
死別体験における認知変容が悲嘆反応に及ぼす影響について
―心理的距離と直面化との関連から―

01ML60001 井口　　茜
指導教員　春日　　喬

現代にはストレッサーとなるライフイベントは数多いが、人間が生涯のうちで体験する様々

なライフイベントの中で最もストレスフルなイベントとして考えられるのが死別体験である。

そのため、様々な心理的、行動的問題が発生すると言われている。Freud以来、精神分析家を

中心に様々な死別体験後の悲嘆に関する研究が行われ、死別体験者にとって死別体験後の悲嘆

のプロセスの通過は必要不可欠であると考えられてきた。近年では悲嘆に関する実証的研究も

数多く報告されている（富田ら、2000）。死別体験をストレッサーとして、我々に与える影響

を考えるとき、Lazarusら（1984）のストレス理論は悲嘆反応の理解に役立つ。この理論によ

ると、経験された出来事をストレスフルと感じるのには個人の主観的なプロセスが重要視され、

ある出来事を経験しても、それをストレスとして認知するか、それにどのように対処するかに

よって心身に与える影響は大きく異なってくることが知られている。さらに、悲嘆のプロセス

を考える場合、悲嘆反応はいくつかの段階的な位相を経過しながら解決へ進み、このような位

相を段階的に進んでいくには、解決しなければならない課題が存在するとされている。

Worden（1982）は、それらの課題を「悲嘆の4つの課題」としてまとめている。しかし悲嘆

のプロセスは、個人の特性と状況により前後の繰り返しがあり、必ずしも直線的な経過をたど

るわけではないことが明らかになっている（Brown＆Stoudemire、1999）。つまり、Lazarusの

ストレス理論を悲嘆反応に応用したとしても、悲嘆プロセスの位相を考えるにしても、死別体

験には個人差があると考えるのが妥当であろう。死別体験の個別性を重要視した場合、個人の

心理的な動きを個性記述的に検討する必要があり、大量データに基づく仮説検証的な分析は不

向きであると思われる。そこで、本研究では個性記述的（ideographic）な立場から死別体験に

ついて面接調査を実施し、死別体験の個別性を重要視しながら、事例を詳細に記述検討するこ

とによって、量的な研究ではなく質的な視点から死別体験者における将来の「悲嘆克服のプロ

セスモデル」の基礎的資料となるフローチャートの試案を提出することを目的とした。

方法として、まず、帝京大学心理学科の授業中、受講生200名ほどに富田らの先行研究を踏

まえて作成した自由記述の質問紙に記入して貰った。その結果、血縁関係は悲嘆反応に必要条

件ではなく、死別体験者と死者がどのような心理的関係を築いていたかに重要性があると思わ

れた（死別体験者と死者との心理的距離のとり方）。また、死別体験者側にある要因（外的な

要因）も関係していると思われた。この結果を踏まえて、帝京大学心理学科の授業中、200名
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ほどの受講生に面接への調査依頼書に記入してもらい、協力を承諾してくれた方3名と筆者が

個人的に協力をお願いした2名、合わせて5名の方に面接調査を行った。面接では、①死者と

被検者の関係、②死者の死亡時の年齢、死亡原因、死別を経験したときの被検者の年齢、③死

者と被検者との親密さ、④死別に直面したときの被検者の感情や状態、⑤被検者の現在の心境、

また、それに至るまでに行った行動など、⑥周囲から得られたサポートやしてもらって不快だ

ったこと、などを主に聴取した。

面接記録から得られた内容を個性記述的な視点にたって整理し，悲嘆克服のプロセスに関す

るいくつかのカテゴリーを抽出・整理し、語られた死別体験の背後にある特質の解釈を行った。

さらにこの解釈から悲嘆克服プロセスのモデルに向けて、フローチャートの作成を試みた。結

果として抽出されたカテゴリーはa）対象の死亡時の状況、b）死別体験者と死者との相互関係

性、c）死別体験直後に起こった感情や行動（悲嘆反応）、d）現在に至るまでの感情の変化・

現在の心境に至るまでに行った行動（悲嘆の経過、対処行動）、e)悲嘆状況における周囲から

の関わりの5つであった。さらにそのカテゴリーを検討することによって、「死者側にある要

因」と「死別体験者側にある要因」、また、死者との心理的な距離の取り方が相互依存的、一

方的依存、相互関係が希薄かによって、悲嘆反応の違いや悲嘆反応の強度が現れていると考え

られる。悲嘆のプロセスに関係していると考えられる対処行動は2つに大別され、外的対処行

動も内的対処行動も死別経験に対して、様々な角度から直面化することに役立ち，直面化によ

って、それまで死別経験に対してもっていた認知を新たに認知的再構成することによって、結

局は認知の変容を促すことに成功していると考えられた。悲嘆の最中に周囲から受けた関わり

については、悲嘆克服のプロセスを進めるのに役にたったものと、逆に不快な気分にさせられ

たものに大別できた。これらをその作用の面からプラスの関わりとマイナスの関わりに大別し

たが、悲嘆克服のプロセスに対してどのような作用があったかは、今回の個性記述的

（ideographic）資料からは残念ながら詳細は不明である。

以上のようなカテゴリーの検討から、死別体験が起こった場合、死者側にある外的要因と死

別体験者側にある外的要因、心理的距離の取り方によって悲嘆反応の様子や強度に違いが現れ、

悲嘆反応に対処するために外的対処行動か内的対処行動が取られ（あるいはその両方）、死別

体験に対して直面化が図られる。そして、認知的再構成が行われ、認知の変容を招くといった

悲嘆克服のプロセスモデルが想定された。今回の研究はそれに向けての基礎的資料の収集と位

置づけられる。死別体験が体験者にとって、皆一様な体験ではなく、非常に個別的であること

を考えると、個人の死別体験に対する認知の仕方や、死者との関わり方、解決方法の様式、周

囲からの関わりに注目したモデル作りが必要であることを今回の面接事例は示していた。
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大学生の摂食障害傾向に関連する要因
―家族関係とソーシャル・サポートを中心に―

