の理解が困難なケースが少なくないと指摘されている。また、外見

的に問題の見当たらない家庭の子どもにおける、短絡的・衝動的な非行や犯罪が目立つように

なってきた。このような中で、非行臨床現場では、個人の資質やパーソナリティの適切なアセ

スメントとともに、家庭や学校、地域社会等の背景も含めた上での、非行の動機や要因の全容

解明と適切な処遇が求められている。非行について言及される際にしばしば取り上げられる攻

撃性や攻撃行動については、生物学的、心理学的な諸側面からさまざまな理論的説明がなされ

ており、攻撃的な傾向がどのように獲得され、また、発現されるのかについての多くの示唆を

得ることができる。しかしながら、どのような攻撃性の特性が、どのような攻撃行動の形態を

示すのかは明らかにされていない。また、少年非行の原因として家族の問題があることは、多

くの先行研究や文献において指摘されているが、少年院や少年鑑別所での調査研究が多く、一

般の子どもにおける知見は少ない。さらに、非行の予防という観点から見ると、どのような家

族の働きかけや社会の取り組みが、非行の予防や深刻化の抑制として作用するかということに

ついての実証的な研究はほとんどなされていない。

目的 一般の大学生に対して、質問紙による調査を行うことによって、次のような仮説の検証

を行うことを本研究の目的とした。＜仮説1＞攻撃性と逸脱行動経験の間には関連があり，個

人の持つ攻撃性特性によって，実際に表出される逸脱行動形態は異なる。また、男性は女性よ

りも攻撃性が逸脱行動として、表面的に行動化されやすい。＜仮説2＞親の養育態度をネガテ

ィブに認知していることや共感性の低さは、攻撃性や逸脱行動経験の高さと関連している。ま

た、養育態度の認知の仕方は男女において異なる特徴が示される。また、結果を踏まえて、非

行及び逸脱行動の予防について若干の考察を試みた。

方法 東京都市部の私立大学の大学生1～4年生に対して質問紙調査を実施した。有効回答数

は210であった。質問紙の構成は、（1）年齢、性別、中学生期における家族構成などを尋ねる

フェイスシート、（2）「親子関係診断尺度（EICA）」4下位尺度、19項目を父母別に計38項目、

（3）「日本版Buss－Perry攻撃性質問紙」4下位尺度、24項目、（4）「情動的共感性尺度」3下位

尺度、25項目、（5）「逸脱行動経験尺度候補項目」26項目であった。（2）～（4）については既存

の尺度、（5）については筆者が独自に作成した。
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分析 分析1において、「逸脱行動経験候補尺度」の項目選定と形態別分類を行い、それらの

形態別逸脱行動経験とBAQ下位尺度（攻撃性特性）との相関及び影響について分析を行った。

また、各尺度について男女差の検定を行った。分析2において、両親の養育態度と共感性につ

いての男女差の検定を行うとともに、形態別逸脱行動経験得点・BAQ下位尺度得点との相関

を分析した。さらに、各養育態度（全8下位尺度）と共感性をそれぞれ高群・低群に群分けし、

形態別逸脱行動経験得点とBAQ下位尺度得点を従属変数とした2要因の分散分析を行った。

結果 「逸脱行動経験候補尺度」については、「暴力破壊」「盗み」「不良行為」の3形態に分

類された。各形態とBAQ下位尺度との相関及び影響では、①特に男性において攻撃性が逸脱

行動経験と関連しており、②逸脱行動の形態への攻撃性の影響は、「盗み」と「不良行為」が

「身体的攻撃」特性から、「暴力破壊」が「短気」特性から影響を受けていることが示された。

③女性においては、相関及び影響はあまり示されなかった。この結果から、逸脱行動と攻撃性

の関連には男女差があり、その関連や影響の仕方は、攻撃性の特性によって表出される逸脱行

動の形態が異なることが明らかになった。

分析2においては、①特に女性のほうが攻撃性や逸脱行動に関して両親の影響を受けやすい

ことが示された。攻撃性を高める傾向にある親の養育態度の認知特徴については、②男性にお

いては父親のESの低さが「短気」に、③女性においては、父母のESの低さが「敵意」「短気」

に、父親のAUの低さが「身体的攻撃」「言語的攻撃」「敵意」に、父親のCOの高さが「言語

的攻撃」との結果を示した。逸脱行動経験については、④男性においては、主に父母のAUの

低さが「暴力破壊」に、父母のCOの高さが「暴力破壊」「盗み」に、⑤女性においては、主に

父母のESの低さが「暴力破壊」に、母親のIDの低さが「暴力破壊」との結果を示した。また、

共感性については、「感情的冷淡さ」が攻撃性及び逸脱行動経験を高め、逆に「感情的暖かさ」

や「被影響性」が一部では抑制的な方向で働くことが示された。

考察 上記の結果から、逸脱行動においてはその発現形態によって、それぞれ異なった特徴が

影響していることが実証的に示された。また、両親の養育態度の特徴としては、子どもをあり

のままに受容できずに拒否的になってしまう、過度な厳格さや行動の制限、子どもの自律的な

考え方や行動を阻害する、逆にまったく統制をせず子どものしたいままにさせるなどの無関心

さ、などの養育態度が、その子どもの欲求不満や情緒不安定を高めたり、対人関係や対人行動

の不適切さを助長し、さらに、家族全体の問題解決能力や家庭の安心感というものを低めるこ

となどにより、子どもの攻撃性を高めるとともに攻撃行動を引き起こしやすい状態にするので

はないかと考えられた。多くの先行研究の結果や文献に示唆されていることと同様の結果が示

されている部分も多く、実証的にその関連性を示し、新たな知見を得ることができたという点

で、有意義なものであった。本研究において、上記のような考察を含めて、家庭及び学校・地

域社会における逸脱行動及び非行の予防についても若干の考察を行うことができたことは、子

どもの逸脱行動及び非行の理解、介入・援助指針の一助となるものではないかと考えられる。
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中学生を対象としたメンタルヘルス教育プログラムの効果評価

05ML60011 久野　光雄
指導教員　元永　拓郎

問題 精神障害への早期介入（early intervention）と予後との関連に注目が集まっており，精

神障害の予防活動は，リハビリテーション中心の三次予防から，発症予防や早期発見・早期治

療といった一次・二次予防を包括した活動へと移行しつつある。精神障害の一次・二次予防に

おいては，精神疾患や社会資源に対する知識の乏しさや，精神障害（者）に対する偏見・ステ

ィグマを要因とした援助希求（help-seeking）への抵抗などが介入のポイントとなる。諸外国

においては，これらを含めた予防活動が盛んに行われており，わが国においても，成人や青年

期を対象とした予防活動は存在する。しかし，精神障害の好発年齢とされている思春期を対象

とした予防活動は少ない。

目的 篁他（2005）吉田他（2005）は，中学生を対象として精神障害の予防を目的とした教育

プログラムを開発し，その効果を実証している。しかし，このプログラムの一般化には更なる

追試が必要である。そこで，本研究では，篁他（2005）吉田他（2005）による教育プログラム

を新たな対象に実施しその効果を評価することを目的とした。また，教育プログラムの満足度

を明らかにすることによって，プログラム構成要素の詳細な検討を行なうことを目的とした。

対象と方法 著者が相談員として関わっている都内郊外に位置する公立中学校1学年生徒206

名を対象とした。本研究実施に際して，準実験法により教育プログラム実施群（A群）と対照

群（B群）とに分類した。

教育プログラムは，①“ストレスと精神障害をテーマとした講義”，②“こころの相談施設

をテーマとした講義”，③“相談機関を紹介したビデオ上映と支えあいの体験学習”との関連，

④“精神障害当事者からの講話と「悩む」ことへの意味づけ”から構成された。効果評価に使

用した調査票は，精神疾患や専門職に関する知識（“疾患知識”尺度，“専門職知識”尺度），

相談機関や精神障害（者）に対する態度（“こころの相談機関に対するイメージ”尺度，“消極

的態度”尺度），援助希求に関する態度（“相談意向”尺度，“Attitudes toward Seeking

Professional psychological Help：ASPH”），援助希求に関連する要因（“相談経験”，“GHQ12

項目版”）を測定する計8尺度によって構成した。調査は，教育プログラム実施前／後に行な

った。また，本研究において，教育プログラム構成要素の検討のために，①～④に対する満足

度調査票を作製し実施した。

なお，分析に際し，一定の基準により分析対象とする回答を選別した。分析対象とした回答

数は，A群77名（男子32名，女子45名），B群83名（男子35名，女子48名）であった。
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結果と考察 等質な群であることが確認されたA群（教育プログラム実施群）とB群（対照群）

を対象とした教育プログラム実施によって，“疾患知識”，“専門職知識”といった知識面だけ

でなく，イメージ尺度における“肯定的イメージ”，“薬物療法への否定的イメージ”や，“相

談に対する態度”，“精神保健専門職に対する相談意向”，“専門職に対する相談意向”，“ASPH”

