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2007 年度　大学院臨床心理学専攻
修士論文要旨

学籍番号 氏名 指導教員 修士論文題目
06ML60001 新垣依知子 毛利　伊吹 大学生が抱く親になることへの意識

――子どもとの接触体験および自己受容との関係――
06ML60002 石井　政栄 森脇　愛子 抑うつとネガティブ反すう傾向，ソーシャルサポート及び

友人関係の関連――大学生に対する質問紙調査による検討――
06ML60003 植木　浩子 池田　政俊 統合失調症に対する態度・意識

――社会的距離・イメージ・接触の質・知識を指標として――
06ML60004 大平　　堅 毛利　伊吹 大学生の就業動機に関する研究

――進学動機，生きがい感との関連――
06ML60005 大庭　那子 春日　　喬 幼児を持つ母親の養護性と被養育経験の認知との関連

06ML60006 黒木　文子 池田　政俊 看護学生のパーソナリティ特性とバーンアウト傾向との関連

06ML60007 菊地　　学 春日　　喬 制限時間のある場面での大学生の購買意思決定
――焦り・不安と妥協効果に着目して――

06ML60008 黒木　陽介 張田　真美 中学生の不登校傾向と対人関係認知・ストレス反応との関連
――友人及び教師関係認知の視点から――

06ML60009 坂口　　学 張田　真美 大学生における叱りことばの受けとめ方
――母親に対する養育態度認知との関係を通して――

06ML60010 佐野佳世子 池田　政俊 喫煙行動の心理的維持要因――他の「嗜癖的」行動との
比較による禁断及び負荷がもたらす影響に注目して――

06ML60011 下郷　大輔 春日　　喬 大学生の精神的健康に関する検討
――攻撃性と自己統制感の観点から――

06ML60012 鈴木　康弘 元永　拓郎 大学生における援助希求意識の中学生時代からの変化に関する
研究――変化に関連する要因の検討も含めて――

06ML60014 沼田悠梨子 元永　拓郎 家族の介護への認知に関する研究
――認知症の進行段階および介護経験に着目して――

06ML60015 増田　昇平 池田　政俊 ラポール形成の具体的技法
――身体的模倣の効用――

06ML60016 三浦　香澄 春日　　喬 女子大学生における月経時の感情に関する研究
――関連要因と対処の検討を含めて――

06ML60017 箕輪　　華 春日　　喬 カウンセリング場面におけるラポールの形成過程について
――クライエントの体験に焦点をあてて――

06ML60018 籔内　秀樹 白倉　憲二 中学生の部活動，自己統制と逸脱行動との関係

06ML60019 吉村　佳恵 木原久美子 乳児院における保育の意義
――関与観察データの質的分析――

06ML60020 脇   　貴典 木原久美子 保育者と心理士との協働が保育実践に及ぼす効果
――保育者による巡回相談のふりかえりを通じて――

06ML60021 渡邉ひとみ 元永　拓郎 高齢者のこころの居場所に関する研究
――関連する要因の分析も含めて――
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大学生が抱く親になることへの意識
 ――子どもとの接触体験および自己受容との関係――

06ML60001　新垣依知子
　　　指導教員　毛利　伊吹

問題　近年，母親が抱く育児負担感が高くなっていることが懸念されている（厚生労働省，
2003）。岡本ら（2004）は，現代社会は，将来親となる自分のイメージを描きにくくなっており，
親となる資質を育む心理社会的環境が崩れつつあるのではないかと指摘している。また，山岡

（2002）は，現在の少子化社会では，親は子どもに対して過干渉となり，過剰な期待を抱かざ
るを得なくなること，その結果，親自身も育児負担感を抱きやすいことを明らかにした。
　中嶋ら（2001）は，教育場面において子どもとの接触体験を提供する必要性をあげている。
掛川（1996）は，大学生は子どもをもつことを自己成長のひとつとして捉えている者が多いこ
とを指摘し，山田（1995）は，親になることへのより良い準備状態を形成する要因として，自
己受容をあげている。大学生が親になる可能性をもった準備段階にあるものと捉え，大学生が
抱いている親になることへの意識を検討することから，親になることへの意識を見直す契機と
なればと考える。
目的　本研究では，将来の父母候補である男女大学生の親になることに対する意識の検討をお
こなった。本研究における第 1 の目的は，「自己受容感が高いと，親になることへの意識が高い」
という仮説の検証，第 2 の目的は，子どもとの接触体験の内容によって，親になることへの意
識に差がみられるかを明らかにすること，第 3 の目的は，子どもとの接触体験時に抱く印象に
よって，親になることへの意識に差がみられるかを明らかにすることであった。
方法　A 大学の首都圏近郊キャンパスの男女大学生 270 名（男性 162 名，女性 108 名，平均
年齢＝ 19.6 歳）に対して質問紙調査をおこなった。実施時間は約 15 分，調査時期は，2007 年
10 月 26 日～ 11 月 1 日であり，有効回答率は 82.3％であった。
　質問紙は，対象者の属性に関する質問として，性別，年齢，所属などを尋ねた。子どもをも
つことに対する意識に関する質問として，子どもを欲しいと思ったことがあるか否かを尋ね
た。子どもを欲しいと思ったことがあると回答した対象者には，欲しいと思ったことがある理
由，および，希望する子どもの人数を尋ねた。子どもを欲しいと思ったことがないと回答した
対象者には，欲しいと思ったことがない理由を尋ねた。子どもとの接触体験に関する項目とし
て，学習・ふれあい体験に関する尺度（岡本ら，2004）より，子どもとの接触体験に関する 6
項目を使用した。子どもとの接触体験に関する自由記述として，子どもとの接触体験時に印象
に残ったことを尋ねた。自己受容感に関する項目として，自己受容感尺度（大出ら，1998）18
項目を使用した。
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結果と考察　自己受容感と親になることへの意識との分析から，男女ともに，自己受容感のう
ち「他者への貢献」，「自己への自信」と，親になることへの意識のうち「親になることへの自
己認識」との間に，有意な正の相関が認められた。また，男性においては，親になることへの
意識のうち，「子育てによる社会性の発達」との間においても，有意な正の相関がみられた。
さらに，女性においては，自己受容感のうち「自己への好感・満足」も，親になることへの意
識のうち，「親になることへの自己認識」に関っていることが示された。これらの結果から，「自
己受容感が高いと，親になることへの意識が高い」という仮説は，一部支持されたといえる。
また，男女の特徴として，男性は，他者に貢献しているか否か，および，自分に自信があるか
否かが，「親になることへの自己認識」と関っていることが推察された。女性は，男性の特徴
に加え，自分に満足しているか否かも，「親になることへの自己認識」と関っていることが推
察された。
　子どもとの接触体験の内容と，親になることへの意識との分析から，男性においては，「学
習体験」および「ボランティア体験」の有意な主効果が認められた。女性においては，「学習体験」
の有意な主効果のみが認められた。男女ともに「学習体験」が高いと，親になることへの意識
が高まることが示された。このことから，子どもに関する知識を得ることにより，親になるこ
とへの意識が高まる可能性が示唆された。子どもとの接触体験量が少なくとも，子どもに関す
る知識を得ることによって，親になることへの意識が高まる可能性が示唆された。
　子どもとの接触体験時に抱いた印象と，親になることへの意識との分析から，男女ともに，
子どもとの接触体験時に抱いた印象については，親になることへの意識の有意な主効果は認め
られなかった。しかしながら，親になることへの意識得点としては，「否定的感情」が最も低
いことが示された。
　子どもをもつことに対する意識に関する質問のうち，子どもを欲しいと思った理由，および，
希望する子どもの人数において，男性においてのみ，親になることへの意識との間に，有意な
主効果が認められた。子どもを欲しいと思った理由では，「子供が好きだから」という理由を
選択した男性の方が，「自然なことだと思うから」という理由を選択した男性と比べて，有意
に親になることへの意識が高いことが示された。男性にとっては，子どもをもつことに対する
本人の希望に関らず，子どもをもつことが自然だと考えている可能性が考えられる。また，希
望する子どもの人数では，「3 人」と回答した男性の方が，「わからない」と回答した男性よりも，
有意に親になることへの意識が高いことが示された。これらの結果から，男性がもつ親になる
ことへの意識には，子どもをもつことに対して，積極的，具体的に考えているか否かが関って
いるのではないかと推察される。
課題　本研究の結果から，子どもと直接接触する機会が少なくとも，自己受容や学習体験によっ
て，親になることへの意識が高まる可能性が示された。今後の課題として，子どもとの接触体
験に対する対象者の意欲を考慮に入れること，心理教育における具体的な内容の検討，子ども
との接触体験時に抱いた印象の分類方法の再検討，研究対象者の範囲の拡大があげられる。
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抑うつとネガティブ反すう傾向，ソーシャルサポート及び
友人関係の関連

――大学生に対する質問紙調査による検討――

06ML60002　石井　政栄
指導教員　森脇　愛子

　

問題と目的　うつ病は生涯有病率が約 10％と身近な精神疾患である。特に大学生の抑うつを

扱った研究（阿部・井上・大山，1999）では，軽症のものも含め，6 割以上の学生が抑うつ症

状を呈しているという。この抑うつと関連がある要因としてネガティブ反すう傾向があげられ

る。ネガティブ反すう傾向は様々な抑うつとの関連要因との比較を行った結果，最も抑うつ

と関連がある要因であるということがわかった（伊藤・竹中・上里，2002; 伊藤・竹中・上里，

2005）。しかし，ネガティブ反すう傾向が抑うつと関連が強いことは検討されてきているが，

抑うつと抑制するような要因を含めた検討は少ない。ここでは，抑うつを抑制する要因として

ソーシャルサポートをとりあげた。本研究の第一の目的として，ネガティブ反すう傾向及びソー

シャルサポートと抑うつとの関連を検討することとした。第二の目的としてソーシャルサポー

トと友人関係との関連を検討した。大学生において，友人関係は特に重要な役割を果たすとい

われる。どのような友人関係を築くかによってソーシャルサポートにも違いがみられると考え

られるため、本研究ではソーシャルサポートと友人関係の関連を調べることを目的とした。第

三の目的として，ネガティブ反すうの利点について検討を行った。ネガティブ反すう傾向につ

いては，これまでネガティブな側面に焦点を当てた研究が多かった。しかし，ネガティブな反

すうにはポジティブな側面はないのだろうか。この点については，宮田・坂本・森脇・佐々木・

小堀・坂東・佐藤・丹野（2004）の研究をもとに，ネガティブ反すうの利点について，自由記

述を用いて調べた。

対象と方法　都内私立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

138 名（男性 96 名 , 女性 41 名）であり、平均年齢は 19.39 歳（SD= 1.33）であった。ネガティ

ブ反すう傾向についてはネガティブな反すう尺度（伊藤・上里，2001）を用いた。ソーシャル

サポートはソーシャルサポート尺度（福岡 , 2000）を用いた。友人関係については友人関係尺

度（岡田，1998）を用いた。この尺度は青年期の友人関係の特徴を測定する尺度で、「自己閉鎖」,

「自己防衛」,「友達へのやさしさ」,「群れ」の 4 因子からなる。抑うつについては自己評価式

抑うつ性尺度（Self-Rating Depression Scale 日本語版）（福田・小林 ,1973）を用いた。ネガティ

ブ反すうの利点については、ネガティブ反すう傾向尺度で答えた，「嫌なこと」を考える利点

についての自由記述回答を求めた。
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結果と考察　ネガティブ反すう傾向及びソーシャルサポートを平均値で高低に分けた。それを

もとにネガティブ反すう傾向が高くソーシャルサポートが高い群，ネガティブ反すう傾向が高

くソーシャルサポートが低い群，ネガティブ反すう傾向が低くソーシャルサポートが高い群，

ネガティブ反すう傾向が低くソーシャルサポートが低い群の 4 群に分け，抑うつを従属変数と

した一元配置の分散分析を行った。各群間全てに有意な差は認められなかったものの，ネガティ

ブ反すう傾向が高くソーシャルサポートが低い群が最も抑うつが高かった。そしてネガティブ

反すう傾向が低くソーシャルサポートが高い群が最も抑うつが低いという結果になった。この

ことは，嫌なことを繰り返し考え，かつソーシャルサポートが得られると感じにくい人は抑う

つが高いことを示唆していると考える。そして，嫌なことを繰り返し考える傾向が低くソーシャ

ルサポートが得られると感じやすい人は抑うつが低いのだと考える。

　次にソーシャルサポートと友人関係の関連を検討するため，友人関係の因子である，「自己

閉鎖」，「自己防衛」，「友だちへのやさしさ」，「群れ」の 4 つの変数を独立変数，ソーシャルサポー

トを従属変数とした重回帰分析を行った。その結果，「自己閉鎖」の標準偏回帰係数については，

1％水準の有意な負の値が得られた。「友だちへのやさしさ」の標準偏回帰係数については，5％

水準の有意な正の値が得られた。「群れ」の標準偏回帰係数については，1％水準の有意な正の

値が得られた。「自己防衛」に関しては，ソーシャルサポートとの間に有意な関連は認められ

なかった。以上の結果から友人に自分自身の内面を話し，そして相手を不快にさせないよう配

慮しながら，楽しい友人関係を築こうとすることが，ソーシャルサポートを得ることができる

と感じることにつながる可能性があると考える。

　最後にネガティブな反すうの利点についての自由記述をKJ法により分類した。分類の結果，

「対処」，「自己理解」，「改善」，「失敗防止」，「回避」，「自己変化」，「後悔しないように」，「納得」

「クッション」にわけられた。宮田他（2004）との相違点として「改善」，「後悔しないように」，「納

得」があげられる。これらはネガティブ反すうに特徴的なカテゴリーだと考えられ、このこと

から嫌なことを繰り返し考えることによって，改善点を見つけることが出来ると考えられてい

る可能性がある。また嫌なことを繰り返し考えることは，後悔のないように出来，そして納得

できるという側面もあるのかもしれない。

　本研究では横断的調査を用いて検討を行った。今後は，因果関係に踏み込んだ検討やより縦

断的な方法を用いることなども必要であろう。また，ネガティブ反すう傾向の利点については

自由記述調査を用いて検討した探索的な研究であったといえる。今後は，より実証的な検討を

行うことも必要だろう。
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統合失調症に対する態度・意識
――社会的距離・イメージ・接触の質・知識を指標として――