01ML60002 内野　友子
指導教員　元永　拓郎

近年、食行動に関するさまざまな問題が注目されている。問題の中でも、摂食障害は発症の

契機やその治療に関して多くの議論がなされている。DSM-Ⅳの摂食障害の診断基準を満たす

には至らないまでも、近い症状や類似の心性をもつもの、つまり、食事、体重・体型への過度

のこだわり、ダイエットやむちゃ食い・嘔吐などの食行動の問題に悩み、そのために学業や仕

事、対人関係に支障をきたしている青年は多くいると考えられている。

摂食障害の発症には文化・社会的要因、心理的要因、生物学的要因などさまざまな要因が複

雑に関連しあっていると考えられている。家族成員の心理や関係の在り方が深く関わっている

という報告も数多くなされており、偏った親の性格と養育態度、家庭内不和、家族の食生活と

食行動の異常などが挙げられている。また、ソーシャル・サポートと身体的・心理的健康状態

との関連も指摘されており、ソーシャル・サポートが高い人はさまざまなストレスフルな状況

におかれても、心身の適応状態が悪化しにくいということが見出されている。

そこで本研究では、大学生の男女を対象に、摂食障害の傾向と家族関係およびソーシャル・

サポートとの関連について調べるために、質問紙調査を行った。

調査は2002年7月・10月、帝京大学の学生を対象に実施した。心理学関連の講義時間内に質

問紙を配布した。調査の主旨を説明し了承の得られた学生にその場で回答してもらい回収した。

合計269名の回答が得られ、そのうちの200名（男性98名、女性102名）を分析の対象とした。

質問紙の内容は、摂食障害調査質問紙（EDI）、家族に関する質問紙調査（FAD）、学生用ソー

シャル・サポート尺度（SESS）と性別・年齢・学年・居住状況・家族構成に関してたずねる

質問項目である。EDIは「やせ願望」「過食」「体型への不満」と他の心理的要因合わせて11の

下位尺度からなる。得点が高いほど摂食障害の程度が重いことを示す。FADは「問題解決」

「意思疎通」「役割」「情緒的反応」「情緒的関与」「行動統制」「全般的機能」の7の下位尺度か

らなる。得点が高いほどその領域の家族機能が低下しているものと判定される。SESSは「父

親」「母親」「きょうだい」「学校の先生」「友人」の5つの下位尺度からなる。得点が高いほど、

そのサポート源からのサポートを強く受けていることを示す。

分析は、まずEDI・FAD・SESSのそれぞれの下位尺度得点において、性別で差がみられる

かどうかを分析するために t検定を行った。次に、EDIの下位尺度間の相関を性別に分析した。

続いて、EDIとFAD・SESSそれぞれの下位尺度の間にどのような相関があるのかみるために
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EDIとFAD、次にEDIとSESSとの相関を分析した。また、食行動の中でも臨床上特に問題と