といった態度面においても効果が認められた。すなわち，精神障害や社会資源に関する知識，

専門機関への援助希求（help-seeking）といった点において，教育プログラム実施効果が得ら

れたと考えられる。特に，「精神疾患の症状や発症率，罹患に関する可能性」といった精神疾

患に関する知識の増進については，かなり高い効果が期待できると思われる。分析に使用した

調査結果は，A群（教育プログラム実施群）とB群（対照群）に対し同日に行ったものであり，

教育プログラム実施による影響以外の交絡因子をほぼ統制した上での分析結果であった。よっ

て，本教育プログラムは，中学生を対象とした精神障害の一次・二次予防活動として，効果的

なプログラムであると示唆された。

また，本研究において，先行研究と同様，男子に対する教育プログラム実施効果が小さいと

いう結果が得られた。しかし，思春期の男子は，精神疾患発症の高リスク群であるとされてい

る。よって，今後，男子に対する教育プログラム実施効果を高める配慮が必要であると考えら

れた。その際，メンタルヘルスに対する肯定的なイメージを抱かせるようなプログラムに改変

することで，教育プログラム実施効果が高まる可能性が示唆された。

教育プログラム実施における課題として，第一に，実施効果の持続性を明らかにする必要性

が示唆された。第二に，援助希求に関する態度に教育プログラム実施効果が得られたものの，

それが，実際の援助希求行動にどの程度反映されるかについては明らかになっていないことか

ら，今後の調査の必要性があると考えられた。第三に，調査方法に関して，対象への負担を軽

減するために，調査項目から“疾患知識”尺度を削るといった評価方法の改善が必要であると

考えられた。

教育プログラム満足度と実施効果との関連については，①“ストレスと精神障害をテーマと

した講義”，③“相談機関を紹介したビデオ上映と支えあいの体験学習”については，本研究

における教育プログラム実施方法により，構成要素を伝達することが可能であると示唆された。

一方，②“こころの相談施設をテーマとした講義”における「専門職に対する知識の提示」と，

④“精神障害当事者からの講話と「悩む」ことへの意味づけ”については，今後，実施方法や

情報提示のあり方を改変する必要があげられた。②“こころの相談施設をテーマとした講義”

に関しては，情報提示のあり方を，スライドから映像に変更するといった修正により，「相談

機関に関する知識の提示」が可能になると考えられた。④“精神障害当事者からの講話と「悩

む」ことへの意味づけ”に関しては，精神障害当事者が話をするだけでなく，交流場面を追加

するなどといった変更が必要であると示唆された。
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大学生における自己受容と友人関係の関連

05ML60012 古賀絵美子
指導教員　毛利　伊吹

はじめに 現代の青年の関係性は、心理的な距離をおいた友人付き合いになる特徴があり、周

囲の人間とはほどほどに付き合うよう留意している傾向が指摘されていた（久世, 1989; 斎藤,

1996）。友人関係は、青年期のサポート源としての機能、社会化や自己形成などの発達的意義、

心理的な安定感といった様々な側面において重要である（嶋, 1991; 松井, 1990; 藤永ら, 1978）

ことが指摘されており、友人関係の中でも親密な友人は心理的安定をもたらすとされている

（久世, 1989）。そこで本研究では、親密な友人関係を「自律的であるが、他者にも関心を示し、

心理的安定をもたらす相互的関わり」と定義した。そして、そのような親密な友人関係に関わ

る要因の一つとして、本研究では自己受容をとりあげた。先行研究（沢崎, 1984; 北村, 1978;

鈴木, 2005）によって、自己受容は自己内省が重要と指摘されていた。本研究においても、自

己受容を「自分について考え、自分のいい部分や悪い部分とも向き合ったうえで、ありのまま

の自分をよしとする状態」と定義した。つまり、自己内省を伴う自己受容こそが、本当の自己

受容であると考え、自己内省も視野にいれて検討していった。

目的 本研究では、自己受容と友人関係の関連、特に友人関係の親密性に焦点を当てて検討を

行った。自己受容について検討する際に、自己内省傾向の程度も共に見ることで、自己内省傾

向が高く自己受容をした者と自己内省傾向が低く自己受容をした者における友人関係の違いも

検討した。仮説として①自己内省傾向が高く、自己受容傾向が高い者は、友人関係における親

密性が高い、②自己受容傾向が高い者であっても、自己内省傾向が低ければ、友人関係におけ

る親密性は低くなるの二点をあげ、検証していった。

方法 東京都内A大学の大学生を対象に、無記名での質問紙調査を行った。有効回答は285名

（男性195名、女性90名）、平均年齢は19.4歳（18歳～22歳）であった。質問紙には、友人関係

性尺度、自己受容性測定スケール、内省尺度を用い、大学生における理想の友人関係や内省の

内容、有効と思われる内省の方法については自由記述にて回答を求めた。

結果と考察 友人関係性尺度においては関係拒否性因子（困った時でも、友人には頼らない）、

依存性因子（いつも友人と一緒にいたい）、親密性因子（どんなことをしようと理解してくれ

る）の3因子がみられた。自己受容性測定スケールにおいては、自己信頼因子（目標に向かっ

て生活している）、自己不承認因子（私の容姿には変えたいところが多い）、自己理解因子（私

は自分の性格を知っている）の3因子がみられた。内省尺度においては嫌悪的側面直視に対す

る抵抗因子（自分の中の嫌なところについては見たくない）、内省機会の少なさ因子（自分に

ついて考えてみても、ただボーッとして終わってしまう）の2因子がみられた。まず男女差、
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学年差、住居差から検討したところ、男性の方が女性よりも関係拒否性や自己理解傾向が高く、

女性の方が依存性や親密性、自己不承認傾向が高かった。

次に、自己受容と自己内省を高低群に分け、関係拒否性、依存性、親密性を従属変数として、

2要因の分散分析を行なった。結果として、男性において、親密性では自己受容傾向が高い群

では低い群よりも親密性が高くなることが示された。また、依存性では自己内省傾向が低い群

の方が高い群よりも依存性が高くなることが示された。下位尺度別にみたところ、男性におい

て、自己信頼傾向が高い群ほど親密性が高くなることが示され、逆に自己信頼傾向が低い群ほ

ど関係拒否性が高くなることが示された。また、自己不承認傾向、嫌悪的側面直視に対する抵

抗傾向、内省機会の少なさ傾向が高い人ほど依存性が高くなることが示された。女性において

は、嫌悪的側面直視に対する抵抗傾向が高い程依存性が高くなることが示された。また、自由

記述において、大学生における理想の友人関係について尋ねた質問では「自己開示できる関係」、

自己内省の内容として最も多い内容について尋ねた質問では「自分の性格・短所」、大学生が

有効であると考える自己内省の方法では「人と話す」といった回答が最も多く見られた。

男性においては、自己受容、中でも自分への信頼感を持っている者は、友人と親密に関わる

点が認められ、女性においては、自己内省、中でも内省機会が多い者は、友人と親密に関わる

点が認められたことから、仮説1は一部のみ支持された。親密性と依存性では、自己が確立し

ている自律性が重要となっていた（石谷, 1994）。つまり男性は、自己を確立し、自分を信頼す

ることで、友人と自律性を保った親密な関わりができると考えられる。

しかし自己受容傾向が高く自己内省傾向が低い者は、必ずしも親密性が低くならなかったこ

とから、仮説2は支持されなかった。分析の結果、男性においては自己受容における自己信頼

傾向が高いほど親密性が高くなり、自己内省傾向が低い者は依存性が高くなることが示された。

また、女性においては、内省機会が多いほど親密性が高くなり、嫌悪的な側面を直視できない

者ほど依存性が高くなることが示された。自分の嫌悪的な側面を直視し、自己を内省して乗り

越えていくことが、自己確立のために重要であるということが指摘されており（水間, 2003;

荻野, 1978）、自己内省は自己確立のための重要な要素ともいえる。また、板津（1994 ; 2000）

は、自己受容的な人の特徴として、自己を確立している点をあげており、自己受容は自己確立

するためにも必要な要素の一つであると思われる。そのため、自己内省傾向や自己受容傾向が

低かったりすると自己確立ができず、友人と自律性を保った親密な関わりができず、依存的な

関わりになるのではないかと考えられる。逆に、自己内省することにより、自己を確立し、自

律性を保った親密な関わりができるのではないかと考えられる。

本研究は質問紙による調査を用いたため、自己内省を測るに当たって、実際に自己内省を出

来ていない者が自分について正確に答えられていない可能性や、過去に自己内省をした者が自

己内省傾向が低いとなっている可能性があげられ、今後自己内省を検討するうえでの課題とし

て考えられる。
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中学生の同性友人グループがもたらす問題とその影響
――大学生を対象にした中学生時代の

同性友人グループに対する認識調査から――

05ML60013 高田　幸子
指導教員　藤崎　春代

＜問題と目的＞第二次性徴が最も活発化する中学生の友人関係は、同性との親密な関係が主と

なると言われる（遠藤, 1995）。また、小塩（2005）は中学校時代では同世代集団に身を置くこ

とが多く、親から自立していく過程において、同世代の仲間は欠かせない存在と指摘している。

これらから、中学生の友人関係は同世代の同性友人と集まって行動するといったグループ行動

の特徴があり、中学生にとって同性友人グループが、重要な発達的意義があるのではないかと

考える。その中でも特に女子グループは、「仲間はずれをつくりやすい」といった異質なもの

を外部へ排除していく排他的な性質があると言われ、それによって友人関係に亀裂が生じ、学

校カウンセリングや教育相談にもちこまれることが多く、不登校の一つの要因になることもあ

ると指摘されている（三好, 1998）。このように、青年期女子にとって女子グループの存在や意

義というものが学校生活では重要な位置づけにあると予想され、同時に女子グループの排他的

な性質によって生じる問題も、彼女たちにとって大きな影響を与えると考えられる。それゆえ、

同性友人グループの特徴を理解しつつ、その特徴によって生じる問題や受ける影響を研究して

いくことを目的とする。また、今までの研究でグループは女子に特有のものと理解されており、

本当に女子だけにみられるものであるのか、青年期男子にも実施し性差を検討する。

＜仮説＞以下の3つの仮説に基づいて分析を行う。仮説①「中学生の女子は男子よりも友人グ

ループに所属しており、グループを重要なものと認識している」、仮説②「仲間はずれにされ

た人は男子よりも女子に多く、仲間はずれにされた男女では、その直後に受ける影響が異なり、

女子の方が情緒的に不安定になる」、仮説③「仲間はずれにされた人は、されていない人より

もグループの存在を重要なものと認識している。同様に、グループへの認識においても、され

た人とされていない人では違いがある」

＜対象と方法＞大学生男女を対象に質問紙調査を実施し、中学生時代の振り返りで回答を求め

た。質問内容は、筆者が作成した中学生時代の同性友人グループに関する項目と、同性友人グ

ループの重要性を測定する「グループの重要性尺度」の5項目、三好（1998）の尺度を参考に

作成した「友人グループの認識尺度」の26項目、香取（1999）のいじめの影響尺度を参考に

作成した「仲間はずれにされた後の影響尺度」の38項目を用いた。得られた回答者数は、777

名（回収率100％）であったが、今回の研究は大学生に中学生時代を想起してもらっているた
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め、中学1年生の年齢である13歳の＋10歳が限度と考え、23歳以上の対象者は除いた。その