06ML60003　植木　浩子
　　　指導教員　池田　政俊

＜問題と目的＞　精神障害者に対するスティグマの問題は，今日，深刻な社会問題であり，こ
れまで多くの研究がなされているが，その多くは精神障害者への偏見や態度の測定法として社
会的距離尺度を使用している。社会的距離尺度法は，精神障害者を所属集団の構成メンバー
として受け入れるかどうかを，現実レベルで捉えることを目指したものであり，実際的な精
神障害者への対応をよく反映する手法と考えられている（大島・山崎・中村・小沢，1989）。
精神障害者に対する偏見に関連する変数として多くの研究で用いられているのが，精神障害
者との接触体験である。障害者との接触体験は受容的態度において大きく影響している（豊
村，2004）が，受身的経験では社会的距離は近くないこと，そして過去経験の有無よりむしろ
過去経験の種類が社会的距離やイメージに影響を及ぼすことも指摘されている（山口・吉武，
2005）。接触の質や接触体験に対する感じ方の違いにより，精神障害者への態度が異なる可能
性がある。また，接触体験だけでなく専攻やボランティア経験など障害者に対する知識や興味・
関心が態度に影響を及ぼす要因としてあげられている。そもそも，“精神障害”と言っても
その定義は曖昧であり，疾患名が態度との関連要因の一つであると考えられることから，“精
神障害”ではなく疾患名など的を絞った研究が必要であると考える。そこで，精神障害者に
対する態度，特に統合失調症に関しては他の疾患に比べて未だに偏見が根強く残っており， 多
くの研究で取り上げられていることや，呼称変更されて日が浅いことも踏まえて，統合失調症
に焦点を当て，態度・意識として社会的距離尺度を用いて検討することを目的とした。その際
に自発的な接触経験・非自発的な接触経験という接触経験の質や，精神疾患への知識の影響を
含めて検討し，また，統合失調症の名称に対するイメージも合わせて調査を行った。
＜対象と方法＞　調査対象者は，都内にある A 大学の学生 1 年生から 4 年生及び福祉系の専
門学校である B 専門学校（大学卒業後の資格取得のための学校）の学生 1 年生の計 405 名。
そのうち 384 名が有効回答者となった。調査は各講義にて，集団調査形式による個別自記入式
の質問紙調査を実施した。質問紙回収後に，質問紙内に行われた知識を問うテストの解答を配
布し，統合失調症に関する概要などを口頭または文書にて説明した。質問紙は①フェイスシー
ト，②統合失調症の名称に対するイメージ SD 法（石毛・林，2000），③精神医学，統合失調
症に関する知識を問うテスト（前田・落合・連理・淡河・向笠，1992 より一部），④「統合失
調症」に対する態度尺度（AMD：東口・森河・中川，1997，SDSJ：牧田，2006），Lie 尺度（北
村・鈴木，1986 より一部）から構成されている。
＜結果と考察＞　SD 法を用いた統合失調症の名称に対するイメージにおいて，統合失調症を
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知っている者は“社会的評価”，“疾患の重篤さ”，“活動性”の 3 因子が抽出され，統
合失調症を知らない者は“危険性の認識”，“性格”，“行動性”の 3 因子が抽出された。
このように，統合失調症を知っている者と知らない者では統合失調症の名称に対するイメージ
の捉え方が違うことが分かる。それらを踏まえると，統合失調症を知っている者は統合失調症
の名称のイメージとして“社会的評価”や“疾患の重篤さ”など，その疾患の社会的な位
置づけを表すような客観的な捉え方をしている。一方，統合失調症を知らない者は，“関係性”
や“性格”など疾患というよりは対自分のような患者との対人関係を考えているような捉え
方をしている。また，各群を項目別にみても，全体的にネガティブな形容詞の方へ傾いている
ために，統合失調症を知っていても知らなくても「統合失調症」の名称はネガティブなイメー
ジをもっていることがわかった。
　統合失調症への態度を測定した 2 つの尺度をそれぞれ因子分析した結果，AMD 尺度は“抽
象的な社会的距離”，“イメージ”の 2 つの因子が抽出され，SDSJ は“具体的な社会的距
離”の 1 つの因子が抽出された。それらの因子と接触経験（自発的接触群・非自発的接触群・
接触なし群）・知識（知識高群・知識低群）を指標として 2 要因の分散分析を行った。その際に，
接触経験の状況として，初めての接触経験時と一番多く行われた接触経験の 2 つの接触経験の
状況を分けて分析した。その結果，“抽象的な社会的距離”尺度において，知識と接触経験
それぞれに主効果が有意であった。多重比較の結果，自発的・非自発的接触経験問わず，初め
ての接触経験があれば接触経験なし群に比べて“抽象的な社会的距離”尺度の得点が低い，
すなわち社会的距離が小さいことがわかった。また，自発的な接触経験が多い方が，非自発的
な接触経験が多い場合や接触経験がない場合よりも社会的距離が小さいこともわかった。知識
に関しては知識高群の方が知識低群より社会的距離が小さいことがわかった。“イメージ”
尺度においては，接触経験と知識の交互作用がみられた。知識量の多い場合では，接触経験の
有無によってイメージに影響していることがわかった。つまり，知識量が多い場合は，接触経
験があれば，接触経験がない場合よりも肯定的なイメージや感情・評価を持っており，なおか
つ自発的な接触経験が多い場合は接触経験がない場合に比べて肯定的なイメージを持つことと
関連していることがわかった。また，初めての接触経験が非自発的に行われた場合には，知識
量が多いとイメージが肯定的であることがわかった。知識量が多いことと自発的な接触経験が
多いことは，肯定的なイメージや感情・評価を持つことと関連することがわかった。“具体
的な社会的距離”尺度に関しては，項目別に見ると有意差があるものもあるが，尺度全体と
して大きな有意差はみられなかった。これは“抽象的な社会的距離”尺度と比べ“具体的
な社会的距離”尺度の項目内容が断定的・具体的な表現のためであると考えられる。
　自発的な接触経験を多く重ね，なおかつ知識量を増やしていくことは，統合失調症を患った
人との社会的距離が小さいことと，統合失調症を患った人に対する肯定的なイメージや感情・
評価を持つことに関連があると考えられる。しかしながら，統合失調症との社会的距離がもと
もと小さい人が接触経験を多くしていき，知識を得ようとした結果とも考えられる。どちらの
場合でも統合失調症への態度と接触経験の質的側面・量的側面に加え，知識量は関連があるこ
とが示唆された。今後の研究として，それらの因果関係の検討が必要である。
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大学生の就業動機に関する研究
――進学動機，生きがい感との関連――

06ML60004　大平　　堅
指導教員　毛利　伊吹

　

問題　経済産業省の 2006 年企業活動基本調査によると企業の利益は大幅に増加しているとい
う。企業で働いている人たちの労働環境は著しく変化し，終身雇用制度を採用している企業は
ほとんどなくなり，給与体系も年功序列制度から成果主義制度へと移行し，仕事では以前より
も成果が求められ，効率やマネジメント能力が必須となっている。一方，このような社会・経
済構造の変化がみられる現代において大学生は卒業後の進路で「働く」ということ，特に就職
を選択した場合，どのように考えているのであろうか。大学生の職業選択についてSuper（1957）
によれば，青年期にあたる大学生は職業的発達段階において探索段階の後期に位置づけられて
いる。この職業選択について，見通しがなく取り組めない大学生の問題があるとする研究もあ
る（下山，1986；下村・木村，1994）。また宇田（1995）はアルバイトの経験が大学生の職業
観や就職活動に影響を及ぼすことがあるとしている。加えて，大学生である彼らが職業を選択
する際の動機は何によって決定しているのかという問題もあり，安達（1998；2001）は職業を
選択する際の動機に着目し，就業動機という概念を用いて大学生が将来の仕事場面に対しても
つ動機の研究を行なっている。また近年，少子化に伴う大学全入時代とされ，誰もが大学へ入
学可能な状況にある。そのような中で若年者が何のために大学へ進学するのかという目的や動
機，大学生の生きがい感も将来の自分の進路，特に就職を考える上で必要になってくるのでは
ないかと考えられる。以上のように，大学生が卒業後の進路について「働く」ことを選択した
場合，様々な問題があることが予測される。そこで，本研究では職業を選択する際の動機に着
目して，大学生が将来の仕事場面に対してもつ動機，大学へ進学する動機，大学生の生きがい
感について検討していく。
目的　本研究では，就業動機に着目し，この就業動機が大学へ進学した動機と大学生の生きが
い感との間に関連があるのか，また大学生が選択した卒業後の進路において，将来自分のやり
たい夢や希望があるのかを調査し，その夢や希望の有無により就業動機に相違があるのかも合
わせて検証する。加えて大学生のアルバイトの経験も調査することで，就業動機との関連をも
検証する。
方法　本研究では質問紙による調査を東京郊外にある総合 A 大学で行い，心理学の講義を履
修している学生と就職相談窓口に訪れた学生の 2 通りの方法で配布し実施した。用いた尺度は
以下の 3 つである。①就業動機：安達（1998；2001）が作成した就業動機尺度（下位尺度：自
己向上志向・対人志向・上位志向）を用いた。大学生の将来の仕事場面に対してもつ動機を測
る尺度である。②進学動機：栗山・上市・齊藤・楠見（2001）が作成した進学動機尺度（下位
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尺度：社会的地位，得意分野，無目的・漠然，資格・専門，エンジョイ）を用いた。大学への
進学動機を測るものである。③生きがい感：近藤・鎌田（1998）が作成した生きがい感スケー
ル（下位尺度：現状満足感，人生享楽，存在価値，意欲）を用いることにした。この尺度は現
代大学生の生きがい感を測定する尺度である。またフェイスシートで所属学部，学科，学年な
どを求め，アルバイトの経験の有無，大学卒業後の進路先及び進路先での将来やってみたい夢
や希望の有無と内容は自由記述形式で尋ねた。
結果　有効回答者は心理学の講義を履修している学生では 120 人で，就職相談窓口に訪れた学
生では 22 人であった。回答が得られた学生の属性を判断し，結果の解析は心理学の講義を履
修している学生を対象とした。アルバイト経験の有無では，「ある」が 93 人，「ない」が 27 人
であった。卒業後の進路先での将来の夢や希望が「ある」が 84 人，「ない」が 36 人であった。
自由記述で夢や希望が「ある」は地域貢献・自己研鑽・生活志向・マイペース・収入・目的志
向の 6 つのカテゴリに，「ない」は未定の 1 つに分類された。就業動機と進学動機，生きがい
感の下位尺度で相関を算出したところ，就業動機と進学動機，生きがい感で正の相関が認めら
れた。卒業後の進路先での夢や希望の「ある」・「ない」で就業動機の下位尺度と平均値の相違
をみたところ平均値間に有意な差が認められ，夢や希望がある学生がない学生よりも平均得点
が高かった。アルバイト経験の有無と就業動機の下位尺度でと平均値の相違をみたところ，平
均値間に有意な差は認められず，アルバイト経験のある学生とない学生とでは平均得点に差は
なかった。
考察　就業動機と生きがい感については，対人志向が高いほど生きがい感を強く感じている。
すなわち人間関係を重視していると考えられる。自己向上志向が高いほど生きがい感の存在価
値，意欲を強く感じている。上位志向が高いほど生きがい感の存在価値，意欲を強く感じてい
る。就業動機と進学動機については，自己向上志向が高いほど無目的・漠然ではなく進学動機
の得意分野，資格・専門，エンジョイを強く考えている。上位志向が高いほど進学動機の社会
的地位，得意分野，資格・専門，エンジョイを強く考えている。対人志向が高いほど進学動機
の得意分野，エンジョイを強く考えている。卒業後の進路先での夢や希望の「ある・ない」で
の自由記述から「ある」学生はかなり具体的に夢や希望を回答している。これは将来のビジョ
ンに対する意識の相違が就業動機との平均値間に有意な差をもたらしたものと予想される。「な
い」と回答した学生は学生生活を送る中で次第に卒業後の進路も明確になり，進路先での将来
の夢や希望が決まってくる可能性もあると考えられる。アルバイト経験の有無と就業動機の相
違については大学生のアルバイトに対する考え方や職業に対する意識の変化が影響しているこ
とが予想される。将来自分の希望する職種へ就くことができるための支援や現代の大学生への
かかわり方を含めた就職に対する包括的な対応と青年期である大学生の心理的発達を促すため
には，以下のことを今後検討していく必要があると考えられる。第 1 に将来の人生設計を含め
た心理的教育であり，第 2 に就職相談ができる部署の活用である。本研究では調査を実施した
大学が 1 校のみで，調査結果も特定の大学であったことであり，一般化には慎重を要する。ま
た調査の実施方法や学年の対象にも偏りがあった。本研究の目的の精度をあげるためには，今
後，複数の大学・調査対象の精査をすることで，さらに検証していくことが望まれる。
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幼児を持つ母親の養護性と被養育経験の認知との関連

06ML60005　大庭　那子
　　　指導教員　春日　　喬

＜はじめに＞　岡野（2000）は，育児をする上で子どもに対する理解があれば，母親の養護性
が高いと述べている。そして、子どもに対する理解を深めるための方法として， 自己の子ども
期を回想させることで自分の子どもの洞察を促すことを目的に，母親に自己の子ども時代の中
でも嬉しかったエピソードを回想させている。岡野（2000）の研究では，母親自身の子ども期
の捉え方が良くない場合，母親に自己の子ども期を回想させることが子どもの理解に繋がらな
いことも示されている。つまり，子育てをする上で重要だと考えられている養護性を高めるた
めに，自己の子ども時代の捉え方が多分に影響していると指摘されている。
＜目的＞　本研究では，母親の自己の子ども期の捉え方，つまり被養育経験の認知と，養護性
の関連を検証するとともに，母親が自分の被養育経験をどのように認知しているかという観点
から，養護性を高めるための関わりを検討することを目的とした。養護性とは Fogel，A. と
Melson，G.F.（1986）の「相手の健全な発達を促進するための共感性と技能（マカルビン美鈴
訳，1989）」という定義に則って、調査を行った。仮説として①被養育経験をポジティブに捉
えている人は，被養育経験をネガティブに捉えている人より，母親からの情緒的あたたかみを
認知し，母親からの拒絶を認知していない②母親が自分を拒絶していたと認知していないほど
養護性が高い③母親が自分に情緒的あたたかみを持っていたと認知しているほど養護性が高い
の 3 点を検証した。
＜対象と方法＞　2007 年 10 月下旬～ 11 月上旬にかけて質問紙調査を，2007 年 11 月下旬に半
構造化面接を実施した。質問紙調査は，東京都近隣にある私立幼稚園に子どもを通わせている，
幼児（3 ～ 6 歳）を持つ母親を対象とした。有効回答者数は 87 名（有効回答率 97.75％）で，
平均年齢は 37.53 歳（27 ～ 45 歳）であった。また，東京都近隣にある青少年教育相談センター
で親面接を担当している相談員（34 歳）を対象に，半構造化面接を行い、母親の養護性を高
めるためのかかわりを検討した。
　質問紙の構成は，（1）「養護性尺度」，（2）「EMBU 尺度（養育体験認知に関する自己記入式
調査票）」日本語版，（3）子どもの頃のこと（家族構成，誰に育てられたと感じているか，養
育体験をポジティブ・ネガティブのどちらと捉えているか）について，（4）現在のこと（家族
構成，育児が母親から受けたものと似ていると感じるかどうか）について，（5）質問紙を受け
て感じたことの自由記述であった。
＜結果と考察＞　「EMBU 尺度（養育体験認知に関する自己記入式調査票）」日本語版は修正
したため，全ての項目を用いて因子分析（主因子法・promax 回転）を行なった。その結果，「情
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緒的あたたかみの認知因子」「親の拒絶の認知因子」「親の拒絶に対する反感因子」「親の要求
に対する拒否因子」の 4 因子が抽出された。
　母親が自分の被養育経験をポジティブ，ネガティブのどちらと認知しているかのそれぞれに
ついて，EMBU 尺度の各因子の得点を算出し，t 検定による平均値の差の検定を行った。また
EMBU 尺度の各因子の合計点と平均点，SD（標準偏差）を算出し，平均点＋ 0.5SD より高い
得点を上位群，平均点－ 0.5SD より低い得点を下位群とした。
　そして，EMBU 尺度の各因子の上位群・下位群それぞれについて，養護性尺度の各因子の
得点を算出し，t 検定による平均値の差の検定を行った。
　検定の結果、母親が自分を拒絶していなかったと感じ，母親に反感を持っていなかった人ほ
ど，母親としての役割を受容していること（t（36.16）＝ 3.22, p<.01），また母親が自分に情緒
的あたたかみを持っていたと認知している人ほど，子どもをうまく扱える自信が高く（t（44.61）
＝ 2.01, p<.05），赤ちゃんや子どもへの興味が高い傾向がある（t（41.79）＝ 2.01, p<.10）こと
が明らかとなった。
　従って，母親の被養育経験の認知が母親の養護性に関連していることが示唆され，母親が自
分に情緒的あたたかみを持っていた，母親が自分を拒絶していなかったと認知し，自分の母親
に反感を持っていないほど養護性は高いことから，被養育経験を認知するように働きかけるこ
とで，養護性を高めていくことができると考えられる。
　また，被養育経験の認知をポジティブと捉えている人は，母親からの情緒的あたたかみを認
知し，母親が自分のことを拒絶していると認知したり，母親が自分に要求してくることに拒否
的な感情を持っていないことも示唆された。
　よって、自己の子ども期を良いものと捉えていない母親には，「自分の母親が自分に情緒的
あたたかみを持っていた」，「自分の母親が自分を拒絶していなかった，その母親に対して反感
を持っていない」と認知させるように働きかけることで，母親は自己の子ども期をポジティブ
なものと捉えられるようになり、母親は自己の子ども期の嬉しかったエピソードを回想して子
どもを理解することにより，母親の養護性を高めることに繋がると考えられた。
　また，相談員との半構造化面接からは母親に自己の子ども期を思い返させることで子どもへ
の理解を促し，母親の養護性を高めていこうと働きかけていることが示唆され，母親の自己の
子ども期を回想させて子どもへの理解を深めることは，母親の養護性を高めるアプローチとし
て有効で，被養育経験の認知に働きかけることが育児臨床的に意義があると考えられる。
　今後は母親が自分の被養育経験の認知には何が影響しているのか，母親の被養育経験の認知
はどのように育児に反映していくかと言う点も含めて更に検討していく必要がある。
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看護学生のパーソナリティ特性とバーンアウト傾向との関連