思われる「過食」、体型に対する態度である「体型への不満」「やせ願望」に注目した。そして、

これらの下位尺度を各々従属変数として、FADの「意思疎通」「情緒的関与」「行動統制」「全

般的機能」、SESSの「先生」「友人」を独立変数として重回帰分析を行った。

分析の結果、EDIの下位尺度の平均得点では、「やせ願望」（t＝-7.23、p＜.01）「体型への不

満」（t＝-8.02、p＜.01）「過食」（t＝-4.16、p＜.01）において、男性と比べて女性が有意に高か

った。それ以外の、摂食障害に関連しているといわれる性格傾向について性差はみられなかっ

た。FADの下位尺度の平均得点では、「情緒的反応」においてのみ男性が有意に高いという結

果が得られたのみであった（t＝2.42、p＜.05）。SESSの下位尺度の平均得点では、「母親」

（t＝-2.74、p＜.01）「きょうだい」（t＝-3.40、p＜.01）「友人」（t＝-3.69、p＜.01）において、

女性が有意に高いという結果が得られた。

EDIとFADとの相関では、男性については「過食」で「情緒的関与」（r＝.27、p＜.01）「行

動統制」（r＝.31、p＜.01）との相関が有意であった。女性については「過食」「体型への不満」

はFADの多くの下位尺度との相関が有意であった。EDIとSESSとの相関では、男性について

は「体型不満」で「友人」との相関が有意であった（r＝-0.22、p＜.05）。女性については「過

食」「体型への不満」「やせ願望」ともに、「母親」（r＝-.27、r＝-.31、r＝-.33、p＜.01）「先生」

（r＝-.30、r＝-.41、r＝-.26、p＜.01）との相関が有意という結果が得られた。

重回帰分析の結果、男性では「過食」に「情緒的関与」（β＝.31、p＜.05）「行動統制」

（β＝.32、p＜.01）「友人」（β＝.27、p＜.01）が有意な影響を与えていた（F＝4.92、p＜.01）。

女性の「過食」には「全般的機能」（β＝.48、p＜.05）が有意な影響を与えていた（F＝3.77、

p＜.01）。女性の「体型への不満」に「先生」（β＝-0.38、p＜.05）が有意な影響を与えていた

（F＝5.62、p＜.01）。「やせ願望」にも「先生」（β＝-0.27、p＜.01）が有意な影響を与えてい

た（F＝2.83、p＜.05）。

以上の結果をもとに考察を行う。男性と比較して女性の方が摂食障害の傾向が強いとの結果

は過去の先行研究とも一致する。家族関係やソーシャル・サポートと摂食障害傾向との関連の

仕方は男性と女性では異なった。よって男性よりも女性において、家族関係やソーシャル・サ

ポートの認知と摂食障害の傾向が強く関連しているといえる。男性の過食傾向は、自分の感情

の自覚や衝動性、強迫的な傾向といった摂食障害に関連するといわれる心理的特徴の関連もあ

った。これは女性で得られた結果と重なるものが多い。つまり男性の過食傾向と女性の過食傾

向には共通する心理的メカニズムも存在している。また女性では、先生すなわち年上の他者が

体型への態度に大きな影響を与えていることが示された。本研究では対象が大学生に絞られて

いるが、ある程度の数を確保しているので、ある程度の傾向を示していると考えられる。今後、

男女の摂食行動の違い、男性の過食についてどう考えるかについて、さらなる研究を進めた

い。
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精神障害者作業所通所者の利用満足度に関する研究

01ML60003 太田　幸治
指導教員　張田　真美

精神障害者作業所（以下、作業所）は法定外の施設ではあるが、精神障害者のリハビリテー

ション活動にとって重要な存在となっており、その活動の内容も多岐にわたっている。また、

精神障害者のための社会復帰援護対策の遅れ等を背景に精神障害者の生活を支える受け皿とし

て機能し、通所者（以下、メンバー）の生活リズムの確立、作業により工賃を得たことによる

自信の回復等を成果として納めてきた。本研究では、メンバーの認識する作業所機能、通所目

的、利用満足度に焦点を当てた調査を実施し、利用満足度に関連する通所者及び作業所側の要

因を明らかにすることで、作業所のあり方について検討することを目的とした。

東京都内の8ヵ所の作業所において在籍期間が半年以上のメンバー78名、同時にスタッフ22

名を対象に質問紙調査を実施した。質問紙の内容は、メンバーの属性（性別、年齢、通所期間、

通所日数、工賃、診断名）、作業所の機能に関するもの（28項目）、通所目的に関するもの（28

項目）、利用満足度に関するもの（49項目）であった。また、スタッフには作業所の機能につ

いてのみ回答してもらった。スタッフの回答を基準とし、それに対するメンバーの機能認識及

び通所目的がそれぞれどれだけ一致しているかを得点化し、それらを「機能認識一致尺度」、

「機能目的一致尺度」とした。「通所者の属性」、「機能認識」、「機能目的」については、作業所

間で分散分析及び多重比較（Games-Hawell）を、男女間でMann- Whitney U検定等を実施した。

一方、利用満足度については因子分析（主成分法、バリマックス回転）を実施し、因子ごとに

作業所間で分散分析及び多重比較（Games-Hawell）を、男女間で t検定を行った。性別、年齢、

通所期間、通所日数、工賃、診断名（統合失調症であるか否か）、機能認識一致尺度、機能目

的一致尺度を独立変数とし、抽出された各因子を従属変数とする重回帰分析（強制投入法）に

てそれぞれ検討した。

メンバーの内訳は男性59名、女性19名で、回収率は41.0％であった。平均年齢は43.9歳

（SD＝13.1、レンジ20-68）、通所期間の平均は4.90年（SD＝4.35、レンジ0.50-17.4）、通所日

数の平均は4.00日（SD＝1.47、レンジ0-5）、工賃の平均は4,574円（SD＝4,937.5、レンジ0-

35,000）であった。診断名については統合失調症が最も多く、次いでアルコール依存症の割合

が高かった。メンバーに対する機能認識の質問のa係数は.89で、「機能認識一致尺度」（112点

満点）の平均は83.7点（SD＝9.41、レンジ51-100）であった。メンバーに対する通所目的に関

する質問28項目のa係数は.91で、「機能目的一致尺度」（112点満点）の平均は79.0点（SD＝

9.97、レンジ45-95）であった。年齢、通所期間、機能認識については作業所間で有意差が見ら
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れ、年齢、工賃については男性が有意に高かった。利用満足度の因子分析では「スタッフ関連」、

「メンバー関連」、「作業・環境・金銭関連」、「会議関連」、「遊び関連」という5因子が抽出さ

れた。各因子のaは.94－.83の間であった。男女差では「スタッフ」に関し男性が有意に高か

った。重回帰分析の結果、「メンバー」、「会議」、「遊び」に関する満足度に与える要因として、

作業所機能と通所目的の一致が関連していることが明らかになった。

作業所間で年齢、通所期間について有意差が見られたことは、今回調査対象とした作業所の

中に開所後3年の所と15年以上の所が混在していたためと考えられる。機能認識の差について

はミーティングをプログラムとして取り入れていることが影響していると思われる。年齢に性

差が見られたことも、アルコール依存症者を対象とした作業所があったため男性メンバーの年

齢が上昇し、工賃における性差は男性の方が仕事に対する思いが強いことが影響していると考

えられる。「スタッフ関連因子」の性差については、男性の方が長く在籍する傾向にあり、そ

れに比例して特定スタッフへの信頼感が増すためと考えられる。作業所機能と通所目的の一致

が、「メンバー」、「会議」、「遊び」に影響を与えたことに関しては、作業所の機能とメンバー

の通所目的との間に著しい不一致がある場合、自分に合った形で作業所を利用できない状態の

ままでは、自分の居場所と感じられず参加意識が乏しくなり、それがメンバー同士の仲間意識

の構築に影響を与え、柔軟性が要求されるメンバーとの対人関係、同じ仲間の話に耳を傾けた

り、メンバーとの相互の関わり合いを要求される遊び（レクリエーション）の機会に満足感を

得るのはより困難であると考えられる。この結果を裏付けるために、同一作業所において、通

所目的の一致が低く満足度も低いメンバー2名、一致は高いが満足度が低いメンバー2名、一

致は低いが満足度が高いメンバー1名の計5名を対象に面接調査を実施したところ、メンバー

が作業所の中で自分らしさを見出すことができれば、他のメンバーからも認められ、仲間意識

も育っていく可能性があるという示唆が得られた。しかし、通所目的と一致していても就労経

験や病状等の個人的背景が満足度に深く関係していることもある。通所目的との間にずれがあ

ったとしても、仲間にうまく巻き込まれ、通所することが楽しみとなり、満足度が高まること

があることも同時に明らかになった。それと同時に「スタッフ」と「作業・環境・金銭」につ

いて、「機能目的一致」と関連が見られなかったことに関し、スタッフに対する依存について

も作業所が抱えるテーマとして浮上し、仲間意識の構築のためにも、スタッフはメンバーの依

存性をどのように扱うかを考える必要性のあることが確認された。

したがって、作業所スタッフには、メンバーとの間に通所目標の確認の場を設け、メンバー

のニーズを把握した上での関わりが今後さらに求められる。そして、今後はメンバーのニーズ

に合わせ社会資源を効率よく活用していくケアマネジメントの視点が作業所スタッフには欠か

せなくなり、地域の中に多様な資源が整備され、相互に機能を補完し合うシステム作りが課題

として挙げられた。
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中学生における攻撃性と共感性の研究
―養育者の態度を中心に―