結果、有効回答715名で、うちわけが男性435名，女性280名（平均年齢19.42，SD 1.185）を

分析対象とした。

＜結果と考察＞大学生が中学生時代の友人グループについて、どのくらいの頻度で想起するか

聞いた結果、約8割の大学生が「よく思い出す」「時々思い出す」と回答した。これらから、

大学生が中学生時代の同性友人について想起することは今回の調査時だけではなく、繰り返し

思いだされているということが示された。そして、中学生時代、同性の友人グループに所属し

ていたかについて「所属していた」は622名（87.0％）で、「所属していなかった」は93名

（13.0％）であった。有効回答者の内訳は男性383名、女性239名で、約9割の男女が同性友人

グループに所属していたが、男女による有意差はみられなかった。つまり、中学生時代、同性

友人グループへの所属は男女で差はなく、男女ともに高い割合で同性友人グループに所属して

いることがわかった。次に、中学校生活において同性友人グループの存在がどの程度、重要と

認識されているか、グループの重要性について男女差の検定を行った。その結果、有意差が見

られ、女子の方が男子よりも同性の友人グループを重要と認識していることが明らかになった。

そして、グループの重要性とグループ認識との関連をみた結果、グループの重要性はグループ

認識の「不自由感」、「所属利益」、「居場所の確保」のすべての下位尺度と正の相関がみられた。

これらから、グループを重要と思っている人ほど、グループに対して不自由感を感じており、

同時にグループに所属する利益やグループを居場所の確保として認識していることが明らかに

なり、仮説1は支持された。次に、仲間はずれにされた男女の影響尺度の下位尺度得点による

差の検定を行った結果、有意差は見られなかった。この結果から、同性友人グループから仲間

はずれにされた直後の影響において、男女による差はないということであり、仮説2は棄却さ

れた。さらに、仲間はずれにされた人、されていない人と性別による友人グループの重要性と

2要因の分散分析を行った。その結果、交互作用と主効果について有意ではなかった。グルー

プ認識の下位尺度についても、2要因の分散分析を行った。その結果、どの下位尺度において

も交互作用はみられなかったが、仲間はずれにされた人とされていない人では、グループに対

する「不自由感」、「所属利益」、「居場所の確保」で主効果がみられた。仲間はずれにされた人

は、グループを不自由感なものとして認識し、仲間はずれにされていない人はグループに所属

する利益を感じ、同様にグループを居場所の確保として認識していることが明らかになった。

したがって、仮説3は支持された。しかし、グループの重要性については、された人、されて

いない人で差はみられなかったため、仮説3の前者は棄却された。

以上の考察から、中学生にとって同性友人グループへの所属は、女子だけにみられるもので

はなく、男子にもみられることが明らかになった。また、同性友人グループから仲間はずれに

された直後に受ける影響に男女差はみられなかったが、今後は仲間はずれをした人に焦点をあ

て、はずしたことによる影響について検討していく必要があると思われる。
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ADHD症状のある子どもにおける
社会情報処理モデルから見た対人コミュニケーション

――半構造化面接による質的研究――

05ML60014 高橋　英樹
指導教員　春日　　喬

はじめに 近年中学校や小学校にスクールカウンセラーを配置するなど，子ども達の心理的な

問題に対して関心が高まっている。そして，ADHDなどの軽度発達障害への一般の認識も高ま

ってきている。ADHDの子ども達は、学校などの準拠集団への適応上，多大な困難を持つ。学

校適応の失敗は，二次的な障害として，社会性の欠如や自尊心，自己効力感，気力の低下を招

き，いじめ，学力低下，不登校，非行などに影響する（Barkley，2006；Erhardt & Hinshaw，

1994）。ADHDの子ども達への支援として，現在多くのプログラムがある中で薬物療法や行動

に焦点を当てたアプローチが多く使用されている。また，ADHDの子ども達の仲間との関わり

に支援をするとき行動に焦点を当てたアプローチである，ソーシャルスキルトレーニングが用

いられる。しかし，Beelmanら（1994）のメタ分析において，子ども達へのソーシャルスキル

トレーニングの有意な効果サイズは，訓練者によって訓練の直接の目標基準が同一視されたと

きにだけ見られた。またADHDの子ども達の仲間問題に効果的な心理社会的介入をするために，

HinshawとErhardt（1991）は，認知的要因と行動変容技術の両方を含めた支援をする事を薦

めていた。それらの介入は，攻撃的で反社会的な行動をする子ども達の支援に有益であると証

明している（Hinshaw & Melnick，1992）。そこで，ADHDの子どもの仲間との適応的な関わ

りへの支援を考えるとき，仲間との関わり場面で困難をもたらすADHDの子ども達の不適応な

関わりの認知的要因を明らかにする必要がある。

目的 ADHDの子ども達が普段生活している場面の中で，関わりを持つ他者との間に不適応と

考えられる関わりを構築する事について，ADHDの子ども達の中でどのような情報処理過程が

行われているかを明確にする。そして，明らかになった情報処理能力に対して，有効な支援と

はどのようなものがあるかを考察することを目的とする。

対象と方法 対象者としてA市発達障害相談センターに在所しているADHD症状を持つ児童4

名を対象とした。面接場所はA市発達障害相談センター内の空き教室で実施した。面接は学校

生活においての友人との関わりについて半構造化面接を行った。面接内容は，面接の初めに対

象者の許可を得て面接内容をテープレコーダーに録音し，文字化を行った。本研究ではラベリ

ングを行ったものをDodgeとCrick（1994）による社会情報処理モデルの各段階の定義に基づ

いて，社会情報処理モデルの各ステップにラベルを振り分けた。その後，カテゴリー化を行う

際グラウンデッドセオリー法に沿った分析を行った。

結果 仲間との関わりにおいて困難をもたらせるADHDの子ども達の特徴的な社会情報処理モ
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デルの各段階の中心カテゴリーとして，以下の概念を生成した。

Step1の場面の手がかりの符号化では，ADHDの子ども達が関わっている場面に対して初め

に符号化した事が変化しにくく，継続的に行われている符号化に対して『固定的な場面への焦

点づけ』を概念化した。このカテゴリーの特性として，最初に行った場面の符号化は自身の中

に生起した欲求（例えば，遊びたい，知りたい等）を基に行われていた。そして，その欲求が

充足するまでその場面への符号化を変えないため，これを『欲求充足固執』と概念化した。

Step2の場面の理解では，トラブルが起きた場面に対して，そのトラブルの原因を相手に求

める場面の理解の仕方が語られていた。このようなADHDの子ども達の特徴的な場面理解とし

て捉え『原因の外的帰属』と概念化した。このカテゴリーの特性として，第一に場面への理解

を即座に決定している語りが多かったため，これを場面理解の特徴として『決め付け傾向』と

概念化した。第二にADHDの子ども達は，拒否された場面またはケンカになった場面に対して

「何故？」とその場で考えることをしにくいという特徴があった。これを『因果推論の困難さ』

として概念化した。

Step3の目標の分類では，1つの場面理解に対して分類する目的がパターン化している語りが

多かったために，これを『行動目的のパターン化』として概念化した。このカテゴリーの特性

として，第一に場面に対して起きている自分の欲求を充足させる事を目的とした語りが多かっ

たため，これを『欲求充足志向』と概念化した。第二に積極的に他者との関わりや場面への参

加を持とうとする目標が多かったため，これを『参加への希求志向』として概念化した。

Step4の反応の選択・構築では，相手にとって攻撃されていると感じられる反応を構築また

は選択されることが多く語られていたため，これを『攻撃的な反応選択』と概念化した。この

カテゴリーの特性として，第一に相手に反撃する事を目的とした行動が多く語られていたため，

これを『敵意のある攻撃行動』として概念化した。第二に相手に何かを要求することが結果的

に攻撃性を含む行動として選択・構築されていたため，これを『要求行動』と概念化した。

Step5の反応の決定では，ADHDの子ども達が決定した行動の評価と周囲の評価にずれがあ

った。これを彼らの決定した行動の特徴的な評価と考え『自分の行動に対する評価と周囲の評

価とのずれ』と概念化した。このカテゴリーの特性として，第一に行動を決定する段階におい

て，ADHDの子ども達が関わっている相手が攻撃されていると感じる行動の決定を『攻撃的な

行動決定』と概念化した。第二に決定した行動の周囲の反応としてADHDの子ども達を拒絶し

ている反応が語られていた。これを彼らの決定した行動への周囲の評価と考え『仲間からの拒

絶』と概念化した。

考察 得られた結果を社会情報処理モデルに当てはめて考察すると，3つの情報処理モデルが

考えられる。ADHDの子ども達の仲間関係への支援を考えるとき，それによって支援の仕方を

変える必要があると考えられる。

今後の課題として，ADHD症状の無い子ども達と比較することにより，情報処理モデルの特

徴を明確にすることで，より的確な支援を考えることができる。
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大学コミュニティにおける学生相談室の機能についての研究
――学生支援サービスのニーズ調査から――