06ML60006　黒木　文子
　指導教員　池田　政俊

はじめに　筆者が看護師・保健師として心療内科のクリニックに勤め始めて 3 年半余になるが，
通院している患者をみていて，想像以上に看護師が多いという印象を受けている。看護師の業
務内容や勤務体制が過酷であることは，自身も病棟に勤めた経験があることから容易に想像が
つく。また，近年の医学・医療の進歩により，看護師に求められるニーズもより多様化，高度
化していると考えられ，主に環境要因によって看護師がバーンアウトし，通院につながってい
るのだろうと当初は考えていた。しかし，控える問題を「生物・心理・社会モデル」や「脆弱
性－ストレスモデル」で考える昨今の観点からすると，バーンアウトには，単に環境要因のみ
が関係しているのではなく，その背景には，パーソナリティなど，個人的な要因も関係してい
るのではないかと感じるようになった。そして，もしそうであるならば，看護師を目指す者の
パーソナリティ特性とバーンアウト傾向との関連性を検討することで，看護学生のうちから，
バーンアウト予防のためのカリキュラムや相談体制を構築する可能性が開けるのではないかと
考えた次第である。
目的　本研究においては，看護学生を対象とし，バーンアウト傾向と関連があると考えられる
いくつかのパーソナリティ特性に着目する。そして，それらのパーソナリティ特性とバーンア
ウト傾向との関連と共に，看護学生のストレス負荷となり得る，勉強や実習等による拘束時間
といった環境要因とバーンアウト傾向との関連を検討する。それにより，看護学生のバーンア
ウト傾向がどの程度パーソナリティ特性によって説明されるか，また，一般の学生と比較して
パーソナリティ特性やバーンアウト傾向に違いがあるのかを明らかにし，看護学生のバーンア
ウト予防策構築のための一助となることを目的とする。仮説として以下の二つを挙げ，検証し
た。
仮説 1：看護学生においては，勉強や実習等による拘束時間が長いほどバーンアウト傾向が高
い。
仮説 2：看護学生においては，勉強や実習等による拘束時間の長さに関係なく，パーソナリティ
特性の違いによってバーンアウト傾向が異なる。
方法　Ａ大学の学部生とＢ大学医学部看護学科の学生を対象に質問紙調査を行なった。Ａ大学
においては，全配布数 226 名，有効回答者は 217 名（有効回答率 98.6％）であり，Ｂ大学にお
いては，全配布数 122 名，有効回答者は 114 名（有効回答率 98.3％）であった。質問紙の構成
は，個人属性 14 項目，併存的妥当性を検討するための間隔尺度 3 項目，自虐性尺度 27 項目，
STAI 日本版の特性不安尺度 20 項目，10PestT（Ten Personality Styles）の強迫性尺度 10 項目，
バーンアウト傾向尺度 17 項目であった。
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結果と考察　勉強や実習等による拘束時間の高低と，自虐性，特性不安，強迫性のそれぞれの
パーソナリティ特性の高低を要因とする二要因の分散分析を行なった結果，拘束時間とバーン
アウト傾向との関連は見出されなかった。したがって，本研究において仮説1は支持されなかっ
た。仮説 2 である「看護学生においては，勉強や実習等による拘束時間の長さに関係なく，パー
ソナリティ特性の違いによってバーンアウト傾向が異なる」については，前述の分散分析の結
果と，パーソナリティ特性に関する各下位尺度を独立変数，バーンアウト傾向尺度の各下位尺
度を従属変数として行なった重回帰分析の結果により支持された。自虐性，特性不安，強迫性
が高いほど心身消耗感が強く，自虐性，特性不安が高いほど個人的達成感が低かった。さらに，
非主張的態度と特性不安は，心身消耗感と個人的達成感に共に影響を及ぼしていることが示唆
された。そして，特性不安は心身消耗感に最も強い効果を示し，非主張的態度は個人的達成感
に最も強い負の効果を示した。なお，看護学生群と一般学生群でパーソナリティ特性を比較し
たときに，看護学生群では自虐性のうち，服従的態度で一般学生群に比べて有意に高く，強迫
性に関しては，逆に一般学生群の方が看護学生群に比べて有意に高いという結果であった。看
護職を目指す学生の段階から，自分よりもまず相手を尊重する姿勢が，一般学生よりも高いこ
とが示唆された。
　本研究において，非主張的態度と特性不安がバーンアウト傾向に影響を及ぼしていることが
示唆されたことから，看護学生に指導する際，それらのパーソナリティ特性を予め考慮に入れ
た上で指導することも必要であると考えられる。また，非主張的な者，あるいは特性不安の高
い者というのは，自分の中に抱え込みやすい傾向にあると考えられ，周囲の者が気づいた時に
は既に疲弊してしまっていることも多いと思われる。そして，そもそも，バーンアウトしてか
ら介入するのでは，回復までに長い時間を有することも多いため，バーンアウトを未然に防ぐ
ことが何より重要である。そのためには，他者からの介入よりもまず“個々人が自分自身の
パーソナリティ特性やバーンアウト傾向について知覚しておく”ということが重要な視点で
あると考えられる。自分自身が，バーンアウトと関連のあるパーソナリティ傾向が高いのか否
か，そして，そのようなパーソナリティ傾向が高いと，どのような認知・行動パターンに陥り
やすいのか，ということについて客観的に把握する機会をもつことは，バーンアウトを予防す
ることにつながるだけでなく，自分自身のパーソナリティ特性を活かして活躍することにもつ
ながり得ると考えられる。
　看護教育においては，看護者としての資質について問われることはあっても，看護者自身の
セルフケア的な側面については，まだあまり重要視されていないように思われる。本研究で着
目した，自虐性，特性不安，強迫性といったパーソナリティ特性は，ある意味どれも看護者の
資質として必要な側面でもあると思われる。しかし，それらの傾向が強いとき，自らの心身の
健康を脅かすことがあり得るということをも知っておくことが必要である。 すなわち，学生の
うちから，自分自身のパーソナリティ傾向や，今後自分自身に起こり得る問題について認識し，
対処法を身に着けておくことが重要であり，カリキュラムの中に，そのような機会を組み込ん
でいくことが必要であると考えられる。
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制限時間のある場面での大学生の購買意思決定
――焦り・不安と妥協効果に着目して――

06ML60007　菊地　　学
　　　指導教員　春日　　喬

問題　人は，日常生活において多数の選択肢から 1 つを選択するという意思決定を行っている。
竹村（1996）によれば，意思決定とは，一群の選択肢の中からある選択肢を採択すること，す
なわち，行為の選択である。そして，特定の商品カテゴリーから 1 つの商品を選んで購入する
購買意思決定の場合，2 つの問題が存在する。第 1 は，どの側面に注目して商品を選択するか
という商品属性の問題であり，第 2 は，選択肢となる商品の数である。こうした問題設定を，
多属性 - 多肢選択意思決定と呼ぶ（都築・松井・木村，2006）。
　また，多属性 - 多肢選択意思決定において，人は文脈効果（バイアス）を受けること
が知られている。2 属性 3 選択意思決定（第 1 の選択肢を Target，以下 T と第 2 の選択
肢 Competitor，以下 C とする）において，第 3 の選択肢が 2 属性両方において T より
もやや劣る（期待効用が総体としてやや低い）なら，T の選好比率が増加する魅力効果

（Huber,Payne,&Puto,1982）や第 3 の選択肢が 2 属性において，T と C の中間に位置するなら
ば（総体的な期待効用は，3選択肢とも等しい），第3の選択肢の比率が3つの中で最も高くなり，
T と C の選択比率が減少する現象をさす妥協効果（Simonson,1989）などが文脈効果の 1 つで
ある。期待効用の視点から考えた場合，選択比率を変化させる文脈効果は非合理的な選択現象
である。
　しかし，Dhar,Nowlis,& Sherman（2000）の研究では，制限時間を設けることで妥協効果が
減少することが示された。つまり，合理的判断をすると考えられる。このことは，時間的な圧
力（Time Pressure）が焦りや不安となり，影響しているのではないかと考えた。以上のこと
から，都築・松井（2006）の研究を参考に 2 点の仮説を立て，一連の研究を行った。
　＜仮説 1 ＞ T・C・第 3 の選択肢を作成し，2 属性 3 選択意思決定課題において制限時間を
設けることは，時間的な圧力となり妥協効果を低減させる。
　＜仮説 2 ＞不安が高い人は，2 属性 3 選択の場面において妥協効果が低減する。
目的　多属性 - 多肢選択意思決定課題における選択のバイアスを，焦りや不安といった視点か
ら調査・実験し，仮説を検証することを目的とした。
方法　＜予備調査＞実験に使用する商品選択項目を作成するため，大学生が現在欲しいと考え
ている商品を抽出することを目的とし，東京郊外にある総合大学に通う大学生計 91 名（男性
58 名女性 33 名，平均年齢 20.0 歳）に対し，自由記述形式の質問紙調査を実施した。その結果
を元に大学生が欲しいと答えた商品カテゴリーのなかから 22 個の商品カテゴリーについて，
その特性を抽出することを目的とした予備調査を行った。東京郊外にある総合大学に通う大学
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生，大学院生計 38 名（男性 15 名女性 23 名，平均年齢 25.7 歳）に質問紙調査で行った。その
結果から実験刺激を作成した。
＜予備実験＞制限時間表示及び教示の内容の差異による焦り，不安の感じ方の違いを調べるこ
とを目的とした実験を東京郊外にある総合大学の大学生，大学院生の計 10 名（男性 4 名女性
6 名，平均年齢 26.8 歳）に対して行った。実験はパソコンを使用した簡単な作業を行うもので，
作業中の制限時間と作業前の教示の違いを独立変数とし，焦りを感じたか，不安の感じたかを
10 段階で評価したものを従属変数として行った。結果，制限時間を 7 秒に設定し，「制限時間
を越えてしまうと最初からやり直しになります」と教示された場合と，制限時間はなく「やり
直し」の教示をされなかった場合とで有意な差があることが判明した。
＜本実験＞予備調査，予備実験の結果を元に，仮説を検証する 2 属性 3 選択意思決定課題の実
験を行った。被験者は東京郊外にある総合大学に通う大学生及び大学院生の計 36 名（男性 13
名女性 23 名，平均年齢 25.0 歳）で，STAI の日本語版（大学生用）（清水・今栄，1981）の状
態不安及び特性不安の質問紙を行った後，パソコンに表示される 3 つの商品から 1 つを選択す
る課題を行った。実験計画は，制限時間の有無，文脈効果の違いそれぞれを被験者間で行うも
のであった。
結果　選択肢 T の選択率を利用し，制限時間のあり・なしと魅力効果状況・妥協効果状況で
分けられた 2 × 2 の 4 群において，対応のない分散分析を行った。その結果，制限時間の有
無と文脈効果の違いに交互作用が見られた（F（1,32）=11.50 p<.01）。単純主効果を調べたと
ころ，妥協効果状況で制限時間あり群と制限時間なし群に有意な差があった（F（1,32）=12.74 
p<.01）。制限時間がある状況では妥協効果は低下するという Dhar et al.（2000）の研究と同様
の結果となり，仮説 1 を支持した。妥協効果状況での第 3 の選択肢の選択率を従属変数とし，
制限時間の有無と不安の高低で分けた 2 × 2 の 4 群の分散分析の結果，制限時間の主効果のみ
が見られた。この結果は，仮説 2 を支持しないものとなった。
考察　結果から，不安の程度が多属性 - 多肢選択意思決定課題において影響しない可能性が示
唆された。このことは，制限時間のような短時間の焦りや不安などのストレス状況と，STAI
によって測定された不安は異なることを示すのみで，他の不安尺度では結果は異なる可能性を
残している。特に，STAI の特性不安は，脅威として受けとられた事態に対し，状態不安の強
度の上昇を伴って反応する傾向の個体差（古賀，1980）であり，現在の状況としての不安では
ない。今回の研究で扱った制限時間による焦り，不安とは測定しているものが異なると考えら
れる。よって，不安の程度と多属性 - 多肢選択意思決定課題との関係については，不安の尺度
を変更するなど，今後さらに研究を進め結論を出すことが必要であると判断した。ただし，今
回の研究では，被験者数が少ないという問題もあるため，被験者数も考慮に入れた研究が必要
である。 Zakay（1985）は対象を看護学生に，そして実験刺激を患者と設定し実験を行っている。
同様に被験者や実験刺激を変更し，臨床的な実験を行うことは可能である。そして，基礎的な
実験だけでなく，臨床場面での実験を行っていくことが新たな知見を得るために必要であると
考えられる。
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中学生の不登校傾向と対人関係認知・ストレス反応との関連
――友人及び教師関係認知の視点から――