01ML60004 鴨打　珠実
指導教員　松本　良枝

本研究では、中学生を対象に調査を行い、攻撃性を示す行動として「きょうだいげんか」「い

じめ」「うそをつく」という行動を取り上げ、養育者の態度から、攻撃性と共感性との関係と、

その形成基盤として養育態度が、どのような影響を与えるかを検証することを目的とした。

これら「きょうだいげんか」「いじめ」「うそをつく」という行動に注目した理由としては、

具体的に目に見えてわかりやすく、また低年齢のころから日常的におこると思われる点。そし

て、介入のタイミングをみるためにも一つの指標となると考えたからである。これらの行動の

あり・なしから、攻撃性・共感性の関係性を検証し、現代中学生の行動傾向につながる前景を

考えてゆきたい。また本研究の目的に沿って、「きょうだいげんか」「いじめ」「うそをつく」と

いう行動において、頻度が高い少年や、それら攻撃行動に対して、「おもしろい」という感情を

持った少年の場合、攻撃性が高く共感性が低いと考えた。そして攻撃行動の頻度の高い少年や、

「おもしろい」といった情動を持った少年の養育者は、少年に対し暴力傾向や意見を押し付ける

傾向あるいは、放任傾向が見られるのではないかと考えた。

調査方法は、403名の中学生に対する質問紙にて行う。攻撃性質問項目と共感性質問項目とを

混合した質問表1と、家族の養育態度、少年の行動傾向を尋ねた質問表2の2つの質問表を用い

る。

質問表1の攻撃性質問項目は、日本版BUSS---PERRY攻撃性質問紙を、共感性質問項目は、

Mehrabian. Stotland. Elms らが先行研究で使用した質問紙尺度を参考に、出口らが項目を選定、

検討した尺度を使用する。ならびに質問表2では、攻撃性に結びつく問題行動として、「きょう

だいげんか、いじめ、うそ」を取り上げ、その頻度と、その行為時の感情を聞く項目、また養

育者の態度などを調査する項目を独自に作成した。

回収後、質問表1に対し、因子分析を行なった。攻撃性質問紙は因子付加量0.4以上、共感性質

問紙は0.38以上の項目を採用した。攻撃性質問紙では4因子、共感性質問紙では3因子が抽出さ

れた。攻撃性因子の名称は、第1因子：敵意、第2因子：身体的攻撃、第3因子：短気、第4因

子：言語的攻撃である。共感性因子の名称は第1因子：映画や小説に感情移入する因子、第2因

子：不幸な感情に共感する因子、第3因子：他者の気持ちを考え、理解しょうとする因子とした。

質問表2については、質問項目ごとに度数分布を算出した。この結果を、回答者のグループ分

けをするにあたっての有効人数の参考にした。その後、散布図、相関分析Χ 2検定にて分析を行
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った。

それらの分析にあたっては、攻撃性因子4因子の中から「身体的攻撃」を、共感性因子3因子

の中から「不幸な感情に共感する因子」を選択し、この2因子を今後使用することとした。散布

図においては、度数分布の結果を元に、「きょうだいげんか」、「いじめ」、「うそ」の行動頻度、

また、「きょうだいげんかをしたときの情動面」、「いじめをしたときの情動面」、「うそをついた

ときの情動面」の、返答により攻撃性の高低の返答で2群にしぼり、攻撃性と共感性との関係を

みた。その後散布図を参考に、相関分析を行った。そして「きょうだいげんか」・「いじ

め」・「うそをつくこと」をよくする群を＋（プラス）群、しない群を－（マイナス）群とし、

また、「きょうだいげんか」・「いじめ」・「うそをつくこと」の行為時におもしろいと感じた

群を＋群、悪いと感じた群を－群とし、「きょうだいげんか」・「いじめ」・「うそをつくこと」

の3要因を絡め、養育者の態度とのX2検定を行った。養育者の態度においては、暴力・意見を押

し付ける傾向・平均的傾向・放任傾向の養育者の3群に分け検定した。

これらの分析からは、攻撃行動（きょうだいげんか、いじめ、うそ）や攻撃時の行動面・情

動面が高得点の場合、攻撃性が高く・共感性が低くなるという考えは支持されたものが多かっ

た。

また、「きょうだいげんか」・「いじめ」・「うそをつくこと」の3要因の＋群と、－群と、

養育者においての検定では、影響は父親のみからみられた。両親や母親の影響はみられなかっ

た。つまり暴力傾向の父親は攻撃行動に強く関係している結果となった。またこの群は、きょ

うだいげんか、いじめ、うそのすべてに＋であるため、攻撃傾向の強さが感じられる。このよ

うな群に両親や母親よりも父親が影響していることは、日常的に母親よりは接する機会が少な

いと思われる父親であるだけに、意外な結果であった。だが同時に、物理的にも心理的にも遠

い存在と感じられる家族からの暴力傾向は、その行為の後などの対処方法を誤ると、後々まで

少年の心の傷となって残りやすいのかもしれない。

今後の課題としては、今回は2因子の組み合わせでしか分析を行っていない点と、男女差の検

定をしていない点が挙げられる。また本研究では、攻撃行動とした「きょうだいげんか」「いじ

め」「うそ」の3要因を絡めて分析した結果から検討した。2種類の組み合わせや、単独におい

ての分析も必要と思われるが、うそを除外した検定では、3要因と同様な有意差であったため、

それ以上の検定は攻撃行動の種類を変えるなど、今後質問紙を再調整のうえで行う必要性を感

じた。

そして攻撃性が高く共感性が低い傾向を示した対象者に対し、さらに他の種類のテストを試

み、彼らの攻撃性や共感性の形成過程や要因を検証してゆきたいと考えている。
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青年期におけるソーシャル・サポートと死に対する態度の
自殺傾向との関係について

―ロールシャッハ・テストの検討も含めて―

01ML60005 小杉　亜希子
指導教員　元永　拓郎　

本研究では、青年期におけるソーシャル・サポートと死に対する態度が、「自殺傾向」とど

のように関係しているか分析した。また、ロールシャッハ変数との関連も含め、人格傾向や認

知がどのように「自殺傾向」に関連しているかを検討した。これらの知見を青年の自殺予防を

含めたメンタルヘルス上の方策を探る一助としたい。

2002年7月から10月にかけて、A大学の文系の学部の大学生と大学院生に調査対象者を募り、

質問紙調査を実施した。また、ロールシャッハ・テストを施行するため、ロールシャッハ・テ

ストの施行の主旨を説明可能な複数の紹介者を介して、行うこととした。調査の説明では、調

査の結果は統計的に処理され、データが研究以外の目的で使われることはないことに言及した。

質問紙の回答者は、大学1年生から4年生と、大学院生の57名（男性19名女性38名）、平均年

齢は男性21.95歳（SD=2.37）女性21.03歳（SD=1.81）であった。

質問紙は、学生用ソーシャル・サポート尺度（SESS；The Scale of Expectancy for Social

Support）(久田ら，1989)、死に対する態度尺度（DAP；Death Attitude Profile）（ゲッサーら，

1987）、ベック抑うつ性尺度（BDI-I；Beck Depression Inventory‐ I）（林，1988ｂ）を用い、

さらに性別、年齢、学年、同居形態、家族構成をたずねた。質問紙の所要時間は約15分～20

分であった。また、質問紙の回答者の57名の中から、了承を得られた34名に包括システムに

よるロールシャッハ・テストを実施した。ロールシャッハ・テストは、A大学の付属の心理臨

床センターにて著者らが行った。所要時間は約1～2時間であった。

自殺に関する意識については、BDI-Iの第7項目に「自殺について考えたことはあるが実行

したことはない」と回答した者を自殺意識群とし、「自殺について考えたことはない」と回答

した者を対照群とした。

その結果、自殺意識群と対照群との間にはいくつかの特徴が見出された。ソーシャル・サポ

ートとの関連を検討した結果、自殺を意識する傾向を持たないものは、母親からの情緒的なサ

ポートを多く受けていることが見出された（t-test df=54 p<.05）。また、男女での比較にお

いては、女性の方が父親、母親(t-test df=53 p<.05)、兄弟(t-test df=51 p<.05)、友人(t-test df=55

p<.01)からより多くのソーシャル・サポートを受けていることが示された。

また、死に対する態度との関連を検討した結果、自殺を意識する傾向の高いものは、「私は
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死を恐れないし、歓迎もしない」（t-test df=55 p<.01）という死に対して肯定的なイメージも、