05ML60015 竹内　ゆり
指導教員　元永　拓郎

はじめに 学生相談は従来，問題を持った一部の学生が利用する心理治療的な役割に限定され

てきた。しかし，少子化による大学全入時代を目前に大学には様々な学生が入学するようにな

り，近年あらためて，学生相談は全ての学生を対象とし大学教育の一環として人間形成を促す

ことを機能として捉える必要があると言われている。

学生相談を利用する学生については事例研究が積み重ねられてきており，先行研究では学生

相談には個人心理療法に加え，危機介入・危機管理機能，調整・つなぎ機能，居場所機能，ソ

ーシャルスキル・トレーニング機能といった多面的な機能があるとまとめているものがある。

一方，学生相談に対して一般の学生が実際に何を求めるかを個人心理療法以外の心理的支援ニ

ーズに広げて行なったニーズ調査は少なく，そこから学生相談室がどのような機能を果たすべ

きかを検討することは行なわれてきていないように思われる。

目的 本研究では，学生相談室を利用しない大学生をも含め，全学生と教職員を対象に，個人

心理療法による支援とそれ以外の心理的支援のニーズを具体的に調査し，学生相談に求められ

る機能について検討することを目的とする。

対象と方法 対象は，関東近県の4年制単科大学であるA大学の全学生（在籍数1200名弱），

および教職員（50名強）である。学生に対しては2006年5月30日～7月13日にかけて学年ごと

に必修授業の際に質問紙調査を実施し，901名から回答を得，有効回答は848名（男性573名，

女性271名，不明4名，平均年齢20.4歳，有効回答率94.1％）であった。質問紙の構成は，大

学生にどのような支援のニーズがあるかを個人心理療法とそれ以外の心理的支援に分けて測定

するために作成した「学生相談室に相談したい内容（41項目）」「学生相談室に期待すること

（34項目）」と，「属性」「大学での生活状況」「GHQ-12」「学生相談室以外の相談相手」「学生相

談の仕組みへの希望」「高校までの心理的支援の利用程度」を問う項目，そして「学生相談へ

の希望」「大学の学生支援サービスに期待すること」を記す自由記述から成るものであった。

教職員に対しては2006年6月20日に質問紙を大学の個人メールボックスに配布または手渡し

し，回収ボックスにて7月4日締切で回収した。35名から回答を得，有効回答数は33名（職員

16名，教員17名，有効回答率94.3％）であった。質問紙の構成は，学生用質問紙と共通の

「相談を受けてほしい内容」「期待すること」「仕組みへの希望」の各項目と「属性」「相談を受

けた経験」「教職員に向けた活動の希望」を問う項目，そして自由記述から成るものであった。

分析は対象者の属性の集計，学生相談室に対する支援ニーズの集計の後，学生の回答から

「相談したい内容」「学生相談室に期待すること」について因子分析を行ない，ニーズの構造を
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分析し，学生相談室に求められる機能を検討した。そしてこの因子から下位尺度を作成し，属

性や高等学校までの心理的支援の経験との関係を t検定，分散分析により分析し，ニーズの背

景を分析した。また自由記述を類似した内容ごとに分類し傾向を分析した。

結果と考察 支援ニーズの集計の結果，個人心理療法以外の心理的支援ニーズが存在し，かつ

学生相談を利用していない学生を含む全学生への調査ではむしろこのニーズの方が高いことが

実証的に明らかになり，このニーズに対応する機能を果たすことが，授業に出てはいても不適

応感を感じている学生やより充実した生活を望む学生などを支援するために役立つことが示唆

された。また，学生と教職員の相違点を分析したところ，教職員では学生とは逆に個人心理療

法のニーズが高く，学生相談室に心理面接による専門的な援助を求めていることが分かった。

「相談内容」の因子分析からは，学生相談の個人心理療法に対するニーズは[情緒的問題]，

[修学・進路の問題]，[具体的危機への対処]という内容であること，そして「期待すること」

の因子分析からは，学生相談の個人心理療法以外の心理的支援ニーズは[よりよいスキルの獲

得]，[居場所]，[具体的支援手段へのつなぎ]，[心理学的関心]，[リスク回避スキル]に対して

対応を期待するというニーズであることが明らかになり，質問紙に回答した学生のみという制

約はあるが，学生相談室を利用していない学生を含む全学生について実証的にニーズを明らか

にすることができた。今回，心理学的関心への対応というニーズが新たに認められたのは学生

相談室を利用していない学生を含む調査を行なったことによると考えられる。また先行研究に

照らし，これらのニーズに応えることが学生相談室の機能と考えられる。

ニーズ内容とそれを求める学生の属性との関係をみると，個人心理療法についてのニーズを

より高くもつ学生は大学適応感や学生生活満足度，精神健康度が低く，出席状況の良くない傾

向がややみられ，個人心理療法以外の心理的支援ニーズは逆に大学適応感や学生生活満足度が

高く，出席状況が良い傾向の者，留学生や3年次編入生，現役入学者や女性にやや高くみられ

た。[居場所]ニーズだけはやや異質でほぼ全学生に共通し、強いて言えば個人心理療法ニーズ

を示す傾向と近く，役割や目的なく一人でいることを許される場が，より問題を抱えた学生に

対応するためにも必要性が高いことがわかった。全体として，高等学校までに心理的支援を経

験したことのある者は学生相談室に対して多様で高いニーズを示すことが確認された。

本研究により教職員は個人心理療法に限定した機能を学生相談室に求める傾向があり，学生

がそれ以外の心理的支援機能を求めていることを教職員に示す必要性が示唆された。また個人

心理療法以外の心理的支援機能を学生相談室以外の学生支援サービスでも引き受けられるよう

協力することも学生相談室の機能であり，一方，教職員に学生相談室の機能と捉えられていな

いものでも学生相談室が関与することにより得られる効果があると示すことも重要と考える。

大学コミュニティの各部署と連携し、大学コミュニティという大きな枠の中で学生相談室がそ

の機能を果たすことが，多様なニーズを持った学生の支援において今後重要となると言えよ

う。
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大学生における社会的ひきこもり傾向と
両親の養育態度についての研究
――家族の凝集性に着目して――

05ML60016 田中真由美
指導教員　春日　　喬

はじめに 近年、通学、就労といった社会参加や対人的な交流を行わずに家庭を中心とした生

活をおくる、青年の「ひきこもり」が注目され、社会問題化されている。かなりの数が存在す

ることが知られるようになってきており、年々その数が増える傾向にあるとも言われている。

これまで、両親の養育態度や家族凝集性を含む家庭環境が子どもの成長過程に影響を与えるこ

とはさまざまな研究者によって述べられてきている。

目的 矢嶋・根本（2002）や中村（2006）が示すような「両親の養育態度に問題が見られるほ

どひきこもり傾向と結びつきやすい」という主張に、研究者間の大きな差異はみられない。

しかし、家族の凝集性に関しては、ミニューチン（1974）と平井・依田（2001）が反対の主

張をしているように、家族の凝集性が高いほうがひきこもり傾向にむすびつきやすいのか、低

いほうがひきこもりが現れやすいのかは明らかになっていないと考えた。

そこで、家族の凝集性の違いに着目し、家族の凝集性の高低がひきこもり傾向とどのように

関連するのか、また、親の養育態度とひきこもり傾向についても先行研究の確認として行う。

よって、本研究の目的を、「過去の両親の養育態度と過去の家族の凝集性が大学生のひきこ

もり傾向とどのように関連するか」とする。

研究1（質問紙調査）

研究1の目的「過去の両親の養育態度と過去の家族の凝集性が大学生のひきこもり傾向とどの

ように関連するか」を質問紙調査により、仮説検証すること。仮説1：両親の「支配・介入」

的態度は、ひきこもり傾向に影響がある。仮説2：両親の「非受容」的態度は、ひきこもり傾

向に影響がある。仮説3：家族の凝集性の低さと、ひきこもり傾向の高さに関連がある。

方法 調査期間は2006年の6月。調査対象者はA大学の大学生1～4年生485名。質問紙は授業

中に配布した。回答はいずれも無記名。そのうち不備のあるものを除いた398名を分析の対象

とした（有効回答率80.2％）。有効対象者は男性254名、女性144名、平均年齢19.9歳（SD＝

1.10）。質問紙は以下の4つから構成された。（1）「属性についての項目」：性別・年齢・学

年・学科・大学入学経緯・居住形態・家族構成・両親の学歴・独居希望の有無。（2）「ひきこ

もり傾向測定尺度」：回答は5件法、矢嶋・根本（2002）を用いた。（3）「親の養育態度測定

尺度」：回答は7件法、矢嶋・根本（2002）を用いた。父親項目と母親項目に分かれている。

（4）「家族凝集性尺度」：回答は5件法、平井・依田（2001）を用いた。
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結果 尺度の項目内容を一部変更したことと、信頼性が確認されていないため、因子分析（ひ