06ML60008　黒木　陽介
　　　指導教員　張田　真美

はじめに　中学生の不登校による長期欠席者は平成 13 年度をピークとし，その後減少傾向に
ある。しかし，相談室や保健室での別室登校や適応指導教室とフリースクールの通所など，不
登校の多様化を考慮すれば，それらが不登校生徒の減少に影響を及ぼしていると考えられ，本
当の意味での減少とはなっていないと思われる。一方で，「不登校は，特定の子どもに特有な
問題があることによって起こるという固定的な概念でとらえるのではなく，どの子どもにも起
こりうるもの」という指摘や，登校はしているが登校に苦痛・困難を感じている生徒や欠席願
望が高い不登校傾向と呼ばれる生徒が多数いるという指摘がある。このような指摘からも，不
登校の問題は，実際に登校している生徒に対して検討することにも意義があると考えられる。
不登校の要因としては，学校環境における人間関係上の問題（主に生徒・教師との関係）が全
体の半数以上を占めている。そのため，中学生の対人関係認知の特徴や，そこから影響を受け
ると思われるストレス反応の特徴と不登校傾向とに，どのような関連があるのかを把握するこ
とが重要となってくる。しかし，多様な不登校傾向を示す中学生と対人関係認知の特徴がどの
ように関連しているかを検討しているものはない。
目的　本研究では，中学生の不登校傾向のタイプと対人関係の認知の特徴・ストレス反応との
関連について検討する。なかでも，中学生の対人関係，主に不登校の要因として高かった友人
関係と教師関係に注目し，中学生の友人関係認知・教師関係認知の特徴により，不登校傾向の
タイプにどのような相違が見られるのか，そして，中学生のストレス反応の特徴により，不登
校傾向のタイプにどのような相違が見られるのかを検討する。これらを検討することにより，
不登校傾向の低減や不登校の予防の一助とすることを目的とする。
対象と方法　東京都内の市立Ａ中学校 1 校の 1 年生から 3 年生，計 344 名を対象とし，前述し
た特徴を測定するために質問紙調査を行なった。有効回答者数は計 298 名（男子 147 名，女子
が 151 名）で，有効回答率は 86.4％であった。質問紙の構成は，「不登校傾向尺度」13 項目（五十
嵐・萩原，2004），友人や教師に対する関係の認知について，能動表出・能動表象・受動表出・
受動表象の 4 つの側面から捉える，「友人関係認知尺度」と「教師関係認知尺度」各 4 項目，
計 8 項目（山本・仲田・小林，2002），「中学生用ストレス反応尺度（短縮版）」16 項目（岡安・
嶋田・坂野，1992），そして，筆者が独自に作成した欠席願望を問う質問と自由記述，個人属
性である。調査実施日は 2007 年 11 月で学級単位による一斉調査を行なった。実施と回収に関
しては，学級担任に依頼した。
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結果と考察　不登校傾向のタイプについては，「別室登校を希望する不登校傾向」「精神・身体
症状を伴う不登校傾向」「在宅を希望する不登校傾向」「遊び・非行に関連する不登校傾向」の
4 つのタイプに分類し，対人関係認知の特徴については，「自他肯定群」「自己否定群」「他者
否定群」「自他否定群」の 4 群に分類し，そしてストレス反応のタイプについては，「不機嫌・
怒り感情」優位群，「無力的認知・思考」優位群，「不機嫌・怒り感情かつ無力的認知・思考」
優位群，「不機嫌・怒り感情かつ身体的反応」優位群，「無力的認知・思考かつ身体的反応」優
位群の 5 群に分類した。まず，不登校傾向のタイプと友人関係認知の特徴との関連について，

「別室登校を希望する不登校傾向」では，「自他否定群」が「自他肯定群」と「自己否定群」よ
り有意に高かった。「精神・身体症状を伴う不登校傾向」では，「自他否定群」が「自他肯定群」
と「他者否定群」より有意に高く，「自己否定群」が「自他肯定群」より有意に高かった。「在
宅を希望する不登校傾向」では，「自他否定群」が「自他肯定群」と「自己否定群」より有意
に高かった。「精神・身体症状を伴う不登校傾向」では，差が見られなかった。つまり，「別室
登校を希望する不登校傾向」と「在宅を希望する不登校傾向」は，友人関係認知の能動的側面
と関連しており，「精神・身体症状を伴う不登校傾向」は，友人関係認知の受動的側面と関連
していることが示唆された。次に，不登校傾向のタイプと教師関係認知の特徴との関連につい
ては，「別室登校を希望する不登校傾向」「在宅を希望する不登校傾向」「遊び・非行に関連す
る不登校傾向」のそれぞれについて，「自他否定群」が「自他肯定群」よりも有意に高かった。
このことから，この 3 つの不登校傾向のタイプは，教師関係認知の能動的側面と受動的側面の
両側面と関連していることが示唆された。そして，不登校傾向のタイプとストレス反応の特徴
との関連については，「不機嫌・怒り感情かつ身体的反応」が優位である群が，「精神・身体症
状を伴う不登校傾向」と関連があることが示唆された。
　これらから，不登校傾向のタイプにより，関連する認知の側面や優位なストレス反応が異な
ることが明らかになった。つまり，不登校傾向を低減させる際には，それぞれのタイプに合わ
せた認知的介入やストレス低減に向けた介入が必要であると考えられる。今まで単一の項目で
測られていた不登校傾向をタイプ別に分類し，かつ介入方法に違いがあると示唆されたことは，
今後不登校傾向を示す中学生に対して，その生徒がどのタイプに属しているのかを把握し，援
助していく上でどの介入が必要なのか，という重要な情報を得られたのではないかと考えられ
る。しかし，学校現場で，実際に各生徒がどの不登校傾向のタイプに属しているのかという把
握を行なったり，タイプごとに指導や介入を行なっていくことは，時間的制限などからも，困
難な場合が多いことも考えられる。本研究で「欠席願望あり群」の生徒は，友人との関係の中
で，拒否的な認知の仕方をしていると窺われ，それはストレスを受けやすい関係性であること
が示唆された。したがって，学校レベル，学年レベルでの対応をしていく場合には，ストレス
マネジメントが有効な手段であり，嫌な出来事などの受け止め方やとらえ方を学ばせていくこ
と，つまり，否定的な出来事に対する対処技術（コーピング・スキル）を獲得させていくこと
が，不登校傾向を低減させていく上で有効であると思われる。
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大学生における叱りことばの受けとめ方
――母親に対する養育態度認知との関係を通して――

06ML60009　坂口　　学
指導教員　張田　真美

1．問題　家庭内の教育力の低下やしつけの難しさが指摘されているが（国立教育政策研究所，
2003），その一技法である叱りことばの研究は多くは行われていない。藤田（1992）は，叱り
ことばが含むメッセージは子どもの価値観や道徳観，行動規範の形成に重要であり，更に親へ
の養育態度の認知から生じる母子の関係性が，これらの形成に重要であることを指摘している。
永山（1999）や松田（2003）の研究では，養育態度の認知と叱りことばの関係を，子ども側の
視点では測っているが，いずれも叱られる側の視点であり，叱る側になったときの影響はみてはない。
2．目的　本研究は，大学生を調査対象とし，母親から叱られていると想定された場面における，
いくつかのタイプの叱りことばの受け止め方，及び使用希望傾向を測る質問紙の作成を，第 1
の目的とした。その質問紙調査に基づき，母親への養育態度の認知と叱りことばの受け止め方
について，養育態度と子どもへの叱りことばの使用希望傾向との関係の測定，及び検討を行っ
た。更に，叱られた体験と叱りことばの使用希望傾向には関係がみられるのか，を測定，検討
し，明らかとすることを第 2 の目的とした。
3．対象と方法　東京郊外の A 大学の学生 240 名に質問紙調査を実施し，有効回答数は計 209
名であった（男性 127 名，女性 82 名，平均年齢 19.5 歳）。調査結果を参考に，新たに尺度を
作成した。母親から児童（小学生低学年想定）が叱られていると想定された 4 場面（勉強，け
んか，忘れ物，部屋の整理）に，遠藤（1991）らの叱りことばの分類を参考として，各想定場
面に受諾反応傾向，中間反応傾向，及び反発反応傾向の叱りことばを配置し，計 20 項目から
なる叱りことばを作成した。そして，叱りことばの受け止め方を測る尺度を「子ども叱られ尺
度」，叱りことばの使用希望傾向を測る尺度を「母親叱り尺度」とし，5 件法による評定を行っ
た。他の尺度として，親子関係診断尺度（EICA）の 40 項目を使用し，被験者が認知する母
親の養育態度を測った。
4．結果と考察　「子ども叱られ尺度」「母親叱り尺度」の因子分析を行ったところ，両尺度か
ら「受諾反応傾向の叱りことば」「中間反応傾向の叱りことば」「反発反応傾向の叱りことば」
の 3 因子が抽出された。親子関係診断尺度（EICA）の受容性得点，統制性得点に基づいて，
上位群，下位群に分類を行った。
　養育態度と叱りことばの関係を調べるために，2 要因の分散分析，及び，上位群，下位群各々
の各叱りことば因子の平均点を算出して平均値の差の検定を行った。また，叱りことばの受け
とめ方とその使用希望傾向の関係を調べるために，子ども叱られ尺度の変数を基準変数，母親
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叱り尺度の変数を説明変数として，重回帰分析を行った。
　まず，母親に受容されていたと認知しているほど，子どもは叱る側になると受諾しやすい叱
りことばや中間的な叱りことばを使用する傾向にあり，反発的な叱りことばでは，受容性に関
係なく，受け入れがたく，使用にも否定的であることが明らかとなった。母親との情緒的な結
びつきは，叱りことばに肯定的な意味合いをもたらし，叱られる場合でもその理解を促すと共
に，しかる側になる場合にはその使用を促進させる傾向がある。しかし，反発を招くような叱
りことばは，たとえ子どもが母親に情緒的な結びつきを強く感じているとしても，叱られる場
合には否定的に感じる傾向があるため，安易に，そのような叱りことばを使うことは避けたほ
うが良いと考えられる。
　次いで，子どもは母親に行動を統制されていたと感じているほど，受諾しやすい叱りことば
を納得して受け止める一方，反発的な叱りことばでは，統制感に関係なく，納得しがたいこと
が明らかとなった。そして，子どもは母親に行動を統制されていたと感じているほど，受諾し
やすい叱りことばや反発的な叱りことばを使用する傾向にあることが明らかとなった。これは，
親からの統制を強く感じていると，心理的には叱りことばを反発的に受け止めているにも関わ
らず，叱りことばの使用という行動面においては，親の養育態度を反映する傾向がみられると
いう，一見逆説的な結果となっている。また，叱りたくないのに，子どもに手を出してしまう
という，虐待にみられる構造とも似ており，育児における葛藤要因ともなる可能性がある。そ
のため，叱りことばの使用の際には，親がどのような叱りことばを使用していたかという側面
よりも，自分がどのような叱りことばを受けた時に，親の情緒的な繋がりを感じていたのか，
その側面を強調することが，子どもとの関係を促進する上で効果的であると考察される。
　また，受諾しやすい叱りことばや，反発しやすい叱りことばの使用には，他のことばの影響
もみられるものの，同叱りことばの被養育経験の影響が大きく，中間的な叱りことばの使用に
は，受諾，及び反発的な叱りことば両者における被養育経験の影響が大きいことが明らかとなっ
た。これは，今回用いた「どうして～？」という問いただしにみられるような中間的な叱りこ
とばは，母親との情緒的な結びつきによって，肯定的，または否定的な意味を持つ可能性があ
るということである。子どもは，それまでの親との関わりを含めた文脈から，ことばの意味を
読み取ると推測され，そのことを考慮したうえで，そのようなことばを子どもに用いることが
必要であろう。更に，反発的な意味合いが強い叱りことばを使用したいとする感情の背景には，
そのような叱りことばだけではなく，納得できるような叱られ方もしているということである。
納得できたという体験が，反発的な叱りことばであっても受け入れよう，また使用しても大丈
夫である，という親との情緒的結びつき及び親としての態度に繋がると予測される。
　本研究では，大学一校の結果を受けてのものであること，及び親子関係診断尺度（EICA）
の下位尺度得点を用いた被験者の群分けの基準は辻岡（1976）らに従っており，基準が古いた
め，一般化するには慎重を要する。また今後の課題としては，父親等重要な他者の影響や，こ
とば以外の表情や語調等の非言語的なメッセージの影響，更には，情緒的な繋がりの形成にお
いて，被養育経験における叱りことばのタイプや頻度の影響の有無の検討などがあげられる。
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喫煙行動の心理的維持要因
―他の「嗜癖的」行動との比較による禁断及び

負荷がもたらす影響に注目して―

06ML60010　佐野佳世子
　　　指導教員　池田　政俊

問題　喫煙は他の薬物依存とは異なる（宮田・河野・柳田，2005）という報告や，喫煙行動
の維持には報酬効果による条件づけ（宮田・板坂・孫・中山，2005）及びストレスなどとの
関連性も報告されているが，ニコチンそのものによる気分変調効果などは明らかではない

（Advisory Group of the Royal College of Physicians, 2000）。このように，喫煙行動の維持には，
必ずしもニコチンの薬理作用に直結しない多様な心理的要因が深く関与している可能性が考え
られる。実際，喫煙行動は，覚醒剤などへの依存と異なることが報告され，日常生活に変化を
与える嗜好的な刺激を求める行動（刺激希求行動）であることも示されている（宮田・河野・
柳田・牛島・宮里・福井，2004；宮田・河野他，2005）。この喫煙行動の刺激希求行動の側面は，

“調節を欠いた習慣（癖）”（斎藤，1988，p.77）といわれる嗜癖の 1 つ，行動のプロセスに依
存するプロセス嗜癖（森田，1998）に類似しているように思われる。しかし，他の娯楽的刺激
希求行動との比較を通して，心理的維持要因を実験的に明らかにした研究は少ない。
目的　実験 1 にて，喫煙行動を「希求度」と「やめにくさ」の観点から，プロセス嗜癖の一種
とされるゲーム及びインターネットに熱中する行動との比較を通して， 禁断や負荷をかけるこ
とによる行動変化に注目し，喫煙行動の心理的維持要因に関する予備的知見を得る。さらに，
実験 2 においては，実験 1 の課題を踏まえ，喫煙群，ゲーム群，インターネット群の参加者を
増やし，依存度をそろえた上で，各群の異同を明らかにする。
対象と方法　実験 1 では，喫煙群 6 名（男性 3 名，女性 3 名），ゲーム群 5 名（男性 2 名，女
性 3 名），インターネット群 6 名（男性 2 名，女性 4 名）に対して，24 時間の禁断と 1 週間の
携帯電話操作による負荷を実施した。実験 2 では，3 群合計 12 名（男性 9 名，女性 3 名）に
対し，禁断のみ実施した。群比較は，喫煙群 5 名（男性 5 名），インターネット群 5 名（男性
3 名，女性 2 名）の 2 群，合計 10 名の実験参加者を対象に分析した。
結果　実験 1 では，SDS-J（依存重症度尺度日本語版）と他の依存指標との相関は，FTND