否定的なイメージももっておらず、無感覚であるという結果が示された。この死に対して無感

覚であるということは、「死ぬなら死んでもいい」という自暴自棄な心理に陥りやすいと考え

られ、青年期に生じる可能性が高いといわれている、暴力行為や薬物への耽溺といった自己破

壊行動が生じる可能性を高めるものなのではないかと思われた。

さらに、ロールシャッハ変数との検討を行った結果、人間反応の和（Sum Human Contents）

(t-test df=32 p<.01)、Afr、S(t-test df=32 p<.05)、S－％(t-test df=18.4 p<.05)、GHR:PHR(t-test

df=20.1 p<.05)との関連が見出された。人間反応の和は、人間に対する関心がどれほどあるかを

示すものである。各変数との関連から、自殺意識群では人間に対する関心は低く、対人関係の

問題が少ないという結果が示されている。これは、対人関係が希薄であり、情緒的な交流や感

情のぶつかり合いを避けているためであると考えられる。対人関係での問題がないというのは、

他者とぶつかりあったりすることはなく、一見良好な対人関係を築いているように見えるが、

関係性は表面的なものに留まっていると考えられ、親密な人間関係を築いてはいないのではな

いかと思われる。また、反抗的な構えや怒りは、青年期においては、自我が発達するに伴って

起こるものであるので、それらが少ないということは、自我の発達が未熟であるとも考えられ

る。このことは、死に対して無感覚であることにも通じる特性であると思われる。ロールシャ

ッハ・テストは、臨床場面で多く使用されており、様々な局面からパーソナリティを検討する

ことの出来る検査である。被検者が自殺を意識する傾向を持っているかどうかを検討する際に、

これまでに研究されてきた自殺する危険の高い人の特徴に合わせて、青年期に特有の特徴を考

慮することは臨床的に有用であると思われる。

母親からのサポート以外にも、父親、兄弟、友人などから十分なサポートを受けていないこ

とや、死に対して錯覚や妄想を抱いていることや、抑うつ傾向は、自殺の危険の高い人の特徴

であるが、本研究での対象者は自殺を意識したことがある者（自殺意識群）とない者（対照群）

であるため、このような自殺の危険の高い人の特徴は、結果として強くは反映されなかったも

のと思われる。また、ロールシャッハ・テストを行うために、ロールシャッハ・テストを行う

主旨を説明することが可能である複数の紹介者を介して対象者を募ったため、対象者数が少な

いことと、母集団に偏りがある可能性もあり、その影響も考えられる。

しかし、いずれにしても無関心、無感覚であること、家族や友人との情緒的な関係が希薄で

あることは、現代の青年に見られる傾向が高いものであり、そのような特徴が自殺を意識する

傾向と関連しているということは、現代の青年に対する自殺予防を含めたメンタルへルス上の

方策を探る上で、考慮されるべき問題であると思われる。
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がん患者サポートグループの参加者における
家族に対する認知と自己効力感との関係