きこもり傾向測定尺度、親の養育態度尺度）を行った。ひきこもり傾向測定尺度からは1．「人

の中での圧迫感」2．「内向的行動」3．「対人消極性」、父親の養育態度測定尺度からは1．「受

容」2．「支配・介入」3．「非一貫性」、母親の養育態度尺度からは1．「受容」2．「感情的支

配・介入」3．「神経質」の因子が抽出された。（a＝.66以上）。

性差の検討を行うため、両親の養育態度と性別、家族の凝集性と性別、ひきこもり傾向と性

別について t検定を行ったが、いずれも有意差は見られなかった。そのため、以後は性差を省

いて分析した。

ひきこもり傾向測定尺度、両親の養育態度測定尺度、家族凝集性尺度についてPeasonの相

関係数を算出したところ、ひきこもり傾向測定尺度の下位尺度と両親の「受容」（負の相関）、

母親の「感情的支配・介入」（正の相関）、「家族凝集性の低さ」（正の相関）において弱いが有

意な相関が見られた。（p＜.01）

両親の養育態度測定尺度と家族凝集性尺度の得点を低群・中群・高群の3群に分け、ひきこ

もり傾向得点の差を比較する、一元配置の分散分析を行った。結果、両親の受容低群・中群の

方が「人の中での圧迫感」「内向的行動」「対人消極性」が高く、父親の支配介入高群、父親の

非一貫性高群の方が「人の中での圧迫感」が高いこと。母親の感情的支配・介入高群の方が

「人の中での圧迫感」「内向的行動」が高い。家族凝集性低群の方が、「人の中での圧迫感」「内

向的行動」「対人消極性」が高いことが明らかとなった。よって、仮説1、2、3、は支持され

た。

研究2（事例研究）

研究2の目的 ひきこもり傾向や家族に特徴のある学生への面接を通して、面接対象者から語

られる家族についての具体的内容が研究1で示された結果と対応するか否かを検討する。

方法 質問紙調査時に面接調査を希望した学生の中から、ひきこもり傾向がより高く、家族の

凝集性が低い学生に面接を依頼した。調査期間は2006年9月。場所はA大学内。対象者は男性

1名と女性1名、ともに20歳、2年生。

結果 対象者A（男性）からは、幼少期の父親が非受容的態度で、母親が感情的支配・介入で

あり、家族の凝集性が低い内容が語られた。対象者B（女性）については、幼少期の父親が非

受容的態度と支配・介入的態度であったこと、母親が神経質的態度であったこと、家族凝集性

が比較的低かったことが語られた。

総合考察 研究1、研究2から、「両親の非受容的態度、支配・介入的態度、父親の非一貫的態

度、家族の凝集性の低さとひきこもり傾向の高さには関連がある」が導き出された。これは平

井・依田（2001）の見解に近い。家族間での対人関係が個人の対人関係の基礎となるため、家

族の凝集性が低い場合、他者とのコミュニケーションスキルが育ちにくく、社会的ひきこもり

の一要因である対人関係困難と結びつくものと考えられる。よって、家族内の受容的コミュニ

ケーションの重要性が示唆されるといえるだろう。
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大学生における対人依存性に関する研究
――依存のあり方と自尊感情及び抑うつ傾向との関連から――

05ML60017 田中 美穂
指導教員　毛利 伊吹

問題と目的 青年期は心身ともに急速に発展する時期であり、第二の分離固体化期として親か

らの分離独立が達成される時期でもある。青年期における対人依存性は，発達的観点から、多

くの研究がなされてきた（江口，1966）。日本において対人依存性は、相互依存的自己観

（Markus&Kitayama，1991）や土居の甘えの概念（土居，1971）に示されるように、依存的な

心性を問題視するのではなく、相互依存関係を構築することが、適応的な人間関係であると考

えられる場合が少なくない。近年では、依存性の適応的な側面に焦点をあてた実証的研究も報

告されている（竹澤，2004）。一方で、適切に依存を示せない場合の問題が取上げられている

（弥源治,2004）。観察し得る行動においては自立的であっても、内心の欲求や願望に依存欲求

が強く、これが満たされなくなると、何もかもが無意味に感じられるために、過剰に自立的に

なるというような行動も見うけられるという。過度の自立が表面的には、依存性や不安定愛着

と対立しているように見えても、深く考えれば依存性の現われの一つとして把握したほうが妥

当であるだろうと思われることも少なくない。過度に依存を拒否することは精神的な健康度を

低下させるのではないだろうか。他者から孤立することなく、他者と信頼関係を保ち，相互依

存関係を保つことが重要であると考えられる。また、青年期における対人依存性は精神的な安

定をもたらし、適応的な意味を持つことが予測され、不安定愛着から生じる依存性は適応を促

さないものだと考えられる。以上の点を踏まえて、本研究では、依存性のあり方を、依存欲求

や依存の拒否、統合された依存性の3水準から捉え、対人関係に関する一つの様式として、大

学生における対人依存性のあり方について検討を行った。さらに、対人依存性と抑うつ傾向や

自尊感情、親和動機といった心理的特徴との関係を検討し、対人依存性の果たす役割について

考察することを目的とする。

方法 大学生210名に対して質問紙調査を行った。使用した質問紙は、関（1982）の作成した

依存性尺度、Rosenberg（1965）が作成し、山本・松井・山成（1982）が翻訳した自尊感情尺

度、Zung（1965）が作成し、福田・小林（1973）が翻訳した日本版SDS、杉浦（2000）が作

成した親和動機尺度の合計4尺度を使用した。

結果と考察 対人依存性の性差および学年差を検討するために、性別×学年の二要因の分散分

析を行った。依存欲求尺度には性の主効果が示され（F（1，205）＝23.78，p＜.001）、統合さ

れた依存性尺度および依存の拒否尺度については交互作用が認められた（統合： F（1，

208）＝3.96，p＜.001、拒否：F（1，206）＝3.86，p＜.001）。統合された依存性は、男性では第
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4年生が最も低くなり、3年生と2年生との間に差がみられた。また、3年生以外の全ての学年

で性差がみられた。依存の拒否は、2年、4年生において男性のほうが高かった。男性におい

て、学年の主効果が示され（F（3，201）＝4.799，p＜.01）、1年生、2年生、4年生において性

の主効果が有意であった（1年：F（1，201）＝10.313，p＜.01、2年：F（1，201）＝11.158，

p＜.001、4年：F（1，201）＝20.857，p＜.001）。男性における統合された依存性は得点の高い

順に、3年生＞2年生＞4年生であり、多重比較を行った結果、2年生と4年生および、3年生と

4年生の間に有意差がみられた。統合された依存性は、1年生、2年生、4年生のいずれも、男

性より女性のほうが高い得点であった。依存性パターンを類型化するためにクラスタ分析を行

い、3つのクラスタ解を採用した。第一クラスタは依存欲求が高く、統合された依存性も高く、

依存の拒否が低いことから、“他者希求群”と命名し、第二クラスタは依存欲求が高く、依存

の拒否も高いことから、“葛藤群”と命名した。第三クラスタは、依存欲求が低く、統合され

た依存性が比較的高く、この型は依存性尺度の定義上、最も自立した型であると考えられる。

そこで、第三クラスタは “自立統制群”と命名し、以下の分析を行った。各クラスタを独立

変数、抑うつ傾向・自尊感情を従属変数として、分散分析を行った。結果、自尊感情において

有意差が認められ（F（2,202）＝3.79，p＝.05）、多重比較を行ったところ、“葛藤群”が“自立

統制群”に比べて、自尊感情が有意に低いことが示された。抑うつについても、依存のあり方

に有意な差が認められた（F（2,201）＝9.55，p＜.01）。多重比較を行ったところ、“他者希求群”

と“葛藤群”および、“葛藤群”と“自立統制群”の間に有意な得点差が認められた。“葛藤群”

の抑うつ得点が最も高く、次いで“他者希求群”が高く、“自立統制群”の得点が最も低い値

であった。依存性の適応的な側面に焦点をあてた研究からも、依存性を示さないことが不適応

に繋がるとされており、本研究においても依存を示さない“葛藤群”が最も、抑うつ傾向が高

まり、自尊感情が低いという結果となった。葛藤群は依存することに脅威を感じている、つま

り依存不安が強い状態であるとも考えられ、このような状態にあるということは、他者との間

に親密な関係を築きにくく、援助が必要になった時に適切な援助を求めることができず、問題

解決に至りにくいと考えられる。親和動機について分散分析を行った結果、「親和傾向」およ

び「拒否不安」ともに、有意な差が認められた（親和傾向：F（2,203）＝51.035，p＝.001，拒

否不安：F（2,198）＝29.178，p＝.001）。多重比較を行った結果、親和傾向については“他者

希求群”と“葛藤群”、“他者希求群”と“自立統制群”の間に有意な差が認められ、“他者希

求群”の親和傾向得点が最も高く、“葛藤群”および“自立統制群”の得点は低い傾向がみら

れた。拒否不安についても同様に多重比較を行った結果、すべての依存性クラスタ間に有意な

得点差が示された。“他者希求群”の拒否不安得点が最も高く、次いで“葛藤群”が高く、“自

立統制群”が最も低い値を示した。

本研究では、いくつかの依存性のあり方について検討したが、依存性の役割やその影響につ

いて、今後さらなる検討の余地があるように思われる。
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インターネット上のメンタル系サイト利用は，
心理的悩みの改善に有効か？