（ファガーストロームニコチン依存度テスト）， JGAT（JIAT をゲーム用に改変したもの）及
び JIAT（日本版インターネットアディクションテスト）で，それぞれ 0.90， 0.80 及び 0.80 で
あり，SDS-J と各依存指標との相関がみられた。J-POMS（日本版気分評価尺度）の各群の禁
断による変化は，喫煙群で「怒り - 敵意」が有意に増加した。ストレス指標の唾液アミラーゼ
活性値による結果は，いずれにおいても有意差はみられなかった。注意機能指標の情動ストルー
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プテストによる結果は禁断後の測定において，インターネット群でのみ有意差（5％水準）が
みられた。各群における対象行動の 1 日あたりの発現量を，喫煙群では本数，他の群では 1 日
あたりの利用時間（分：回数×持続時間）として，算出した結果，いずれの群でも発現量がベー
スラインに比べ低下した。
　実験2では，実験1・2の参加者においてSDS-Jが7以上の者を選出し，J-POMSに対して， 3（喫
煙群・ゲーム群・インターネット群）× 2（ベースライン・禁断後）の 2 要因の分散分析，及び，
各群内の下位尺度間の平均差を一元配置の分散分析にて検定した。その結果，いずれの要因に
も主効果はみられなかった。唾液アミラーゼ活性値に対しては、各群間でベースライン及び禁
断後の値を，それぞれ一元配置の分散分析にて検定した。ベースラインでは有意差は示されな
かったが，禁断後においては群間に 5％水準の有意差が認められた。さらに，Tukey HSD 法
にて，喫煙群は他の 2 群に比べ有意差（5％水準）が認められた。
考察　実験 1 では，禁断により，喫煙群でのみストレスの生理指標が増加し，また同時に怒り
や敵意が増し，活気が減るなどの気分変化も著しかった。各群ともに注意機能への影響は顕著
には表れなかった。一方，負荷による行動発現量，及び，対象行動以外の行動の変化は，喫煙
群が最も少なかった。このように，禁断の影響は喫煙群で最も高く，負荷の影響は最も少なかっ
た。つまり，喫煙群は，喫煙行動以外の行動では，喫煙への希求の程度を軽減できないものと
考えられる。しかし，喫煙群では依存度が高かったことも結果的に影響を与えている可能性が
あり，今後さらに各群の依存度をそろえるなどの検討が必要と考えられた。
　実験 2 の依存度をそろえた結果では，気分に関して各群の有意差はみられていない。しかし，
数値的な変化では，喫煙群がインターネット群よりも全体的に変化の幅が顕著であった。また，
ストレスに関しては，喫煙群が他の 2 群に比べて禁断による影響が大きいことが示唆された。
これらのことから，3 群間には，喫煙＞ゲーム＝インターネットといった図式が成立している
ように思われる。つまり，ゲーム群とインターネット群は禁断の影響に対し，注意機能，スト
レス，気分は同程度の反応を示すが，喫煙群は他の 2 群よりも，幾分禁断による反応が大きく，
否定的反応を示す傾向があると考えられる。
　対象行動以外の行動変化については，禁断中，実験 1・2 ともに，各群その対象行動に類似
した行動の増加がみられた。喫煙群では飲食など喫煙と同様に，物を口にする行動が増えてい
た。ゲーム群，インターネット群では，TV や音楽など視聴覚に関連した行動が増加していた。
斎藤（2005，p.112）は，“アディクションとは性的自慰（自体愛）に等価の「すり替え」現
象である”と指摘している。つまり，アディクションである嗜癖的行動は，もともと性的自
慰に等価していた対象行動を禁断されることにより，さらに他の類似した行動を希求し，すり
替えを行っているものと考えられる。その点，喫煙行動も，ゲームやインターネットに熱中す
る行動も，共通した嗜癖的行動といえると思われる。一方で，異なる点は，負荷中，各群の対
象行動以外の行動変化にみられた，対象行動への希求の程度であり，この点が喫煙行動を維持
する要因とも考えられる。
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大学生の精神的健康に関する検討
――攻撃性と自己統制感の観点から――

06ML60011　下郷　大輔
指導教員　春日　　喬

【問題と目的】　近年日本では , 年間自殺者は 3 万人以上という高い水準で推移しており，これ
にはうつ病や統合失調症等の精神疾患との関連が深いとされている。また，心身症や精神疾患
による精神科受診者は年間 200 万人を超え，高ストレス社会を反映して，うつ病を含む気分障
害の患者数は急増している（厚生労働省，2005）。
　精神的健康の中でもうつ病や不安障害は現代社会において大きな問題になっており，及川

（2007）らによれば，ストレスが社会的にも深刻な問題となっている現在，軽度の抑うつであ
れば誰もが日常的に経験しやすい問題であるとしている。そのような状況下で，現代大学生の
うち 3 割程度は一時的にでも抑うつ的な症状を呈しているとされており，大学生の精神的健康
に関する研究の必要性は高まっていると考えられる。精神的健康に関係する個人内要因として，
山崎（2004）は，攻撃性の中でも敵意との関係を指摘している。攻撃性と健康の関連に関する
研究は，もともとタイプＡ性格行動の研究の流れをついだ敵意の研究に端を発しており（坂井・
山崎，2005），高血圧や冠状動脈性心臓疾患等（Russell，2005 ），攻撃性と健康というテーマ
に関しては多くの研究がなされている。また，学習性無力感の立場では，原因帰属と精神的健
康の関係が挙げられており，個人が周囲の出来事を自分自身では統制不可能と認知することが
抑うつの原因として主張されている（杉山，2000）。
　このように，攻撃性と自己統制感は現代大学生の精神的健康に関わっているものと考えられる。
　本研究では，大学生の精神的健康に攻撃性と自己統制感がどのような影響を与えるかを検討
する。その際，攻撃性を構成する各下位尺度と自己統制感が精神的健康を構成する各下位尺度
にどのように関係するかを検討し，様々な身体・精神状態の特徴を探ることを目的とする。
　さらに，精神的健康と関係が深いと思われる攻撃性に着目し，精神的健康と攻撃性が生じる
状況や発散の状況との関係を探り，精神的健康の促進にはどのような配慮が必要かを検討する。
【仮説】　1．精神的健康には，攻撃性と自己統制感が関わっており，攻撃性の中でも不表出的

攻撃が関係している。
2．発散の方法により攻撃性の強さに差が見られる。
3．発散の方法により精神的健康には差がある。
4．怒りを感じる状況により精神的健康に差が出る。

【対象と方法】　対象は都内Ａ大学の 1 年生から 4 年生計 220 名。方法は質問紙調査を行った。
質問紙は，フェイスシート，日本語版 BUSS-PERRY 攻撃性質問紙，Loucus of Control 尺度，
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日本版 GHQ 精神健康調査票からなる。フェイスシートの内容は性別，年齢，学科とどのよう
な状況で怒りを感じたりイライラするかを自由記述してもらった。また，そのような時，ど
のような発散方法をとるのかを選択式で聴取した。選択肢は Overt Aggression Scale Modify
より項目を抜粋し作成した。回答形式は無記名で個別回答，自記入形式とした。分析は SPSS 
for Windows Ver 11.5 を使用した。
【結果と考察】　仮説 1 を検証するため，重回帰分析を行ない，仮説 2 以降の仮説を検証するた
め，一元配置の分散分析を行った。以下結果を示す。
1．男性の精神的健康には敵意が，女性の精神的健康には低い自己統制感が関係していた。
2．身体的攻撃を発散の方法として行うものは，他の行動で発散を行おうとするものより攻撃

性が高かった。
3．精神的健康は表出的攻撃によって発散・軽減されるが，発散の方法による差は見られなかった。
4．精神的健康は怒りやイライラを感じる状況によって影響を受けなかった。
　本研究で得られた結果から考えられる臨床的意義とは，男性と女性の間の精神的健康に影響
を及ぼす要因には違いがあることが分かり，それぞれの精神的健康の促進のためには異なった
アプローチが必要になる可能性を示せたことである。山崎（2002）は，治療的試みとしては敵
意や怒り感情の低減，予防的試みとしては攻撃性に至る認知やソーシャルスキル，問題解決行
動の改善，身体ならびに情動的弛緩などを挙げており，これらは男性の精神的健康を促進させ
るためには有用なアプローチになるものと考えられた。女性に関しては低い自己統制感が精神
的健康の悪化に関与していることが先行研究（小川他，2003；石川他，2005）でも挙げられて
おり，精神的健康を促進させるためには（自身の健康も含め），周囲の物事は自身の行動の結
果であるという内的統制型の認知を身につけることが重要であると考えられた。
　仮説 2 の結果から，身体的攻撃を発散の手段として行う者は，他の方法をとるものより攻撃
性が高いことが示されたが，仮説 3 の結果として示された様に発散の方法による精神的健康に
は差が見られなかったことから，攻撃性が高ければ精神的健康が害されるわけではない可能性
が示唆された。また，仮説 4 において示されたとおり，本人が怒りやイライラを認識した場面
は精神的健康とは関係なく，そういった状況に陥った場合の本人の認知によって精神的健康が
左右される可能性が考えられ，精神的健康を促進させるためには，先行研究（山崎，2002；佐々
木・山崎，2004）にも示されているとおり敵意的認知への介入が有用となる可能性が示唆された。
　本研究の限界として，対象に関する問題がある。本研究においては，調査協力者が同一大学
から抽出されており，中学生や高校生などの青年期以前の者や，中高年の精神的健康に関して
は結果の相違が予想され，一般化の可能性に関しての問題が考えられる。
　また今後の課題として，大学の授業を受講可能な比較的健常と思われる調査協力者を対象者
としており，疾患群を対象者とした場合も同様の結果を得られるかどうかの調査に関しては今
後の課題と考えられる。さらに，今回聴取した怒りやイライラを感じる場面に関する群分けの
方法や，そういった場合の対処方法に関する聴取に関しても更なる工夫が必要と考えられた。
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大学生における援助希求意識の中学生時代からの変化に関する研究
――変化に関連する要因の検討も含めて――

06ML60012　鈴木　康弘
　　　指導教員　元永　拓郎

問題　近年，大学教育の中で学生相談の機能の重要性が指摘されている．また，学生相談室の
来談率は増加の傾向にある．その背景には，大学生が抱える問題が多様化・複雑化しており，
大きな悩みや問題を抱えながら生活している学生もいるためだと考えられる．このような中
で，学生相談機関が大学生に対して効果的な援助サービスを提供するためには，利用者側が援
助サービスをどのように捉えているかを把握する必要がある（木村，2007）．そこで，利用者
の視点を捉えるため，大学生が自発的に援助サービスを求める意識である援助希求意識（help-
seeking preference）に注目した．
目的　本研究では，大学生の援助希求意識の変化（change score）が，中学生時代から現在に
至るまでに変化したのか，また変化に関連する要因はどのようなものがあるのかを明らかにし，
大学生の援助サービスの向上の一助となることを目的とした．まず，研究 1 では事例の分析を
通して援助希求意識に変化があったのか，関連する要因は何であるのかを探索的に調査した．
次に，研究 2 では，大学生集団に対して調査票調査を実施し，要因を探索的に調査することに
加え，先行研究より援助希求意識の変化に関連する要因であろうと推測した平石（1990）の定
義する自己肯定意識尺度の 6 成分（自己受容，自己実現的態度，充実感，自己閉鎖性・人間不
信，自己表明・対人的積極性，被評価意識・対人緊張）に注目して検討を行った．
研究 1

対象と方法　対象者は東京都内私立Ｔ大学の 3 年生，男性 3 名と女性 2 名の計 5 名，年齢は
20 歳から 21 歳である．調査時期は 2007 年 7 月から 8 月である．場所はＴ大学内の演習室で
実施した．調査は最初に調査票に記入を求め，それを基に面接調査を行った．
結果と考察　調査によって援助希求意識の変化する過程を捉えることができた．対象者 5 名の
うち，援助希求意識が変化した者は 4 名であった．また，変化に関連する要因についても部分
的に明らかとなった．まず，ある者はカウンセリング等の学習経験や専門家と接する機会を通
して援助希求意識が上昇していた．また，ある者は実際に援助希求行動をした経験から，ここ
ろの専門家に対するその意識が肯定的になっていることが語られた．このことから，ライフイ
ベントをきっかけに意識が変化することが考えられる．さらに，家族や友人，先生へ相談する
ことで援助希求意識が肯定的なったと語る対象者も数名いた．そのため，非専門家へ相談を求
めた経験が役に立ち，援助希求意識にも変化を及ぼすことが考えられる．
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研究 2

対象と方法　対象者は神奈川県内私立 S 大学の 1 ～ 4 年生である．全有効回答数は 311 名，
男性が 135 名（43.4％），女性が 176 名（56.6％），平均年齢は 20.1 歳（SD=1.4）であった．調
査時期は 2007 年 11 月である．調査票は，属性についての項目（性別・年齢・学年・学部・学科・
居住形態），学生相談の認知度を聞く項目，カウンセリング等の学習経験の有無，周囲のここ
ろの専門家の利用について聞く項目，GHQ の 12 項目版，自己肯定意識尺度（平石，1990），
ASPH 尺度（篁・大嶋ら，2004），援助を求める対象者を聞く項目，こころの専門家の利用経
験の有無，援助希求意識の変化を聞く項目で構成された．この内容を，大学生の現在と，おお
むね中学 1 年生の頃の両時期について回答を求めた．
結果と考察　中学生時代から大学生である現在に至るまでに援助希求意識が変化したことを確
認するため，中学時と現在の ASPH 尺度得点について対応のあるｔ検定を行った．その結果，
0.1％水準で有意差が見られた（ｔ（310）=6.7，p<.001）．このことは中学生時代よりも大学生
である現在において援助希求意識が高まっていることが明らかとなった．よって，実際の心理
臨床において利用者のこのような変化を把握することで，利用者についての理解が深まり，援
助サービスの質の向上に役立つものと思われる．次に，援助希求意識の変化（change score）
を測定するため，大学生現在の ASPH 尺度得点から中学時の ASPH 尺度得点を差し引いて算
出し，その change score と自己肯定意識の 6 成分との関連を調べるためにｔ検定を行った．
その結果，各成分において有意な差は見られなかった．しかし，6 成分のひとつである「自己
受容」について，Gross・Fisher・Nadler・Stglitz ＆ Craig（1979）は，カウンセリングを受
けた対象者において自己受容得点が有意に低かったことを報告している．つまり，援助希求意
識の高い群において自己受容が低いことが考えられる．このように，自己受容等の各成分が援
助希求意識に関連している可能性はあるものと考えられる．さらに，change score と学生相
談室の認知度，カウンセリング経験の有無，周囲のこころの専門家の利用有無，対象者のここ
ろの専門家の利用経験の有無の 4 つの要因についてχ2 検定を行った．その結果，いずれも有
意な差は確認されなかった．しかし，久田・山口（1986）の研究から，大学生の援助希求意識
が高い群においてカウンセリングの学習経験のある群と有意差があるという結果が出ているこ
とからも，上記の 4 つの要因が援助希求意識の変化において関係している可能性があるものと
考えられる．
総合考察　中学時と大学生における現在の ASPH 得点には有意に上昇しており，援助希求意
識に変化が生じていた．また，変化に関する要因として，援助希求行動の体験，ライフイベン
ト，カウンセリング等の学習経験，第三者の存在等の影響によって意識が上昇することが事例
から明らかとなった．このような要因があることについて，心理臨床の実践においても十分に
考慮していく必要があろう．しかし，統計的には有意差がみられなかった．そのため，今後の
課題として，援助希求意識の変化に関連する要因をさらに幅広く調査して検討することが重要
である．このような研究を通して，利用者側の視点を取り入れたより効果的な援助サービスを
考えることができると思われる．
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家族の介護への認知に関する研究
―認知症の進行段階および介護経験に着目して―