01ML60006 渋谷　弘子
指導教員　能智　正博

本研究は、がん患者が「サポートグループ」に参加することを通じ、どのように自己への意

識、家族への意識を変化させていくか、さらにその関係を明らかにしようと試みたものである。

筆者は、2001年に発足した、がん患者支援組織である、某NPOにボランティアとして関わっ

てきた。そこで行われている患者たちのサポートグループでは、看護職や心理職が務めるファ

シリテーター2名と5人～8人くらいのがん患者が、各回90分、毎週あるいは隔週で8回の自由な

語り合いを持ち、心理社会的な支え合いを行っている。回を追う毎に表情や服装までもが明る

く変化して行く患者たちを見ていると、サポートグループの有用性は明らかだと実感できる。

しかし、あるとき、患者たちの口から、家族の話題がほとんどと言っていいほど出ないことに

気づいた。家族は患者同様に影響を受け、共に闘っており、患者もそれを承知しているはずで

あろう。その一番身近であるはずの家族について語られないのは、単に2～3ヶ月という短期間

では遠慮があるのか、それとも、ある患者の言葉だが、「自分にしか興味が向かなくなる」よう

な自己への意識の変化により、相対的に家族が語りの対象とはならなくなってしまう結果なの

であろうか。そんな疑問がわいた。

そこで、サポートグループというソーシャルサポートがより効果的であるために、サポート

グループに参加する患者が自分自身や家族をどう認知しているのか、その認知はサポートグル

ープ参加により変化するのか、変化するとしたらその変化にサポートグループがどのように関

与しているのか、といった要因を探りたいと考え、同NPOにおけるサポートグループをフィー

ルドに、本研究を実施した。

フィールドワークの期間は2002年8月～同12月である。質問紙法と観察法とを並行して行っ

た。同NPOのファシリテーター会議で承認を得たのち、全8セッションの観察が可能となった

のは3グループ（参加人数計18名）であった。分析の際は、観察メモからテキスト化したデータ

を、その内容ごとに小題をつけ（コーディング）、メンバーごとに小題を類型化して検討し、ラ

イフヒストリー研究的な分析を行った。

このようにして、サポートグループで語られたことばから、セルフ・エフィカシーに関するも

のと、家族のサポートに関するものとに特に注目して検討していったところ、次のようなことが

浮かび上がってきた。

① 家族を含めたソーシャル・サポートについての語りは、手術後の痛みや後遺症といった

106



「情動的喚起」により生ずるマイナスのセルフ・エフィカシーを、解消あるいはプラス方向に

転じることができてから行われる。

家族からのサポートを認識している、いないに関わらず、セルフ・エフィカシーがプラスに転

じていないと、サポートグループでは家族についての語りはされにくいことが示唆された。

② 後遺症や再発防止のための対処といった「遂行行動の達成」によりセルフ・エフィカシー

を高めたメンバーは、病にどう向き合うかというテーマから、人生にどう向き合うかという

テーマに語りを集約させていく。

サポートグループでの語りの中からは、セルフ・エフィカシーに関する多くのものを得るこ

とができた。もっとも多く語られたのが、痛みなどの症状緩和や、後遺症である腸閉塞への対

処、がんの再発防止のために、日常行っていることについてである。がん患者の究極の目標あ

るいは願いとは、言うまでもなくがんが完治することである。そのために日々努力している、

と自覚することでセルフ・エフィカシーを生じている。日常の努力と並んで多く語られたのが、

医師への態度に関するものである。医師が人間であるだけに、医師への態度とは、その人の他

者への態度を映しだし、「がんである自分」にどう向き合うかを映し出す。①で述べたように、

「情動的喚起」から生じるマイナスのセルフ・エフィカシーがプラスに転じているメンバーは、

家族や友人のサポートを語り、さらにその家族や友人と、自分との関係をも見つめなおしてい

る。そして病を持ちながらどう生きるか、というテーマにたどりつくことができる。

③ ①、②の段階を通じて、語りや言葉という「言語的説得」は、他者からのものよりもむし

ろ「自己教示」によりセルフ・エフィカシーを高める。

サポートグループの語りから見えてきたのは、他者からのものではなくむしろ「自己教示」

による「言語的説得」であった。②でも論じたような「がんに向き合うこと」、「自分に向き合う

こと」を経て、語りの「核」とも言えるものが変化していった姿を、見ることができた。

サポートグループに関する研究では、そこで起こるグループプロセスが重視されてきた。し

かし、本研究では、取り上げたグループのメンバー構成が、がんの部位や再発の有無、術後経

過年数、職業等がまちまちであるという多様性により、多くの先行研究にみられたグループの

凝集性は、相対的に低かった。このような今回のグループの性質は、メンバー相互の依存性を

低め、自分で考える、自らを見つめなおす、といった自律を促す効果があったと考えることが

できる。さらに、このような内的変化は、グループダイナミクスによる変化よりも持続性、あ

るいは永続性を持つと考えられる。

グループの凝集性が高いほど、グループダイナミクスによる変化は、グループが終了するこ

とで多少なりとも元に戻ってしまう恐れがある。「ほっとできる、さぼれる、楽ができる場」を

サポートグループを通して得ることができたことには大きな意味がある。しかし、一方では、

その｢場｣を「卒業」し、サポートグループのような「場」がなくてもこれからの人生を生きてい

けるように、セルフ・エフィカシー高められれば、さらに大きな意味を持つと言えよう。
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大学生の無気力感に影響を与える要因の検討
―入学不本意感と大学生活満足度に着目して―

01ML60009 楢原　秀雄
指導教員　元永　拓郎

はじめに 近年、大学生の無気力化が取り上げられているが、下山（1995b）は、一般学生

の無気力感を意欲低下として人格障害レベルのアパシーと区別し、その上で、意欲低下が生じ

る領域を分化してとらえ、各領域ごとの意欲低下と深刻な人格障害レベルのアパシーの心理性

格特徴との関連性を、アイデンティティ形成を通して検討している。これによると、授業や学

業に意欲を示すか示さないかではなく、大学そのものに対して意欲をもつかもたないかが、深

刻な障害レベルのアパシーとの関連性を考慮する際の重要な基準となることを示している。ま

た、このような結果は、わが国の大学生においては、授業や学業といった大学のもつ教育的機

能よりも大学という環境（キャンパス）が重要な心理的意味を備えているためであると論じて

いる。

一方、こういった無気力に影響を与えている要因は、文化－社会的な性質を強く帯びること

から、それを特定することは難しいが、そのひとつに大学への入学が考えられる。伊藤（1995）

は、大学進学は、まさに生き方の選択の一契機であるが、その反面、その裏にはそれ以外の可

能性を捨て去る作業があり、理想と現実の間で揺れ動く、迷いと葛藤の時期でもあると述べて

いる。このように大学に入学するに際して、入学不本意感をもち、さらにそれをもち続ける学

生は、その後の学生生活の中でなされるアイデンティティ形成に支障をきたし、無気力に陥っ

てしまう可能性がある。そこで、本研究は、入学不本意感と大学生活満足度を測定する尺度を

作成し、こういった入学不本意感と大学生活満足感が、無気力感にどのような影響を与えてい

るかを考察する。

目的 上述したことをふまえ、「入学不本意感尺度」、「大学生活満足度尺度」を作成する。

また、これによって作成された2つの尺度を用いて、伊藤（1995）にならって不本意入学感を

“満足群”、“受容群”、“がっかり群”、“不満群”の4つに分類する。そして、この4分類おいて

無気力感にどのような差があるかについて考察をおこなう。さらに、この 4分類と、下山

（1995b）によって明らかにされた、人格障害としてのアパシーと一般学生の無気力感の関係に

ついても考察する。

方法 私立の4年生大学であるT大学とK大学の1～2年生、101人を対象に調査をおこなっ

た。「入学不本意感尺度」、「大学生活満足度尺度」、「アパシー心理性格尺度」（下山、1995b）、

「意欲低下領域尺度」（下山、1995b）、「アイデンティティ尺度」（下山、1992）を用いて質問紙
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調査をおこなった。いずれの尺度も“あてはまる”、“ややあてはまる”、“あまりあてはまらな

い”、“あてはまらない”の4件法で回答を求めた。実施期間は、2002年11月～12月である。

結果と考察 「入学不本意感尺度」に因子分析をおこなった結果、「入学不満感」、「大学期

待感」、「専攻不満感」の3因子を得た。また、「大学生活満足度尺度」にも因子分析をおこな

った結果、「自己価値観」、「満足感」、「孤独感」の3因子を得た。

また、上記で作成した、「入学不本意感尺度」と「大学生活満足度尺度」を組み合わせて

“がっかり群”、“満足群”、“不満群”、“受容群”の4分類をおこない、「意欲低下領域尺度」を

用いて、それぞれに対して一元配置分散分析、及びTukeyの多重比較（p＜.05）をおこなった。

その結果、「大学意欲低下」において有意な差がみられ（F（3,97）＝6.43､p＜.01）、さらに、

“がっかり群”・“不満群”＞“受容群”といった結果が得られた。“がっかり群”・“不満群”

は、ともに現在の大学生活に満足感をもっていない群であり、“受容群”は、入学前に不本意

感をもっていたが、現在の大学生活においては満足感をもっている群である。これらを考慮す

ると、大学への意欲低下は、入学前にもっていた不本意感よりも、入学後の満足度に影響を受

けることが推測される。しかし一方で、“受容群”と“がっかり群”・“不満足群”には差が

みられたが、“満足群”と“がっかり群”・“不満群”の間には有意な差はみられなかった。

つまり、たとえ大学入学時に不本意感をもっていても、その後の大学生活に満足感を得ている

人は、入学不本意感をもたず現在の大学生活にも満足感をもっている人よりも、無気力感に陥

る危険性が低いということが推測される。また、平均値をみても、“満足群”よりも“受容群”