――大学生の精神健康度も含めて――

05ML60018 松永　明佳
指導教員　元永　拓郎

はじめに 携帯電話やインターネットなどの新しいメディアの普及は，我々の社会行動に変化

をもたらす。インターネットは掲示板のようなコミュニケーション・ツールとしての側面と，

個人の娯楽に利用されるエンターテイメント・ツールとしての側面の双方を兼ね備えている。

そのため，ネットから受ける心理的影響は従来のメディアよりも複雑になることが推測される。

近年，mixiなどのソーシャルサポートサイトの流行も手伝い，コンピューターを介したコミュ

ニケーション（Computer-Mediated Communication;以下CMC）が珍しくないものになった。

CMCとして，ブログ，BBSなどを挙げることができるが，ここ数年，主に精神的な悩みの情

報交換を行なうメンタル系サイト（以下サイト）が広がりつつある。サイト利用者は，他のコ

ミュニティサイトよりも自己開示を行ない，凝集性が高いように感じられるが，その有効性を

研究したものはない。そこで，今後のCMCを鑑みて，急激にCMC利用が広がっている若者に

おけるサイトの有効性を臨床心理学的に検討することは，社会生活を適応的に送る上で，その

意義は大きいと思われる。

目的 研究1（予備調査）では，第一に，サイトの利用者が統計的検討にたえうる程度存在す

るかを検討する。第二に，本調査にむけてサイトの定義を明らかにする。第三に，実際のサイ

トの利用者がどういった傾向を持つ者であり，どのような経験をしているのか，なぜサイトを

利用しているのかなどを事例的に検討する。研究2（本調査）では，予備調査の結果もふまえ，

第一に大学生のサイトの利用実態を示す。第二に，サイト利用者の特徴を明らかにする。第三

に，サイトの有効性を検討する。またこれらの得られた知見をもとに，学生の支援活動に関し

て若干の考察を行なう。

対象と方法 研究1の有効回答数はA大学の学生とB大学大学院生を合わせた47名（男性12名，

女性35名）であった。A大学については，研究協力者が一般教養科目の講義終了後に調査票を

配布した。B大学大学院については，筆者が空き時間に調査票を配布した。回収は2日以内に

行なった。調査票は，（1）サイト利用について選択式・記述式による項目（2）プライベート

機能空間尺度（3）インターネット中毒尺度（4）属性の4分野から構成された。研究2の有効

回答数はC大学の学生とD専門学校の学生を合わせた351名（男性182名，女性169名）であっ

た。C大学については講義中に調査票を配布し，その場で集合調査を実施した。実施日は，

2006年9月26日と10月13日である。D専門学校については研究協力者がチュートリアル中に

配布し，3日以内に回収箱に提出してもらった。調査票は研究1で用いた尺度に一部変更を加

え，新たにGHQ-12を追加した。
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結果と考察 研究1では，47人中サイト書き込み利用者が2名（4.3％），閲覧利用者が8名

（17.0％）であった。次に，「メンタル系サイト」という言葉から連想するものを自由記述で求

め，『こころの悩みや不安などについて双方向の書き込みが特定多数，あるいは，会員制の場

合は会員で行なえるネット上のサイトを指す。なお，これらには，mixi，2chのようなソーシ

ャルサポート的なサイト内での相談も含む』と定義した。そして，事例的検討としてサイト書

き込み利用者の2事例を挙げた。性的な悩みを抱えるEさんは，サイトの利用後の感情を「た

だ苦しいまま」と述べ，心理的利用効果を感じていなかった。一方で，日常的な悩みをサイト

で綴るFさんは，サイト利用後の感情を「自分だと知られたくない悩みだととてもすっきりす

る」と述べ，心理的利用効果を感じていた。よって，利用者の中でも効用差があると思われる。

そこで，サイトの有効性の検討を行うためには，対象集団を増やし，サイト利用者の心理的利

用効果について，さらに検討を進めていきたいと考える。研究2では，351人中サイト書き込

み利用者が46名（14.2％），閲覧利用者が74名（22.8％）であった。そのうち，うつ病などの

精神疾患に関する悩みの利用者は男性7名，女性13名の計20名（6.2％）であり，ソーシャル

サポートサイト内で悩みを綴る利用者が男性15名，女性11名の計26名（8.0％）であった。こ

のサイト利用者の特徴として，電子メール，対面ともに自己開示度の高い者が多かった。自己

開示は精神健康度との間に正の相関があると言われるが（和田，1995），サイト利用者の精神

健康度については，書き込み利用群GHQ尺度得点がcut-off pointを上回り，健康状態が最も悪

いことが示された。また，ネット依存に該当した10名のうち，サイト利用者が7名（書き込み

利用者4名，閲覧利用者3名）で，他の群と比べネット依存度が高いことが示された。さらに

サイトの有効性については，書き込み利用群が最も高く有効性を感じており，閲覧利用群より

サイト利用群が，ソーシャルサポートサイト利用群よりサイト利用群がより高く心理的利用効

果を感じていることが示された。また，書き込み利用群では，女性が心理的利用効果をより高

く感じていた。なお自由記述からも「一人じゃないと思える」といった有効性を感じる回答が

挙がった。また心理的利用効果を感じる者ほど，サイト内での自己開示の頻度，程度が高く，

自己開示後にすっきりとした気持ちになり，他者から理解されたと感じていることが示された。

またプライベート機能空間の「素直なコミュニケーション」をより大切にしていることが示さ

れたが，ネット依存度が高いことも明らかとなった。

この結果より，サイトの利用について有効な面とそうでない面があることが示唆された。主

観的な指標である心理的利用効果は，本人の評価という点において重要である。しかし，精神

健康度の指標からは，書き込み利用者のGHQ得点が最も高く，得点の改善には至っていない。

また，サイトのみ利用し続けることは，ネット上のコミュニケーションへの依存を高めるばか

りでなく，所属していない対人関係を広げる機会や，自分自身が変わろうとする機会を奪うこ

とにつながると考えられる。よって，サイトの利用は，“悩んでいるのは一人じゃない”と思

えるなど，悩みの改善につながるワンステップとして利用し，実際の人と人の関わりにつなが

るような，自己開示の練習の場として利用することが最も有効であると考えられる。

本研究の対象者は限られた受講者であり欠席者は含まれない。また，対象者には心理学科の

学生も含まれたが，一般の学生の中にもサイト利用者がいることが明らかとなった。したがっ

て，本研究の結果は，ネット社会における大学生の精神健康度を考える際に，意義が大きいと

考えられる。
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自我同一性危機と学生相談室の利用希望との関連
――大学生と専門学校生の調査を通して――