06ML60014　沼田悠梨子
　　　指導教員　元永　拓郎

【問題】　現在、わが国は高齢社会をむかえ、介護を取り巻く状況は大きく変化している。特

に、認知症の介護を取り巻く現状は、1990 年代から始まった認知症ケアの大きな変化（中

島,2006）がみられ、認知症患者自体の増加が 2035 年には 350 万人に達するとも言われている（本

間,2006）。

　介護者支援については、介護者自身を対象とした取り組みが盛んであった。介護者の介護負

担研究の先駆者であった Zarit の尺度を用いて、荒井（2002）は日本語版の尺度の開発を行った。

介護負担感などの否定的側面だけでなく、介護の肯定感や満足感など肯定的側面にも焦点を当

てた研究が行なわれてきた。その後、介護への介護者の意識や認知というものは「肯定的側面」

と「否定的側面」の両側面があり（Kinney,1989；斉藤,2001；広瀬,2005a）、Lawton ら（1989）は、「介

護や、介護状況で起こる様々な出来事、被介護者に対して、どのように捉えるかという介護へ

の認知」を定義した。広瀬（2005a）らによって開発された、「認知的介護評価尺度」を用いた

検討によると両側面間の検討や属性を用いての検討は行われているが、認知症の進行段階に焦

点を当てた検討は十分ではなかった。認知症の介護者は、進行段階によって抱える負担が異な

ること（北川ら,2006）や、認知症の有無や問題行動の種類に焦点をあてた比較研究も報告さ

れている。これらの取り組みから、認知症の有無や進行段階が介護への認知に差異をもたらす

ことが推測できる。また、平松ら（2006）によれば介護への認知を取り扱うときには、それと

関連する因子を明らかにする必要があると述べている。よって、本研究では被介護者の認知症

の進行段階と介護サービスや介護経験などの介護状況を関連要因として介護への認知の検討を

行うことは、重要であろう。

【目的】　在宅の家族介護者に生じている介護への認知の中に含まれる肯定と否定の両側面間の

関連を分析する。また、その両側面に被介護者の認知症の有無や、認知症の進行段階、介護状

況がどのように関連するのかを検討する。これらの検討を通して、介護への認知の改善という

観点に立ち、被介護者の認知症の症状を考慮したときに必要とされる家族介護者支援について

考察していく。なお、本調査用の質問紙の内容や構成の検討を目的に予備調査を行った。

【対象と方法】　予備調査は、在宅介護の経験がある対象者に、質問紙と質問紙を用いた半構造

化面接を行った。本調査は、在宅で家族の介護を行っている介護者を対象として自己記述式の

質問紙を行った。質問紙は、認知的介護評価尺度に加えて、介護状況調査項目、認知症の進行
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段階を測る項目、介護状況感情調査項目の 4 つの内容から作成した。「認知的介護評価尺度」は、

広瀬・岡田・白澤（2005）によって開発された尺度で、「社会活動制限感（以下、制限感）」、「介

護継続不安感（以下、不安感）」、「関係性における精神的負担感（以下、負担感）」の否定的側

面の 3 尺度と、「介護役割充足感（以下、充足感）」、「高齢者への親近感（以下、親近感）」、「自

己成長感（以下、成長感）」の肯定的側面の 3 尺度から構成され、介護への認知の両側面を測

ることができる。調査期間は、2007 年 8 月～ 10 月の 2 ヶ月間に、郵送と筆者自らの回収の 2

通りの方法を用いた。分析は、症状の有無・進行段階、および介護サービス、介護の経験を関

連要因として、認知的介護評価尺度の下位尺度の比較検討をおこなった。

【結果】　予備調査の結果、介護者は介護状況で生じる感情というのは、そのときの介護の経験

に影響を受けているということが示唆された。その結果を踏まえて、本調査において、介護者

の認知に介護状況の感情がどのように関連するのかを、認知症の進行段階と組み合わせて検討

した。

　本調査の結果、有効回答者は 117 名（81.0％）で、認知症の介護者は 98 名（83.8％）と全体

の 8 割であった。分析の結果、認知症の介護者に対する、認知の特徴が以下のように明らかに

なった。第一に、「制限感（t（115）=2.4,p<.05）」、「不安感（t（115）=2.9,p<.01）」、「負担感（t（115）

=1.7,p<.10）」が高く、さらに、末期の介護者のほうが「制限感（F（2,95）=9.1,p<.01）」、「不

安感（F（2,95）=2.7,p<.10）」が高かった。第二に、「制限感」が高くなるのは，「親近感」が

高いときであった（Ｆ（1,113）=5.3,p<.05）。第三に、「親近感」は将来に対する肯定的感情が、

「成長感」は現在に対する肯定的感情があるほうが高かった。また、初期の段階では、「充足感」

は現在に対する肯定的感情があるほうが高かった。第四に、訪問看護の利用者は、認知症が初

期の段階においては、「制限感（F（1,92）=4.0,p<.05）」、「親近感（F（1,92）=6.1, p<.05）」が

高くなるが、末期では訪問看護を利用してないほうが，「制限感（F（1,92）=7.3.p<01） 」，「不

安感（F（1,92）=9.3,p<01）」を高めていた。

【考察】　介護者は、被介護者が認知症であることや、認知症進行段階が進むことで、否定的な

側面は高まっていたが、訪問看護などのサービスの利用が、それらの高まりを緩和することに

関連があるということが考えられた。しかし、その利用によって、介護者の負担感や制限感を

高めてしまうことや、初期の段階での訪問看護の利用には、周囲の関係性を悪化させたりする

可能性があることを考慮する必要があった。また、認知症の介護者は、介護の各状況における

肯定的な経験が、肯定的な側面に影響を与えていた。よって、介護者にとって、自分が介護に

対してどのような感情をもっているのかといことに気づくことで、介護への肯定的な側面を高

めることに関連があることが考えられた。ただし、肯定的な側面は否定的な側面の高まりに影

響することが示唆されたため、両側面を同時に扱うことが、介護への認知の改善には重要であ

ると思われた。
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ラポール形成の具体的技法
――身体的模倣の効用――

06ML60015　増田　昇平
　　　指導教員　池田　政俊

問題と目的：現在，多くのカウンセリングや心理療法において，セラピストとクライエントの

間に安定した治療関係を築き，それから治療が行われることが多い。この関係が出来ることを，

しばしば「ラポールがとれた」，「ラポールが形成された」と表現される。心理臨床や教育，医療，

社会福祉の分野では，対象者へ働きかける際にはまず「ラポール」を形成することが重要であ

ると強調される。ラポールの定義は様々であるが、本研究では，共感に重点をおいた，新版精

神医学辞典（1993）に基づき，「ラポールとは、感情的な共振れ，共感が成立する状態，相互

的で抵抗のない，共感的なコミュニケーションが成立している状態であり治療上重要な要件で

ある。」と定義する。

　クライエントとカウンセラーの関係を重視する Rogers（1957）は共感的理解を治療条件の

1 つに挙げており，心理臨床や教育の分野では非常に普及した概念である。しかし，具体的技

法というよりは，カウンセラーの心構えという面が強い概念であり，ラポール形成に苦戦して

いる初心者にはなかなか伝わりにくいという面もある。この共感的理解に対する実践や研究は

膨大であるが、具体的な技法はあまり研究されていない。

　これまでラポールに関してカウンセラー側の視点から見てきた研究は多いが，心理療法にお

いて，クライエントの体験こそが重要だとする考えがある。

　対人コミュニケーションでは非言語コミュニケーションに重きが置かれていることは多くの

研究によって注目されている。本研究でも、非言語コミュニケーションに着目した。中でも姿

勢ということに注目した。Maurer & Tyndale（1983）は，個人間でのコミュニケーションの際，

体の中での四肢の形態を一致させることは，ラポール，興味，相互理解の指標となるといって

いる。また，児島（2000）は，「姿勢」「動作」「呼吸」「話すスピード」「話すリズム」「声のトーン」

を相手に合わせながら面接を行った結果，ラポール形成に有効であったことを示唆している。

　上記を踏まえ，本研究では非言語的行動である姿勢や動作の模倣を用いて，共感性との関係

をクライエントの体験を中心に実験的手法で検証，考察していくことを目的とした。

方法：実験は聞き手と話し手の 2 名で面接を 15 分程度行った。聞き手役は実験協力者で，話

し手役が被験者であった。その後，被験者に質問紙を回答してもらった。さらに半構造化面接

を行った。聞き手役は実験目的を知らない心理学を専攻している大学院生 4 名に協力しても

らった。被験者は一般大学生であった。実験は模倣あり群と模倣なし群の群間比較法で行った。
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聞き手役の共感性を測る尺度として共感性尺度（Barrett-Lennard，1962）を用いた。独立変

数は姿勢の模倣で，従属変数は被験者から見た聞き手役の共感性とした。

結果と考察：共感性尺度に因子分析を用いた結果，質問 5,6，15 が因子負何量 0.40 を下回って

除外され，残りは1因子として抽出された。α係数は0.88と非常に高く，信頼性はあるといえる。

半構造化面接での 10 段階評価と共感性尺度に強い相関があった。また，半構造化面接でポジ

ティブな感想を述べた被験者の共感性尺度の得点は，ネガティブな感想を述べた被験者の尺度

の得点より，有意に高かった。さらにこのことから本稿で用いた共感性尺度に妥当性が認めら

れたといえる。第三者からみた肢体の一致率は，模倣の有無で有意に差があり，身体的模倣は

出来ていたといえる。また，今回，4 人の聞き手役を用いて行ったが聞き手役の個人差は認め

られなかった。このことから 4 人によるデータを同一のものとして扱っても問題がないと考え

られる。模倣の有無による共感性尺度の得点の差は認められなかった。また，聞き手の役の性別，

年代，話し手の性別にも有意差はみられなかった。性別により差がでなかったことは先行研究

（Maurer et al.,1983）と一致している。　次に統制しなかった非言語コミュニケーションである，

うなずき回数と沈黙時間を測定した。うなずき回数，沈黙時間と共感性尺度には相関がみられ，

うなずき回数の多い群と少ない群では，うなずき回数が多い群のほうが共感性尺度の得点が有

意に高かった。また，沈黙時間の少ない間の共感性尺度得点が，多い群の得点よりも高い有意

傾向にあった。このことからうなずき回数，沈黙時間が共感性となんらかの関係があることが

考えられた。うなずき回数，沈黙時間を，平均を中心に，うなずきの多い群，少ない群の 2 群

に分けた。その中で模倣の有無での共感性尺度の得点の差を，分散分析を用いて分析した。そ

の結果有意差は見られず，ここでも模倣の有無は共感性には関係しないという結果となった。

結論：本実験ではラポール形成の具体的技法として姿勢を模倣することに着目し，その効用を

実験的に検証してみたが，効果が無いという結果となった。これは先行研究と一致しない結果

となった。一致しなかった原因として，実験の統制が十分に取れていなかったこと，機械的に

模倣するだけでは特に効果がないことなどが考えられる。今後はより質的に検討する必要があ

る。

　うなずき回数，沈黙時間と共感性尺度の関係から，より多く話を聞いてもらうと，共感して

くれていると感じるということがわかった。クライエントに多く話をしてもらうことが，ラポー

ル形成に役立つかもしれない。今後のさらなる研究が望まれる。
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女子大学生における月経時の感情に関する研究
――関連要因と対処の検討を含めて――

06ML60016　三浦　香澄
　　　指導教員　春日　　喬

問題と目的　昨今女性の社会進出に関連し，女性のQOLについても多く論じられるようになっ
てきた。女性が社会で活躍していくに際して，社会的環境やその中でのストレスによる影響に
は高い関心が寄せられ，中でもストレスと関連する女性特有の問題の一つとして，月経前症候
群（以下 PMS）が挙げられる。月経前症状の強い女性は，月経前によりネガティブな心理状
態になっており，実際の生活場面においても心理的なストレス状態に置かれていること（織田，
2003），犯罪や虐待との関連も指摘されるなど（Dalton，1990 児玉訳 1998），心理社会面との
関連が示唆されている。しかし，その裏付けとなる研究は少なく，女性は月経という生理現象
において，自己をコントロール・管理できない状態になるとして，すべての女性に普遍化され
るという問題が生じかねない（川瀬，2001）。このことより，まず第 1 の目的として，月経周
期によって怒りに違いがあるのか検討することを目的とする。月経周期に伴い，怒りに変化が
あった場合は，実際に対人関係に影響を及ぼしているのかをさらに検討し，その実態を明らか
にすることを目指す。
　また，日常生活へ影響を及ぼす症状へのマネージメントが必要と考えられるが，実際に女性
がどのようにその症状を認知し，どのような対処を行っているかについての詳細な研究は少な
い。そこで第 2 の目的として，日常生活に影響を与える症状の認知及び対処を明らかにするこ
とを目的とする。さらに，月経随伴症状と認知的側面との関連に関する研究もいくつかなされ
ていることから（ O' boyle, Severio & Hurt，1988；武井 2002, 2004），月経に対するイメージ
と月経随伴症状との関連を明らかにし，症状軽減のための介入方法を検討することを目指す。
　以上，2 つの目的に沿って，以下の仮説検証を行う。
仮説 1 月経時には，その他の時期に比べて怒りを強く示す。
仮説 2 月経に対するイメージが否定的なものよりも，肯定的であるもののほうが，
　　　　症状を軽く認知している。
対象と方法　調査期間は 2007 年 10 月 18 日から 11 月 2 日。調査対象は，共学である A 大学
と B 大学の女子学生 180 名。個別自記入形式の質問紙調査を実施した。Ａ大学においては，
講義内で実施。Ｂ大学においては，個別配布個別回収形式で実施。回答はいずれも無記名形式。
平均年齢は，20.4 歳。質問紙の構成は，a）月経に関する質問：月経周期・月経持続日数・月
経の規則性・月経周期の変動・最近の月経開始日・PMS を知っているか・月経に関する記録
の有無・月経の予測の可否・対処の有無・随伴症状が日常生活に及ぼす影響について，
b）月経に対するイメージについて：20 組の形容詞対による SD 法，c）随伴症状を測定する
尺度：Moos（1968）の提唱した MDQ（Menstrual Distress Questionnaire）を木村他（1986）
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が日本語に訳したものから抜粋し，また新たに筆者が項目を加えたもの 31 項目，d）怒りを
測定する尺度：鈴木・春木（1994）の STAXI（State-Trait Anger Expression Inventory）44
項目を用いた。
結果と考察　月経時期による状態怒りの差の検定を行った結果，月経時期による状態怒りの違
いは見られなかった。そこで，月経随伴症状による自身への影響に個人の特性としての怒りが
関係しているかの検討を行った結果，特性怒りが高いものは，随伴症状による感情面への影響
を強く認知していることが示された。このことから，月経周期に伴う感情の変化は個人特性に
よることが示唆された。また，月経周期と怒りや攻撃性の関連は単一的に因果関係として結び
つくのではなく，様々な感受性が重要な要因となり，些細な刺激が苛立ちや怒りを喚起させる
ことが考えられた。
　随伴症状のうちどういった症状が日常生活に影響を与えるかの検討を行った結果，月経随伴
症状により自己制御ができなくなったり，怒りやすくなることを感じたり，人との付き合いを
避けたくなるような，感情面への影響を感じているものは，否定的感情を強く認知し，気分の
高揚を弱く感じていることが示された。また，集中力の低下や能力の低下を感じるような，作
業効率への影響を感じているものは，否定的感情と身体的症状を強く認知し，気分の高揚をあ
まり認知していないことが示された。このことから，日常生活に影響を与える，否定的感情，
身体的症状，気分の高揚といった症状に対するマネージメントが必要と考えられた。そこで，
月経に対するイメージの違いによる随伴症状の認知の差の検定を行った結果，状態イメージに
関しては，イメージの良し悪しのどちらにもよらないものの方が，否定的イメージを持つもの
よりも身体的症状を認知しないことが示された。情緒イメージに関しては，否定的なイメージ
を持つものは，否定的感情を強く認知すること，肯定的なイメージを持つものは身体的症状を
認知しないことが示された。清潔イメージでは，月経に対して肯定的イメージを持っているも
のは，月経時に気分の高揚を示した。このことから，影響が見られた症状のいずれにおいても，
イメージの違いによる随伴症状の認知に差が得られた。このことから，イメージの変容に関す
るアプローチが有用であることが示唆された。
　本調査では，全ての女性が月経周期に伴い怒りを表出するわけではないことを示唆すると共
に，どのような症状が日常生活に影響を及ぼすかを明らかにすることができ，それらの症状に
対して，イメージの変容に関するアプローチが有用であることが示唆されたことは有意義で
ある。PMS を知っているかと尋ねたところ，約 6 割が知らないと答えていた。このことから，
月経に対する正確な理解が得られず社会的通念によってのみ影響されてしまう可能性が懸念さ
れる。これを踏まえ，イメージの変容に関するアプローチの一つとして心理教育が上げられる。
しかし，全ての女性が月経という生理現象において，自己をコントロール・管理できない状態
になるわけではないことが示唆されたが，実際，PMS により生活に支障を来たし，苦しんで
いる女性がいることも事実である。PMS 症状に苦しむ女性の症状改善は元より，健康である
女性はより豊かな人生を送るために，そして，月経に関する偏見を生まない社会であるために，
より具体的な認知過程の解明と，より効果的な症状改善のためのアプローチが，今後明らかに
なっていくことが期待される。