の方が、「大学意欲低下」の得点が低い、つまり、無気力感が少ないということである。従っ

て、無気力感は、その後の大学生活における何らかの要因や体験によって、影響を受けるとい

うことが推察される。この何らかの要因については、今後の課題として研究が必要であるが、

佐瀬ら（2002）は、「進路決定効力感」が般化して、「特性的自己効力感」を高め、その「特性

的自己効力感」が無気力傾向に抑制的に作用するという因果モデルを提示している。従って、

自分で進路や目標を決定できるという可能性を認知すること、つまり、自己効力感をもつこと

が、無気力感の低減につながっている可能性があるということが推察される。

さらに、「アパシー心理性格尺度」、「アイデンティティ尺度」の下位尺度を用いて、一元配

置分散分析、及びTukeyの多重比較（p＜.05）をおこなった結果、「張りのなさ」、「実感のな

さ」、「アイデンティティの基礎」において有意な差がみられ（それぞれ、F＝（3,97）4.41、

（3,97）8.58、（3,97）5.49､p＜.01）、さらに、いずれにおいても“不満群”は“満足群”より無

気力感が高かった。つまり、“満足群”に比べて、“不満群”ほど、深刻な無気力の指標である

「大学意欲低下」を引き起こす「実感のなさ」やそれに影響する「張りのなさ」といった心理

状態に陥っている可能性や、「アイデンティティ基礎」の形成に困難が生じている可能性があ

ることが考察される。
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脳血管障害者の適応過程における他者の意味づけ
－他の障害者についての語りに焦点を当てながら－

01ML60010 野口　広子
指導教員　能智　正博

中途障害者は、つい先日まで当然のようにできていたことが突然できなくなるという体験を

する。このような危機的状況に立たされた中途障害者をサポートしていくためには、障害者自

身の視点に立って、彼らが経験している世界を知る必要があるといえる。さらに、我々は他者

との相互作用の中で生きている存在であることから、障害に適応していく過程においても、対

人関係が何らかの関わりを持っている可能性が考えられた。そこで、本研究では、中途障害者

の適応過程において他者がどのような意味を持っているかを探ることとした。本研究では、中

途障害者自身に受障後の経験を振り返ってもらい、それをどのように捉えているかということ

に焦点を当て、そこから仮説を導き出したいと考えていたために、質的方法を用いて情報収集

を行うことが適切であると思われた。したがって、少数事例に焦点を当て、受障以前のことも

含めた幅広い情報収集を行うこととした。

データ収集のフィールドは東京都内の障害者授産施設であるT作業所で、協力の意思があっ

た5名の利用者に対して面接が行われた。被面接者ごとに数回に分けて行われた面接の総時間

数は一人あたり約3～4時間であった。面接場所はT作業所内で、その内容は許可を得て全て

テープに録音した。面接では、最初にこれまでの人生の区分とその理由を質問し、その後各々

の区分において、よかった出来事と悪かった出来事を尋ね、その後は、それを切り口として自

由に会話が進められるという半構造化面接が行われた。なお、面接開始の時点では、語りのど

の部分に焦点を絞るかは決めていなかった。テープに録音されたデータは、すべて逐語記録と

して書き起こされ、特に障害をもつ直前とそれ以降について内容に即したコード名がつけられ

整理された。すると、受障の前後では人間関係の語られ方が違っており、特に他の障害者につ

いての語りに特徴が見られたため、人間関係に分析の焦点を絞ることにした。また、面接の他

にも参与観察という形でもデータ収集を行った。

面接を通して語られた人間関係を分析すると、a）家族についての語り、b）友人・その他の

人についての語り、に大別できた。家族は、病前では“面倒をみる対象”として語られ、彼ら

が家族を保護し、金銭的に養う対象として言及された。しかし、病後になると立場が逆転し、

“面倒をみてくれる存在”として語られ、直接・間接のサポートをしてくれると述べられた。

それらのサポートに感謝する一方で、時としてわずらわしさを感じることもあると述べられた

ことから、病後における家族からの保護には両義性があることがわかった。また、友人・その
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他の人についてだが、ここでいう「その他の人」には近隣の人・子ども・障害者が含まれた。

それらの人々については、病前では“遊び仲間・仕事仲間”として対等な関係が語られるが、

病後になると“心配してくれる存在”に変化したと語られ、心理的に支えてくれることが述べ

られる傾向があった。

「その他の人」に含まれていた「障害者」という他者については、病前の語りには全く出て

こず、病後について語る際に頻出するようになるという特徴があった。このことは、被面接者

の現在の対人関係において、障害を持つ人との関係が重要な意味を持つことを示している。さ

らに、他の障害者はその時々によって様々な意味が付与されて述べられた。具体的には、以下

の4つのカテゴリーがあった。第1に、“アドバイザーとしての障害者”で、ここでの他の障害

者は、被面接者に対して口頭で助言を与えてくれる存在として語られるという意味をもってい

た。第2に、“役割モデルとしての障害者”で、ここで他の障害者の行動や振る舞いは、被面

接者にとって目指すべき目標として言及されていた。第3に、“比較対象としての障害者”が

述べられ、被面接者と他の障害者とは、障害の特徴や程度、あるいは回復の程度といったこと

が比較され、その結果、「所属グループが同じとされる障害者」か「所属グループが異なると

される障害者」に分けられた。第4に、“援助対象としての障害者”が語られ、他の障害者を

援助するというエピソードが言及された。さらに、これらのカテゴリーが病後のどのような語

りの文脈において言及されるかをおおまかにまとめると、“アドバイザーとしての障害者”、

“役割モデルとしての障害者”、“比較対象としての障害者（自分とは違う
．．
グループに属してい

るとされる障害者）”は、病後の絶望的な気持ちから前向きな気持ちに変わっていったきっか

けについての語りにおいて言及された。障害を持ってから日が浅いうちは、障害を持った生活

に慣れていないため、先を見越せるような助言を与えてもらえることや、自分が取り入れたい

と思うような役割モデルが存在することは大きな支えになったといえる。しかし、その時期は

まだ心理的に安定していないため、他の障害者と自分とを引き寄せて比較してしまい、両者の

違いが目に止まる傾向があった。また、“比較対象としての障害者（自分と同じ
．．
グループに属

している障害者）”と“援助対象としての障害者”は、主に前向きな気持ちに変化した後から

現在にかけての語りに現れた。これは、心理的に安定しており自分と他の障害者との共通点を

見出すことができるようになっているといえる。さらには、自らが他の障害者を援助するとい

う新たなアイデンティティが形成されているといえる。

以上のように、障害者の適応過程には他の障害者が大きく関わっていることが明らかとなっ

た。これらのことを踏まえて、障害者支援を行うことが重要であるといえる。
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健康度と自尊心傾向との関連についての研究
─特に皮膚疾患に注目して─