05ML60019 村上　桃代
指導教員　池田　政俊

文部科学省のデータおよび国立大学保健管理施設協議会メンタルヘルス特別委員会のデータ

によると，近年，大学生の休学率，退学率，留年率は増加傾向にある。また，厚生労働省の調

査によると，大卒新人離職率は入社3年以内で36.5％であり，増加傾向にある。近年の青年に

対する指摘として，“社会生活や職業生活の前提となる生活習慣や就労意欲が十分でなく，親

への依存から脱却できていない（厚生労働省編，2005）”，“働きかけ力，課題発見力，ストレ

スコントロール力の欠如（経済産業省，2006）”などが挙げられている。

Erikson,E.H.（1964,1968,1982,1986）は，人の生涯にわたる発達過程を提示した。乳児期に

は，基本的信頼とその逆の基本的不信との葛藤から希望を獲得する。幼児期前期には，自律性

とその逆の恥・疑惑との葛藤から意志を獲得する。幼児期後期には，自主性とその逆の罪悪感

との葛藤から目的を獲得する。学童期には，勤勉性とその逆の劣等感との葛藤から適格を獲得

する。青年期には，同一性とその逆の同一性拡散との葛藤から忠誠を獲得する。成人期には，

親密とその逆の孤立との葛藤から愛を獲得する。壮年期には，生殖性とその逆の停滞との葛藤

から世話を獲得する。老年期には，統合とその逆の絶望・嫌悪との葛藤から英知を獲得する。

青年期の発達課題は同一性（identity）である。乳児期から青年期にかけては，自分にとっ

て重要な他者や自分の所属する集団に自分を同一化させる。青年期には，それまでのさまざま

な同一化を主体的に見直し，取捨選択し，統合することによって同一性が形成される。自我同

一性とは，自分が一貫した存在であるという自己意識を持つと同時に，この自分を共同体の一

員として社会の中に位置づけることである。青年期の発達課題である自我同一性が獲得されず，

内的な一貫性を持った主体的な自己意識を定義することができない状態が，青年期の危機であ

る同一性拡散である。同一性拡散の特徴として，自意識の過剰，選択の回避，対人的距離の失

調，時間的展望の拡散，勤勉さの拡散，否定的同一性の選択が挙げられている。

鶴田（1998）は，自我同一性の危機にある学生に対する臨床心理的対応として学生相談の役

割を示し，清野（1983），西村（2002），鵜養（1987）らは，学生が学生相談での面接を重ね，

自我同一性を確立していく過程を報告している。また，小柳（2000）は，学生相談において，

大学生は心理検査の結果に強い関心を示すことや，洞察力があることを述べている。これまで，

大学生を対象に，相談室への利用希望を問う調査研究（伊藤，2006；宮崎・益田・松原，2004）

が実施されているが，学生全体の傾向を捉えたものではない。

138



そこで，本研究では，大学生と専修学校専門課程（以下専門学校）の学生を対象に，自我同

一性の危機状態を捉え，相談室への利用希望との関連を検討し，その結果から，期待される学

生相談のあり方を考察するとともに，複数の大学と専門学校の学生に対して調査を行い，相談

室の利用希望について学生の全体的な傾向を捉えた。

A大学・B大学・C専門学校（衛生関係）・D専門学校（服飾・家政関係）・E専門学校

（教育・社会福祉関係）の学生計754名を対象に質問紙調査を行なった。有効回答者は，大学

生417名，専門学生192名，計609名（男性308名，女性301名，平均年齢20.6歳）であった

（有効回答率80.77％）。質問紙は，フェイスシート，自我同一性の危機状態尺度，カウンセリ

ングに対する態度尺度（久田・山口，1986），相談室に関して問う項目の4つから構成された。

自我同一性の危機状態尺度は，青年期の自我発達上の危機状態尺度（長尾，1989）を著作者の

了承を得て一部語尾を改変したものである。相談室に関して問う項目は，相談室の利用希望を

問う項目（5件法），心理検査，あるいは性格検査の希望を問う項目（5件法），相談室の利用

経験を問う項目（2件法）の3項目とした。

調査の結果，相談室の利用希望の回答は，「ぜひ利用したい」が18名（3.0％），「利用したい」

が107名（17.6％），「どちらともいえない」が331名（54.4％），「利用したくない」が126名

（20.7％），「絶対利用したくない」が27名（4.4％）であった。自我同一性の危機状態尺度の因

子分析を行なった結果，「決断力欠如」「親へのアンビバレンス」「自己開示対象の欠如」「同一

性拡散」「状況の回避」「神経過敏」「疲労感」の7つの因子が抽出された。相談室の利用希望

との関連を検討したところ，「神経過敏」との間に相関（r=.20，p<.01）がみとめられた。相談

室の利用希望を「利用希望あり群」（125名），「どちらともいえない群」（331名），「利用希望

なし群」（153名）の3群に分け，自我同一性の危機状態尺度の平均値の差の検定（分散分析）

を行なったところ，「親へのアンビバレンス」（F（2,606）=4.34，p<.05）「状況の回避」（F

（2,606）=6.16，p<.01）「神経過敏」（F（2,606）=13.02，p<.01）自我同一性の危機状態尺度合計

点（F（2,606）=6.41，p<.01）に有意な差がみられた。また，相談室の利用希望と検査希望との

間に相関（r=.43，p<.01）がみられた。

以上の結果から，自我同一性の危機状態と相談室の利用希望には関連があり，相談室の利用

を希望する学生は，1．親に対する相反する心的傾向，態度，および感情を抱いていること

（親へのアンビバレンス），2．絶望感を抱いていること（状況の回避），3．傷つきやすい状態，

意識過剰（神経過敏）傾向にあることが明らかになった。また，4．相談室の利用を希望する

学生ほど検査を希望することが明らかになった。

このことから，相談室に期待される役割として，1．親から与えられた同一化の見直しと労

働同一性についての治療的洞察，2．自分自身と相手に対する確固とした基本的信頼，3．確固

たる態度であることと同時に寛大であること，4．内省することによる同一性の見直しを考察

した。また，約20％（大学生22.1％，専門学生17.2％）の学生が相談室の利用を希望し，約

67％（大学生63.5％，専門学生75.0％）の学生が検査を希望していることが明らかになった。
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セルフエフィカシーについての質的研究

05ML60020 横田久美子
指導教員　春日　　喬

一般的に，人が抑うつ状態に陥ったときには自己を過小評価し，自分には能力がないと感じ

意欲がわかず無気力であるという傾向が強い（坂野・前田，2002）。そして，抑うつ群の一般

性セルフ・エフィカシーが一般群に比べて有意に低かったという報告がある（坂野・東條，

1986）。現代社会は，ストレス社会と称されている。人は，ストレスフルな出来事に遭遇した

時の対処行動やストレス反応には個人差があり，その個人差には，予期や判断，価値観や信念

といったその人のさまざまな考え方の特徴が影響を及ぼしており，そのなかでもとくにストレ

スと密接に関連しているのは，セルフ・エフィカシーであるといわれている（嶋田，1996）。

企業で働く人々のおよそ6割が何らかのストレスを強く感じているという昨今，職場における

ストレス・マネジメントは必要なものであり，その重要性も高い。職場のストレスを軽減する

ためには当該の問題を解決するために必要とされる対処行動を明らかにし，その行動へのセル

フ・エフィカシーを向上させていくことが重要であると言われているが，職場のストレスには

多くの問題が複雑に関与している事が多く，その人の考え方や振る舞いといった個性の部分も

その複雑さに関わっており，職場におけるストレスにセルフ・エフィカシーがどのように関与

しているのかに関する研究では，個々人の考え方や振る舞いの変容に焦点を当てているものは

少ない。

よって，本研究では，認知トレーニングの介入を用い，セルフ・エフィカシーとストレス度，

および個人の認知パターンの関係について検討および考察し職場における支援のモデルを提示

することを目的とした。

調査対象になった者は，首都圏に勤務するサラリーマンの男女14名であり，質問紙による

事前調査，認知トレーニングの代用であるミーティングの実施，ミーティング実施後のセルフ

モニタリングの記入，質問紙による事後調査を実施した。質問紙の事前・事後調査の結果から

セルフ・エフィカシーとストレス度の特徴からタイプ分けを行い，セルフモニタリングの内容

からデータ分析の対象となったのは7名である。分析は，グランデッド・セオリーアプローチ

（戈木，2005）に沿って行った。

結果の分析にあたっては，個々人がミーティングという環境の中でどの様な対人関係が存在

するのか，また，自己の感情が存在するのかと言う点に視点を置いて分類することが妥当であ

るとし，コーディング結果をまとめて表に示した。また，対人関係および自己感情が時間的経

過に伴って，どの様な推移を示しているのかについて図示した。そして，分析結果から，個人
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の特徴に視点をおいて考察を行った。

考察の第一点目として，セルフ・エフィカシーが向上する個人的特徴として，ミーティング

という環境においてミーティングそのものに視点を置いて臨む姿勢を持ち、物事の捉え方が楽

観的であり，コーピング方略に「相談」を多く用いる者であることが明らかになった

第二点目として，ストレス・マネジメントが有効な個人的特徴として，セルフ・エフィカシ

ーが中程度以上であり、ミーティングにおいて特定な視点を持たないか、あるいは、自己に視

点を置いている者であることが明らかになった。

第三点目として，どの様な個人的特徴にもかかわらず，セルフ・エフィカシー向上とストレ

ス度の軽減に共通して必要なものは，「対人理解」を通した他者および自己の理解と，職場の

人の理解や様々な対処行動を獲得するための「支援関係の確保」が必要であることも明らかと

された。

以上の考察結果から，本研究対象者に対して個人の特徴に合わせた支援モデルを提示できた

事は，本研究に対し一定の意義を見出せた事であると考える。

今後の課題としては，ある程度の長期間に渡り，研究者自身が職場の人々と関わり，統制を

はかった研究により，本研究の結果の信頼性・妥当性を高め，より客観性のあるモデルを提示

する事である。また，本研究で扱ったパーソナリティの種類や見方では不十分な面があるので，

より多方面による多角的な見方も必要である。

141



大学生による両親間の関係の認知と自己愛傾向との関連

05ML60021 吉川　麻里
指導教員　張田　真美

はじめに 近年，子どもを取り巻く環境は急激に変化し，子どもをめぐるさまざまな問題の背

景として，家庭での教育力の低下が指摘され始めた。繁多（1984）によると，子どもは家族か

ら対人関係を学び，それを家族以外の他人と接するときに活用し，社会での人間関係を築くと

言われている。日本においては，母子関係・父子関係のような，直接的な関係の中で生じる影

響を取り上げる研究が多かったが，夫婦間の関係が子どもに影響を与えるという指摘が報告さ

れ始めたことから，子どもが感じ取っている成員間の関係から生じるような間接的影響につい

ても考える必要があると言われている。夫婦関係がどのようなものであるかは，家庭環境の一

部として直接的に子どもの精神的な安定に影響するだけでなく，親自身の養育に関する意識や

行動を促進・阻害し，間接的にも子どもの人格特徴，精神的不健康や問題行動の出現に関わっ

てくるといえる。

本研究では，子どもの人格特徴の一つとして，自己愛傾向を取り上げる。近年では，スチュ

ーデント・アパシーや不登校，対人恐怖や摂食障害など青年期に多く見られる社会的不適応に，

自己愛の問題が関わっていることが指摘されている。このように現代における青年の不適応行

動を検討する上で，自己愛は重要な概念であると考えられる。また，中村（2005）は，自己愛

には自分自身を大切に思うような健全・適応的な側面と，ナルシストに見られるように，自己

顕示的で他者への配慮が欠けるような不健全・不適応的な側面の両面を含んでいると示してい

る。自己愛が高まる要因について，様々な理論が提唱されている中で，そこに家族の問題が関

わっていると考えられる。また，ナルシストと呼ばれる人の多くが，機能不全の家庭に産まれ

るという指摘もある。以上のことからも父母の関係と子どもの自己愛とに関連があることが予

想できる。

目的 本研究では，両親間の関係が間接的に子どもの自己愛形成に影響を及ぼしていると考え，

子どもが認知している両親間の関係と子どもの自己愛傾向との関連性を，自己愛の高まる時期

であると言われている青年期の大学生を対象に質問紙を用いて調査し，以下の仮説を立て，検

討を行った。①両親間の関係の認知は，子どもの自己愛傾向に影響を及ぼしている。②両親間

の関係の認知と，子どもの自己愛傾向との関連は，男女で異なる。

方法 目的にそって，質問紙調査を行った。対象者は，東京都市部の私立大学に通う学生342

名で，有効回答率は96％であった。有効対象者は，327名（男性210名，女性117名）で，平

均年齢19.44歳（SD=1.54）だった。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
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た。回答はいずれも無記名で行われ，実施時間は15分程度だった。質問紙は，父母関係尺度