142

カウンセリング場面におけるラポールの形成過程について
――クライエントの体験に焦点をあてて――

06ML60017　箕輪　　華
指導教員　春日　　喬

　　　

問題と目的　ラポール形成はセラピーの過程の第 1 段階すなわち一番最初に生じる現象であ

り，その後の段階を支えてゆくものである（Rogers，1940 伊東編訳，1966）ように，ラポー

ルはカウンセラー（以下 Co と記す）とクライエント（以下 Cl と記す）との関係の質につい

て非常に重要な概念である。先行研究では，Cl は Co との性格的特徴やその場の関係性を重視

していることが報告されている（Vera， Speight， Mildner， ＆ Carlson， 1999）。春日（1987）は，

Co と Cl との「対人刺激」の相互作用によって，その関係の質に変化が生じるという。また，

Tickle-Degnen ＆ Rosenthal（1990）は，一般的な対人関係におけるラポール形成と非言語と

が相関関係にあることを指摘している。従って，非言語的刺激に着目することはラポールの形

成過程の検討に重要であると考えられる。このように，ラポールの形成過程に関するポジティ

ブな側面についての検討がなされている一方で，Cl は実際には不快な体験をしている可能性

がある。本論文では，ラポールを「カウンセリングをはじめとする心理療法において，治療者

と Cl の間に存在する人間関係をさす。…受容的態度によって治療に有効なラポールが形成さ

れる。」（中島義明他編， 1999，心理学辞典）と定義し，Cl の体験に焦点をあて，ラポールの形

成過程の特徴について明らかにしていくことを目的とした。

方法　カウンセリング場面におけるポジティブ・ネガティブな体験に関する自由記述式の予備

調査と半構造化面接の対象者選定のための質問紙調査を実施した。質問紙にはカウンセリン

グ体験の有無に関らず，カウンセラーに対する考えについて自由記述式で回答を求めた。デー

タ収集としての半構造化面接の対象条件をカウンセリングを受けた者，かつ Co に対してネガ

ティブな意見，あるいは不快な体験をしたことがある者，及び心理学の講座を受講した者とし

て，5 名の女性を対象とした。データの分析には，グラウンデッド・セオリー法（Strauss ＆ 

Corbin， 1990 操他訳，2004）を用いた。

結果と考察　予備調査と質問紙調査を通して， ポジティブな体験の特徴として①快適な気持

ち，②安心感，③ Co 自身に対する全体的な優しい印象が示された。ネガティブな体験の特徴

として①不安感，②警戒心，③懐疑心が見出された。このような特徴が挙げられた要因に，カ

ウンセリング体験なし群があり群よりも多かったためと思われる。Co に対するネガティブな

考えでは，カウンセリング体験あり群は 43％，ない群は 15% とカウンセリング体験がある者

の方が多かった。従って，半構造化面接ではカウンセリング場面におけるネガティブな体験に
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焦点をあてていく必要性が示された。

　半構造化面接を通して，①ポジティブな方向に進展したラポールの形成過程と②ケース中止

に至ったラポールの形成過程の特徴が挙げられた。ラポールの形成過程における過程的カテゴ

リーとして「関係の始まり」，「相互作用による関係の質の変化」，「Cl の判断」が抽出された。

①の過程では，「第一印象」，「関心をもたれていると感じる」，「Clの状態に合ったCoの反応」，「安

心感の蓄積」，「協調的関係の認識」という共通の段階的なサブカテゴリーが抽出された。Cl

は Co の性別や年齢，表情や話し方を含む語調から第一印象を形成し，関心を持たれていると

感じる。その後，主に Co の専門的・言語的介入によって安心感が蓄積される体験を経て自己

の変化に気づくことで Co との協調的な関係を認識する。②の過程では，「第一印象」，「関心

をもたれていないと感じる」，「漠然とした不快感」，「一方的な刺激の伝達の知覚」，「心理的に

見てくれていない」，「傷つき体験とその蓄積」，「傷つき体験の限界の認識」という共通の段階

的なサブカテゴリーが抽出された。Cl は言語的・非言語的刺激を通して Co から「関心をもた

れていない」と感じ，専門的介入を経て，「漠然とした不快感」を抱く。更に，Cl にとって不

快と感じられる体験や Co からの「一方的な刺激の伝達の知覚」によって「心理的に見てくれ

ていない」と感じる。このような類似した体験が反復されることによって，「傷つき体験とそ

の蓄積」という型で Cl に認識される。その後，更に類似した体験が積み重ねられることで Cl

が傷つき体験の限界を認識しカウンセリングを中止する判断に至る過程が見出された。特に傷

つき体験では，語調・身体動作・表情・視線・情動刺激の非言語的刺激が共通カテゴリーとし

て挙げられた。Cl は Co による一方的な非言語的刺激を知覚し，そこから Co の情動状態を推

測する。傷つきやすい状態にある Cl はその情動刺激を「批判されている」などネガティブな

刺激として分極化した型で認識する。このような類似した刺激を反復的に体験することが傷つ

き体験として蓄積されることが示された。　

　本研究の結果から，3 つの仮説が生成された。

　　1．一方的な非言語的刺激の伝達の継続による傷つき体験の蓄積が，ケース中止に繋がる。

　　2．否定的な情動刺激の伝達がラポール形成にネガティブにはたらく。

　　3．非言語的刺激の伝達のあり方の調整が，その後のラポール形成に有効にはたらく。

　以上のことから，カウンセリング場面における非言語的刺激の伝達のあり方は，Cl にとっ

て Co についての重要な情報の一つであるといえる。また，Co は Cl の不快な体験や傷つき体

験について何らかの型で話し合うことや，自らの非言語的刺激の伝達のあり方に気づくことで

その伝達の調整をすることが可能となり，その後のラポール形成がよりポジティブな方向へ動

くための選択肢を広げるものになると考えられる。
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中学生の部活動，自己統制と逸脱行動との関係

06ML60018　籔内　秀樹
　　　指導教員   白倉　憲二

問題　内閣府（2005）によると，非行は 14 歳から 16 歳で頻発し，この年齢にあたる中学生の
非行防止が重要である。非行化の早期発見，早期指導の視点からは，学校や社会の規範に反す
るような逸脱行動を見逃さずに指導していく必要があると考えられる。Gottfredson ＆ Hirschi

（1990 松本訳 1996）は，犯罪を予測する最も重要な要因は，自己統制の低さであるとした。
また自己統制は，幼少期に形成され以後変化しづらいと指摘した。しかし Wright，Caspi，
Moffitt，& Silva（2001）は，自己統制が低い者でも学業成績が高い場合は犯罪が少ないこと
を指摘した。Wright 他（2001）の研究をふまえ大渕（2006）は，自己統制が低くても学校に
おいて適応し，評価されていれば，社会との絆が保たれ，逸脱しにくいとした。逸脱行動に対
する抑止要因として部活動に着目した研究もあり，部活動の様々な要素が抑止要因として検討
されている（伊藤，1985；白松，1993；西島・藤田・矢野・荒川，2001；長谷川，2002）。し
かし吉村（1997）は，部活動がストレスとなり，不適応に陥る危険性を指摘した。したがって，
部活動が否定的に作用する可能性もある。
目的　本研究では，中学生の部活動，自己統制と逸脱行動との関係を検討する事を目的とする。
仮説として以下の 3 つを挙げ，検証する。①自己統制の高い者は，自己統制の低い者に比べ逸
脱行動経験が少ない。②部活動参加者は，部活動不参加者に比べ逸脱行動経験が少ない。③部
活動参加者においては，継続期間，活動時間，部活動積極性，参加頻度，活動日数，大会参加
の有無，大会水準，活動種目，部員数など部活動における諸要素の違いによって逸脱行動経験
に差が見られる。これらの仮説の検証を通して，中学生の逸脱行動の防止に貢献する知見を得
ることを目的とする。
対象と方法　都心近郊の A 市立 B 中学校の 1,2 年生を対象に質問紙調査を行った。有効回答
者は 173 名（男子 82 名，女子 91 名），平均年齢は 13.1 歳（12 歳～ 14 歳）であった。質問紙
の内容は，基本的属性，部活動に関する質問（部活動参加状況，参加種目，継続期間，部の 1
週間の活動日数，参加頻度，1 日の活動時間，部員数，大会参加，大会水準），部活動積極性
尺度（角谷・無藤，2005 を修正），自己統制尺度（鈴木・鈴木・原田・井口，1996 を修正），
逸脱行動尺度（総務庁青少年対策本部，2000 を修正）で構成された。
結果と考察　部活動の諸要因（参加の有無，運動部か文化部か，継続期間の高低，活動日数の
高低，参加頻度の高低，活動時間の高低，部員数の高低，大会参加の有無，大会水準の高低，
部活動積極性の高低）と自己統制の高低を独立変数とし，逸脱行動を従属変数に，それぞれ 2
要因の分散分析を行った。結果は，自己統制高群が自己統制低群に比べ逸脱行動が少なかった。
したがって，仮説①は，支持され，自己統制の高い者は自己統制の低い者より逸脱行動を起こ
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しにくいことが示された。部活動に参加しているだけでは，部活動不参加者と比べると逸脱行
動に差が見られず，仮説②は支持されなかった。入学した月に入部し部活動を継続していた継
続期間高群は，自己統制の高低にかかわらず，逸脱行動が継続期間低群に比べ少なかった。入
学した月に部活動に入部し，それを継続することは，逸脱行動の予防に貢献できると考えられ
る。生徒には入学後なるべく早い段階で部活動に入部させ，継続して部活動に取り組めるよう
気を配る必要がある。活動時間，部活動積極性においては自己統制と交互作用が見られ，自己
統制の低い者においてのみ，活動時間や部活動積極性が高い者の逸脱行動が少なかった。すな
わち自己統制が低く逸脱行動を起こしやすい者においては，部活動に時間を費やすことや，部
活動に積極的に取り組むことが逸脱行動を抑止することにつながると考えられる。本研究では
1 日に 2 時間以上活動している者を活動時間高群とした。したがって，逸脱行動の予防という
視点からは，2 時間以上の活動時間が必要であると考えられる。しかし，生徒の負担も考慮し，
活動内容や活動日数に見合った時間設定が大切である。部活動に積極的に取り組むことで，自
己評価が向上し（西島他，2001），学校生活満足度が高まる（角谷・無藤，2005）可能性がある。
その結果，学校的秩序への適応が促されると考えられる。部活動積極性を養うためには，スモー
ルステップの目標設定を行い，生徒にやりとげた喜びを味わうことができるよう指導すること
や，成功体験を積み重ねた後には，難しいことにもチャレンジさせることが大切だと考えられ
る。また生徒の多様な興味に対応できる部活動の環境づくりも重要だと考えられる。1 年生に
おける大会参加者は，大会不参加者に比べ逸脱行動が多い傾向にあった。また 1 年生において
大会水準高群は，大会水準低群に比べ逸脱行動が多く，大会参加や大会水準の高さが逸脱行動
の抑止と反対の働きを持っている可能性が示された。1 年時から高い成績を残している生徒の
逸脱行動が多かったことの理由として，発達的に進んだ生徒達であり，逸脱行動が頻発し始め
る 14 歳頃の生徒達に近い行動傾向にあった可能性がある。また良い成績を残そうと頑張りす
ぎて，いわば息切れを起こした生徒が，多くいた可能性も考えられる（吉水，2001）。さらに，
大会に出て評価されたい欲求と，逸脱行動をすることで先生や友人の関心を引きたい欲求とが
1 年生では未分化であった可能性もある。1 年生で高い成績を残している生徒に対しては，上
記のような点を考慮した指導が必要であろう。参加頻度，活動日数，種目，部員数の違いによっ
て，逸脱行動に差は見られなかった。仮説③は，継続期間，活動時間，部活動積極性，大会参
加，大会水準の 5 つの要素について支持され，参加頻度，活動日数，種目，部員数の 4 つの要
因については支持されなかった。
　最後に本研究の問題点と今後の課題について述べていく。本研究において用いた部活動積極
性尺度，逸脱行動尺度，自己統制尺度は，主成分分析により一次元性が確認され，また高い信
頼性係数を有していた。しかし部活動積極性尺度には高得点に，逸脱行動尺度と自己統制尺度
には低得点に，偏った得点分布を示した項目が見られた。したがって，尺度の再検討が課題と
して残された。今回の結果を裏付けるためにも，より的確な測定のできる尺度を用いた検討が
必要である。また本研究においては，性差や学年差について充分検討できなかった。性別や学
年といった要素を加えて検討すると，異なった結果が得られた可能性は残されている。
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乳児院における保育の意義
――関与観察データの質的分析――

06ML60019　吉村　佳恵
　　　指導教員　木原久美子

問題　乳児院は，乳児（おおむね 2 歳未満）を入所させて，養育することを目的とする施設で
ある（児童福祉法第 37 条）。親のいる子どもの入所の増加や入所児の抱えるケースの背景の複
雑化により，乳児院の養育に関連する児童福祉施策の改善の取り組みが行われている。子ども
の保育の質を高めるためにも，そこで保育士がどのように子どもの育ちを支えているのかを検
討することにより，乳児院における保育の意義を明らかにすることが求められよう。現在，全
国の乳児院では，乳児院養育指針（全国乳児福祉協議会，2002）に基づき，養育原理・目標を
立てた養育を展開している。ほとんどの乳児院において担当制が実施され，直接援助職員と子
どもとの愛着関係の形成を重視した保育の取り組みがなされている。本研究では，乳児院にお
ける保育の意義を考える際，乳児院において子どもがどのように育っているのかをアタッチメ
ント形成に着目して分析する。これまで，乳児院での保育に焦点をあてた家庭の代わりとなる
子どもの日常生活場面で，担当者とその他の複数の保育士を含めたアタッチメント形成に関わ
る質的な研究は行われていない。退所後，安定した新たな他者関係を築くためにも，乳児院に
おいて子どもの安定した情緒の形成，発達を支えることが大切である。そこで本研究では，入
所してから退所に至るまでに子どもたちが家庭に代わる乳児院の中で，担当者や直接援助職員，
他児と関わりながら育っていく姿を質的に分析することを目的とする。
目的　本研究では，乳児院における子どもの対人社会的発達モデルを生成することを目的とし，
主に保育場面を中心とした日常的な生活場面で関与観察を行う。関与観察では，入所から退所
に至るまでの間に子どもたちが，①どのようにして情緒の安定を図り，担当者と愛着を形成し
ていくのか，②自己や社会性を直接援助職員や他児との関わりの中でどのように育んでいるの
か，③直接援助職員は，担当児と関係を形成するためにどのような意識で関わり，非担当児を
含めた大勢の子どもの保育に日々取り組んでいるのか，の 3 点に着目してデータを取る。それ
を心理的な視点から質的に分析することによって，入所してから退所するまでの生活が子ども
たちにとってどのような意味があるのかを整理し，乳児院における保育の意義を明らかにする。
方法　Ａ乳児院の保育現場に補助的保育者として参加する関与観察と直接援助職員（以下，保
育士と記す）に対する半構造化面接とフィードバックを情報収集の具体的方法とする。あらか
じめ，現場への IC レコーダーの持ち込み許可を頂いた。記録は空き時間に随時記録し，帰っ
てから生活記録として 1 日の観察記録を作成した。後に逐語記録と重ね合わせ，エピソード記
述を行った。半構造化面接は，観察からは異なる視点からのデータ収集とデータの修正，精緻
化を目的として行った。分析方法は，修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ（以下，
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M-GTA と略す）（木下，2003）を用いた。M-GTA は，ヒューマンサービスの領域に適しており，
分析手順も明確で優れた説明力があり，結果の妥当性を高めるように工夫されている調査方法
である。期間は，2007 年 5 月 16 日から 2007 年 5 月 24 日の 8 日間と 2007 年 6 月から 2007 年
10 月のほぼ毎週日曜日の 18 日間であった。
結果と考察　研究プロセスの STEP1 から STEP3 までを経て，抽出された 24 のカテゴリー結
果を STEP4 において，子どもの対人社会的発達に焦点をあてて，入所から退所までの流れに
沿って 4 つの時期に分類し，5 個のカテゴリーに統合した。さらに，それらに入りきらなかっ
た結果は，別枠として 2 つのカテゴリーに統合し，全部で 7 個のカテゴリー・グループとした。
入所から退所までの時系列的な変化が以下の①から⑤である。
　入所初期，乳児院での子どもの養育は，①基本的欲求の充足と生活習慣の獲得から始まる。
生理的欲求を満たし始めると，それまで希薄であった対人関係にも変化が現れ，担当者への対
人希求行動が現れ，②担当者との愛着形成と対人関係・社会性の広がりが見られ始める。担当
者を安全基地として探索的な行動が現れてきた子どもたちは，③保育士や他児，たびたび訪れ
る「お姉さん先生」とのやりとりを通じて，自己や社会性を育むと同時に，家族のいる子ども
たちは，父，母とも面会を通して，関係を修復し愛着を形成していく④親子の関係修復に向け
た取り組みが行われている。そうした面会を経て，家庭復帰や里親への委託が決定すると引き
取りに向けた，子ども－親，子ども－里親の関係形成の取り組みが行われ始め，⑤子どもの愛
着対象を担当者から親，里親へと移行していくということが示唆された。そして，こうした乳
児院での子どもの生活，発達過程は，親代わりの担当者や叔父・叔母のような役割を果たす保
育士，兄弟や従兄弟に近い他児の⑥家族に近い存在との関わりの中で育まれている。しかし同
時に，愛着形成を重視した担当制保育の中で，⑦担当者が抱える悩みと現在の保育体制での限
界と課題も明らかになった。
　以上の結果から導き出された乳児院における保育の意義を考察した結果，①入所後，乳児期
の段階に再び戻り，人が人として生きていくために必要な欲求と環境を獲得して，他者との関
係を築くこと，②「集団の中で育まれる子どもの他者関係や自己，社会性の発達を支える保育」
と「子ども 1 人 1 人に合った個別的な対応によって子どもの個性（良い面）を育む保育」が日々
の生活場面の中で実践されるところ，③子どもたちが乳児院での第 1 の愛着対象である担当者
や，担当者不在の際も安心して過ごせるための第 2 の愛着対象である保育士，そして，本来の
子どもの愛着対象者である親という多くの愛着対象の存在によって支えられ，またそれぞれの
愛着対象者が 1 人の子どもの育ちを支えていること，④退所の際に，愛着対象である保育士と
の別れを経験するものの，入所から退所に至るまでの保育の取り組みと複数存在する愛着対象
の存在によって，子どもが，心身ともに健全で安定した状態で乳児院を巣立っていけること，
⑤親代わり＝担当者，叔父・叔母＝保育士，兄弟或いは従兄弟＝他児という，子どもの成長，
発達にとって欠かせない重要な家族の存在を得て，その中で対人関係や社会性を育んでいると
ころ、乳児院における 5 つの保育の意義が見いだせた。そこから，乳児院での保育が十分に機
能した場合の入所から退所までの子どもの対人社会的発達モデルを生成した。
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保育者と心理士との協働が保育実践に及ぼす効果
――保育者による巡回相談のふりかえりを通じて――

06ML60020　脇　　貴典
指導教員　木原久美子

問題と目的

　現在の乳幼児保育・教育の場に求められる社会から保育者への要請が多様化していく中にお
いても，保育者は子ども達の発達を保育を通して支え続けていくことが基本となる．
　心理士による保育者とのコンサルテーションは，保育の専門性の向上につながる，ひとつの機
会となり得る．浜谷（2006）は，保育に対する質の高い支援のあり方を論じるためには，コンサ
ルテーションがそうした支援機能をもっているかという分析が必要であると述べている．
　本研究の目的は，第一に心理士のコンサルテーションとしての巡回相談を利用した経験のあ
る保育者の問題解決や実践の変化に関する評価を明らかにすることである．第二に巡回相談事
例のふりかえりに基づく保育への取り組みに関する調査結果から，保育者と心理士とのコンサ
ルテーションが，保育者の専門性の向上や保育者としての成長，園全体の保育の取り組みにど
のように関連しているのかを明らかにすることである．仮説は以下の通りである．
仮説 1：「巡回相談によって問題が解決したと高く評価した保育者は自らの専門性が向上した

という意識が強い」
仮説 2：「巡回相談によって実践が変化したと高く評価した保育者は自らの専門性が向上した

という意識が強い」
仮説 3：「保育者の考える問題の状況によって，巡回相談を通じて獲得される保育者の専門性

は異なる」
仮説 4：「相談員が課題とした子どもの問題によって，巡回相談を通じて獲得される保育者の

専門性は異なる」
対象と方法

　心理士とのコンサルテーションを経験したことのある保育者（保育士・幼稚園教諭）を対象
として，保育者の成長に関する質問紙調査を行った．分析の対象となったのは，4 地域の保育
者 151 名であった．
　質問紙は，フェイスシート，コンサルテーション状況調査用紙，保育者の専門性を測る項目
から構成された．回答方法は，過去に経験したコンサルテーションとしての巡回相談を回顧的
に自記入式で行った．
　質問紙調査の分析方法として，まず，対象となった保育者の属性の特徴を捉えるために単純
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集計を行った．次に，保育者の専門性を測る項目について主因子法・プロマックス回転による
因子分析を行った．作成した保育の専門性の側面と，心理士のコンサルテーションによる問題
解決の程度，保育者の実践変化の程度，相談契機，相談で扱った子どもの行動特徴，保育者の
属性，コンサルテーションの成果との関連を調べるためにｔ検定を行った．分析は SPSS for 
Windows Ver 11.5 を使用した．
結果

　保育者の専門性について行った因子分析の結果，保育者の専門性は「保育の企画」，「障害な
どの理解」，「保護者との関係」，「外部機関との連携」，「園内職員間の連携」，「保育への意欲」
の 6 側面からなるということが明らかとなった．
　心理士とのコンサルテーションを経験して，問題解決に大きな改善があったと評価した保育
者には，自身の専門性においても変化が見られること，心理士とのコンサルテーションの後に，
自身の実践の変化が大きいと評価した保育者には，保育の専門性においても変化が見られるこ
とが明らかとなった．これにより，仮説１, ２が支持された．
　保育の専門性と巡回相談の相談契機との関連に関しては，相談契機の内容によって保育の専
門性に及ぼす影響が異なった．これにより，仮説 3 が支持された．
　保育の専門性と相談で扱った子どもの行動特徴との関連に関しては，子どもの行動特徴に
よって保育の専門性に及ぼす影響が異なった．これにより，仮説 4 が支持された．
　この他，コンサルテーションにおける保育者の属性，保育者の評価などの諸条件によっても，
保育者が感じる専門性の変化が異なることが明らかとなった．
総合考察

　コンサルテーション成果の認識，心理士との相談契機，及び，保育者の属性に関するデータ
の解析結果から，心理士の行うコンサルテーションは，こうした様々な要因により，保育者の
専門性に及ぼす効果が異なるということが示された．これは，複数の保育者（コンサルティ）
が外部専門家である心理士（コンサルタント）の行うコンサルテーション（巡回相談）を経験
したとしても，各保育者の立場によって必要としている情報や保育の側面が異なるため，コン
サルティ自身が自分自身に必要不可欠な情報を主体的に選定しているということが示唆される．
　つまり，コンサルタントとしてコンサルティ側のニーズや保育者としての里程を正確に把握
し，保育者の状態と支援目標を明確化したコンサルテーションを展開していくことが，コンサ
ルテーションにおいて保育者と心理士とが協働して，目標達成や問題解決を成功していく際の
重要な鍵となると言える．
　今後は，保育者の専門性に関わる諸側面において，心理士が，保育者一人ひとりの問題解決
のために必要としている側面をバックアップすることが重要である．それを可能とするコンサ
ルテーションの研究を行っていくことが必要であると考えられる．加えて，コンサルタントの
行うコンサルテーションの変数を制御し，コンサルティに及ぼす影響を測定可能な条件で行う
など，より客観性の高い詳細なコンサルテーション研究も必要となろう．
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高齢者のこころの居場所に関する研究
――関連する要因の分析も含めて――

06ML60021　渡邉ひとみ
指導教員　元永　拓郎

はじめに　日本における 65 歳以上の高齢者人口は過去最高の 2,660 万人，高齢化率は 20.8％
という現状であり，今後も増加の一途をたどるといわれている（内閣府， 2007）。
　黒川（2005）は，老年期は人生の最終ステージであり，非常に元気な高齢者もいる一方で，
心理的問題を自ら解決できずに自殺に至る者も多いとし，高齢者の心のケアの必要性を述べて
いる。また，社会的ニーズや高齢者自身の QOL の維持・向上といった面において，近年の高
齢者に対する関心が高まってきていると考えられる。これらより，高齢者の QOL の評価や心
のケアは，高齢者が健康で生きることのほかに「イキイキ」と生活していくという観点で，様々
な症状の予防につながるのではないかと考えた。
　在宅での高齢者援助の介入の視点として，「居場所」という言葉に着目できよう。コミュニ
ティ心理学の立場などから，近年使われるような「居場所」の意味としては，居心地の良さな
どの心理的側面が重要であり，物理的空間が存在するだけでは居場所として作用しないと考え
られる（西田， 2001）。また，居場所研究に関しては，児童・青年期を対象とした研究が多く，
高齢者を対象に検討したものは少ない。
目的　普段の生活の中で「こころの居場所」をどの程度感じているか，ということと，高齢者
の QOL は密接な関係があると考えた。そのため，予備調査では，聞き取り調査によって，質
問紙調査の項目の整理を行なうことを目的とした。また，本調査では予備調査において追加・
修正した項目を取り入れ，質問紙調査による検討を行った。さらに，こころの居場所の関連要
因について，QOL・属性・ソーシャルサポートを検討した。
対象と方法　本研究では，「こころの居場所」の定義及び関連要因の検討を行ったため，予備
調査では「こころの居場所」について，居場所と感じる時・場所・感情について男性 2 名，女
性 3 名の 60 歳以上の方に面接調査を行い，本調査の参考とした。本調査では，60 歳以上の在
宅で生活する高齢者が集う高齢者福祉センター等で男性 42 名，女性 64 名，計 106 名から調査
票を回収し，検討を行った。こころの居場所を検討する際，「居場所」の心理的機能の尺度（杉
本・庄司，2006）が高齢者にも適用できるかの検討を行った。その上で，高齢者特有の居場所
を検討するために，各文献から抽出した項目を「高齢者のこころの居場所の心理的機能」とし，
因子分析によって因子構造の検討を行った。そして，得られた尺度を元に，QOL・ソーシャ
ルサポートがどのように関わっているのかを検討するため，QOL 得点を高・中・低の 3 群に，
ソーシャルサポートの有無によって 2 群に分け，それぞれ分析を行った。また，自由記述の中
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から得られた「居場所」の回答が，居場所の心理的機能にどのように関わるのかを検討した。
結果と考察　予備調査の結果，女性は「地域の集まり」「母のいる実家」などを居場所として
挙げており，今自分が住んでいる家について語られることは少なかった。また，地域の集まり
等に参加する事で，気持ちをリフレッシュさせているような語りが示唆された。先行研究など
からも，日常交流の中で他者との関わりを大切にすることによって QOL を保っていることが
推測できるだろう。一方男性の場合，家庭を大切にするといった発言や仕事・趣味などが得ら
れた。また，仕事をしている時に感じる責任感を，家に帰りリラックスすることで，精神的な
健康を保っていたことが伺えた。女性よりも，他者との関わりについての語りが少ないことが
印象であった。
　本調査では，まず，「被受容感」「精神的安定」「行動の自由」「思考・内省」「自己肯定感」「他
者からの自由」の 6 因子からなる「居場所」の心理的機能（杉本・庄司，2006）の検討を行っ
たところ，高齢者でも同等の心理的機能を測定できることが示唆された。また，「高齢者のこ
ころの居場所」の要素を検討するために因子分析を行ったところ，「目標達成」「役割達成」「安
心感」の 3 つの因子が抽出された。信頼性と妥当性の検討を行ったところ，十分な信頼性が確
保された（α =.86 ～ .94）ため，今後の分析にも耐え得ると判断した。また，既存尺度との相
関も有意に認められる結果となり，妥当性もあるといえることが示された。
　次に，既存尺度及び「高齢者のこころの居場所」の尺度と関連要因の検討を行った。性別に
おいては居場所の心理的機能に差は認められなかった。また，QOL 高・中・低群，及びソーシャ
ルサポートの有無に関して検討したところ，QOL 高群は「被受容感」「精神的安定」「安心感」
の得点が有意に高かった。さらに，家族からの情緒的サポートがある群は「被受容感」「精神
的安定」「行動の自由」「自己肯定感」「他者からの自由」「役割達成」「安心感」において得点
が高くなることが示唆された。こころの居場所には，「安心感」が基本となっていることが示
唆された。また，安心感の他に自身に役割を求めるといった感覚が，QOL が特に高い対象者
に生じやすい可能性があることが示唆された。また，自由記述においては家族以外の他者との
間に生じる居場所も多く挙がっていた。
　これらより，「こころの居場所」は家族からのサポートが基本となることで，家族以外の他
者との居場所を求めているのかもしれない。今後，さらにソーシャルサポートの有無や程度に
よる居場所感覚の違いを検討することにより，支援における新たな介入の視点を把握するき
かっけになるだろう。
　以上から，在宅の高齢者支援に必要な要素として，今生活している中で「こころの居場所」
をどの程度感じているかによって，QOL にも変化がある可能性があることが示唆された。こ
のことは，在宅高齢者支援の心理的支援の介入の視点を探る一助となる可能性があり，意義深
いとされる。しかし，今回の研究では主に「居場所がある」高齢者を対象としたため，今後は「居
場所がない」という視点にも目を向けることにより，介入の視点が広がる可能性があり，課題
として挙げられるだろう。