30項目（「円満」因子，「不和」因子，「葛藤解決」因子），父親・母親との親和性に関する尺度

10項目（「父親との親和性」因子，「母親との親和性」因子），自己愛人格目録短縮版（NPI-S）

30項目（「優越感・有能感」因子，「注目・賞賛欲求」因子，「自己主張性」因子），個人属性を

問うフェイスシートで構成されていた。

結果と考察 相関分析・分散分析・重回帰分析を行った結果，両親の関係の認知と子どもの自

己愛傾向との関連について，（1）両親の仲が良いと認知している者は，親子の仲も良いと感じ，

優越感・有能感が高い，（2）両親のケンカをそれほど深刻でないと認知している者は，親子関

係が良いと感じ，注目欲求が高い，（3）両親の仲は円満だが，ケンカが深刻と感じている者は，

自己愛傾向が高まる，（4）両親のケンカが深刻でないと認知している場合，両親の仲が悪いと

認知している群よりも両親の仲が良いと認知している群の方が自己愛が高くなる。また逆に，

両親の仲が悪いと認知している場合，ケンカが深刻でないと認知している群より，深刻である

と感じている群の方が自己愛が高くなる，（5）両親の仲は良くないが，ケンカは深刻ではなく，

ケンカしても仲直りをすると認知している者は，優越感・有能感が高い，（6）女子学生におい

ては，両親のケンカが深刻でないと認知しているほど，自己主張性が高くなる，ということが

見出せた。これらの結果，（5）以外では，両親間の関係をポジティブに認知していることが，

青年の自己愛傾向に関連していると示唆された。お互いに愛情を持っている両親の姿を見て，

青年は安定した自己意識を保つことができ，自己愛が高まったと考えられる。（5）において，

両親間の関係をネガティブに認知していることが自己愛傾向に関連があるという逆の結果にな

ったことは，中村（2005）で示されるような自己愛の健全・不健全といった二つの側面を反映

しているのではないかと考えられる。

以上の分析結果から，両親間の関係の認知は，子どもの自己愛傾向に様々な形で影響してい

るといえ，仮説①は支持された。さらに，一部の結果においては，男女で異なる結果が示され

た。よって，仮説②も支持されたといえる。

また，今回，両親間の関係の認知が，子どもの自己愛傾向に間接的に及ぼす純粋な影響につ

いて検討するためにも，あえて親子関係の認知も含めて分析したのだが，分析の結果，両親間

の関係の認知のみが，自己愛傾向に影響を及ぼしていることが証明された一方で，両親間の関

係及び親子関係を含めた家族関係の認知が，自己愛形成に影響を及ぼすことがあるということ

も証明された。

課題 本研究では，青年期後期の大学生の認知に着目したが，対象者が一つの私立大学の学生

だけだったということで，現代の青年をどれほど代表しているかは定かではない。また，青年

の認知が当事者である両親の実際の評価とどのように対応しているのかも今後の重要な課題で

あるといえる。よって，子どもの認知についてのより詳細な検討，因果関係を明らかにするた

めの面接調査なども今後検討していくべき課題である。
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過去の食制・食卓状況と後の対人不安との関連について
――家族の凝集性の観点も含めて――

05ML60022 鈴木　麻由
指導教員　元永　拓郎

はじめに 今日，「食」というものが大変注目を集めている。子どもたちに対する食育は，心

身の成長及び人格の形成に大きな影響を及ぼし，生涯にわたって健全な心と身体を培い豊かな

人間性をはぐくんでいく基礎となるものであるとし，平成17年には食育基本法が施行された。

そこで，食卓状況を，家族間のダイナミクスが現れる象徴的な場面とみなすならば，食卓状況

を探ることにより，後の人格形成や対人関係に家族関係が与える影響を探ることも可能だと考

えられる。本研究では，対人的なコミュニケーションの学習の場としての食卓状況の影響とし

て，対人不安の中でも，人格特性としてのシャイネスに注目した。

目的 本研究では，食卓状況を構成している，会話状況，食卓でのしつけ，食事の内容，食事

の環境，などの要因を検討する。そして，食卓状況によって，子ども時代の家族凝集性とどの

ような関連が見られるか検討する。さらに，子ども時代の食卓状況のあり方と，家族凝集性が，

後のシャイネスと関連がみられるかどうか検討することを目的とする。

対象と方法 都内A大学在籍の大学生184名を対象とし，講義時間中に，著者が質問紙を持参

し出向き，一斉に配布・その場で回収した。なお、その際には，過去の状況を質問する項目と

現在の状況を問う質問を混同せぬよう，質問紙の各ページの説明をした。過去を回想して質問

する項目は，自身で作成した食制と食卓状況に関する4件法で回答を求める34項目と，草田ら

（1993）によってFACESⅢを和訳して作成された，「家族機能測定尺度」を用いた。また，全

員がどのような配置で食卓についていたかの図の記入を求めた。現在の状況についての尺度は，

相川（1991）が作成した「特性シャイネス尺度」を用いた。

結果と考察 自身で作成した食制・食卓状況に関する尺度の因子分析を行った結果，18項目で

4因子が採択され，“食卓のマイナスの雰囲気”“食事の貧困”“しつけ体験”“会話の乏しい食

卓”から構成されていることが明らかとなった。まず，過去の食制・食卓状況と，後のシャイ

ネスとの関連を検討するために，食制・食卓状況尺度の4つの下位尺度と，シャイネス尺度の

得点を高いものと低いものに分けたシャイネス高群，シャイネス低群との t検定を行った。結

果，“食卓のマイナスの雰囲気（t（154.76）=3.518 p<.01）”“食事の貧困（t（166）=2.513 p<.05）”“会話

の乏しい食卓（t（156.20）=3.686 p<.01）”という3つの側面で関連がみられた。食卓の雰囲気が悪い

もの，食事の内容が満足のいくものでなかったもの，食卓での会話が盛んではなかったものが，

後のシャイネスが高いという関連がみられたことによって，目的としてあげた，食卓状況とシ
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ャイネスがどのように関連しているかが明らかになった。

家族凝集性と食制・食卓状況との関連と，家族凝集性と後のシャイネスとの関連について検

討するため，家族機能測定尺度の下位尺度である家族凝集性尺度を，凝集性が低い群，中程度

の群，低い群の三群に分けることにより食卓状況尺度と分散分析を行った。その結果，凝集性

が低い群が他の群よりも，“食卓のマイナスの雰囲気” “食事の貧困” “会話の乏しい食卓”

において高かった。したがって，家族の凝集性が悪いほど，食卓の雰囲気がおもわしくないと

感じており，食卓の食事内容に，子どもは満足しておらず，食卓での会話によるコミュニケー

ションが少なく，子どもの自発的な会話も少なかったと考えられる。次に，家族凝集性とシャ

イネスとの関係を検討した。その結果，家族凝集性の3群との比較により，家族凝集性が高い

と，シャイネスが低いことが5％水準で明らかになった。

重回帰分析を行ったことにより，家族凝集性，食卓状況，シャイネスの関係性を検討した。

まず，家族凝集性（β=-.461）が食卓状況の悪さ（R2=.208）に抑制的な影響を与えていたこと

から，家族凝集性は，食卓状況に影響を与えると考えられる。また，食卓状況の中でも，“会

話の乏しい食卓（β=.239）”と“食事の貧困（β=.189）”がシャイネスに影響を与えていたこ

とから，食卓状況の中のある側面が，シャイネスと関連しているということが明らかになった。

シャイネスを従属変数として，家族凝集性と家族適応性を独立変数とした強制投入法の重回帰

分析では，決定係数は低いものの，家族凝集性（β=-.186）がシャイネス（R2=.04）に抑制的

な影響を与えているということが明らかになった。しかし，シャイネスを従属変数として，家

族凝集性，家族適応性に加え，“会話の乏しい食卓”“食事の貧困”を投入して行った重回帰分

析では，家族凝集性（β=-.043 n.s.）からシャイネスへの影響は見られなくなった。したがっ

て，後のシャイネスへの影響としての家族凝集性は，同時に食卓状況を視野に入れることによ

り，食卓状況の潜在的な因子として吸収されてしまうという可能性があると考えられる。

食卓図の詳しい検討は，事例をあげることにより検討することとした。まず，家族凝集性が

低く，食卓状況が悪くシャイネスが高いものを算出したところ，家族関係が良くない事例1と，

母子家庭である事例2が選出された。事例1と事例2は，家族関係から考えると，極端に思わし

くない面がある。家族関係が思わしくない事例において，食卓状況も悪く，後のシャイネスも

高いということは，家族凝集性の低さが食卓状況に悪い影響を与え，その食卓状況の悪さが，

子どもの後の対人関係であるシャイネスに影響を与えている可能性があることを示唆してい

る。また，家族凝集性が高く，食卓状況が良くシャイネスが低い事例を選出したところ，事例

3は，子どもが三人いる家庭であり，事例4は，子どもが一人の3人家族であった。この事例3

と事例4は，家族凝集性の高さが，食卓状況を和やかにしており，子どもが後の対人関係を築

く上で良い影響を与え，後のシャイネスを低くしている可能性を示唆していると考えられる。

今後の課題として，食卓状況は，世代や地域によって差がみられる可能性がある。より多く

の質問で研究を行う必要があろう。また，その差についても，充分検討する必要性があると考

えられる。
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