01ML60011 蛭子　朱美
指導教員　池田　政俊

自尊心とは、人が、自分の持っている自己概念についての全体的評価で、自分が周囲の人々

にとって有用で価値ある存在であるという主観的感情であると定義される。今回この自尊心を

基点とし、個人の精神面・身体面の自覚される健康度と自尊心尺度により得られる得点の関連

について明らかにした。また、自己の内的世界と外的世界という見方に注目し、その境界にあ

るといえる「皮膚」に着目した。

まず、予備調査を行い、上記目的に適い、かつ多人数に同時に施行可能な項目を抽出した上

で本調査を行った。なお、予備調査に用いた尺度はそれぞれ以下の通りである。①身体および

精神的自覚症状の調査としてCMI（健康調査票；Cornell Medical Index、今回は金子、深町の

解説に従った）②精神健康度の調査としてGHQ30（日本語版精神健康度尺度30；The General

Health Questionnaire30）、③性格検査としてMMPI（ミネソタ多面人格目録検査；Minnesota

multiphasic personality inventory）、およびYG（矢田部ギルフォード性格検査）、④自尊心傾向

の尺度としてRosenberg自尊心尺度（山本・松井・山成、1982）以上である。

予備調査の結果は、CMIでは次の項目の得点と自尊心尺度得点との間にいずれも負の相関が

みられた。まず1％水準で、CMIF：「皮膚」項目、続いてCMIM：「不適応」、さらに5％水

準で、CMIH：「泌尿生殖器系」、CMIN：「抑うつ」、CMIR：「緊張」、および⑦「易怒性」

であった。またGHQでは、 GHQ2：「身体的症状」、GHQ3：「睡眠障害」、GHQ4：「社会

的活動障害」、GHQ5：「不安と気分変調」、GHQ30総合点：「精神健康度全般」でいずれも

負の相関があった。さらにMMPIでは、4つの妥当性尺度のうち3尺度のMMPI「？」、MMPI

「L」、MMPI「K」に正の相関があった。また臨床尺度では、MMPI2：「抑うつ」、MMPI0：

「社会的内向性」にそれぞれ負の相関が認められた。最後にYGでは、D型：「管理者型」と自

尊心尺度得点に正の相関が認められた。またE型：「変人型」に負の相関があった。次にプロ

フィール上では、YGC：「気分の変化」、YGI：「劣等感」、YGG：「活動性」、に1％水準で

負の相関が、YGD：「抑うつ性」、YGN：「神経質」に5％水準で同じく負の相関があった。

対してYGA：「支配性」、YGS：「社会的向性」に1％水準、YGT：「思考的向性」に5％水

準で正の相関があった。

この予備調査の結果から、CMIのCMIF：「皮膚」項目の9項目、精神健康度の指標として

GHQ30、Rosenberg自尊心尺度、以上を本調査に用いることとした。その尺度得点をもとに、
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性差による自尊心傾向の2群間の比較に t検定、自尊心傾向と他尺度下位項目の相関関係の解

析にPearsonの積率相関分析、それぞれの尺度に於ける3群間の比較に共分散解析による一元

配置の分散分析、及び性差と尺度との3群間の比較に二元配置の分散分析、また3群の多重比

較にTukeyのHSD検定を行った。

本調査に於ける有効回答数は236名で、有効回答率92.2％であった。まず自尊心尺度である

が、平均得点は31.06点（SD 7.31）であった。またGHQの平均得点は10.29点（SD 6.39）、男

性8.54点（SD 5.86）、女性11.56点（SD 6.47）で、女性が有意に高い値を示した。さらに

CMIFは、全体平均2.33点（SD 2.00）、男性の平均は1.52点（SD 1.60）、女性が2.92点（SD

2.06）で、女性が有意に高かった。次に自尊心尺度得点をもとに3群に分けた。3群の自尊心得

点は、低自尊心群が23.17点（SD 3.57）、中自尊心群が31.10点（SD 1.64）、高自尊心群が39.35

点（SD 4.07）となった。3群のGHQをみると、高自尊心群8.35点（SD 5.87）、中自尊心群8.89

点（SD 5.62）、低自尊心群13.51点（SD 6.54）であった。このとき3群の得点に有意な差が認

められた。またCMIFは、高自尊心群1.91点（SD 1.92）、中自尊心群2.20点（SD 2.10）、低自

尊心群2.87点（SD 1.86）で、群間に有意な差があった。多重比較の結果、自尊心傾向の低い

群の健康度が最も低いことが明らかになった。また殆どの項目で、自尊心が中等度以上に保た

れている場合、健康状態が良好であることが示された。

以上の結果から、自尊心傾向と精神健康度の相関が明らかとなり、低自尊心者の精神健康度

が最も損なわれていた。また、低自尊心者に、皮膚疾患または自覚症状が頻発することが明ら

かとなった。低自尊心者の皮膚症状に関する要因として、大きく二つのことが考えられる。ま

ず、皮膚症状は視覚的に観察可能で、他者に容易に気づかれることが多い。しかも、社会的な

偏見によって、異常なほどの嫌悪感を生じさせる。特に、女性にこの傾向が強いと思われる。

このため対人場面に影響を及ぼし、自己の対人的態度が自尊心傾向と関連すると考えることが

できる。また、本人の目に触れたり、感触に違和感があったりする。このことで自己評価が下

がり、自尊心の低下をもたらすとも考えられる。皮膚は、生理的変化によって精神的・心理的

作用をもたらすとともに、心理的要因もまた皮膚の変化を引き起こすと考えられる。しかし、

皮膚症状によって自尊心傾向が変動するとは言い難い。

結論として、低自尊心者の精神健康度は最も低く、皮膚に関する自覚症状を呈しやすいこと

が証明された。また、自尊心傾向が中等度以上であれば、精神健康度および皮膚自覚症状は、

健康であるということができた。特に、高自尊心者よりも中自尊心者が、全ての項目で健康で

あった。このことは、自尊心傾向が中等度であることが、健康的に最も望ましいことを示して

いた。したがって自尊心傾向は、精神および身体的健康度の指標となり得ると考えられる。今

回は身体を皮膚に限ったが、身体的症状全般についての調査で、自尊心傾向と精神及び身体の

健康度との関連を明らかにすることが必要と思われる。

113



母親の育児ストレスへの対処行動と
子どもとの関わり方についての研究

01ML60012 福島　寛人
指導教員　松本　良枝

本研究は、1～6歳児（就学前）の子を育む母親を対象に、総体としての育児ストレスを評

価する「包括的育児ストレス尺度（以下CPSS）」を開発することを目的とした。また、育児に

感じるストレスや対処の仕方、子どもとの関わり方にどのような特徴や関連があるかを明らか

にし、対象者の属性による影響についても検討した。

本調査に先立ち、育児に関わっている者全般を対象として予備調査を行った。そして、養育

者の属性から育児ストレスとそのコーピングを把握するとともに、本育児ストレス尺度への項

目収集することを目的とした。結果、対象者を養育者全般としたにも関わらず、その96％が

母親による回答であった。調査Ⅰ：予備コーピング尺度の主成分分析により、第Ⅲ因子として

「攻撃型コーピング」だけが明示され、その独立性と質的な強度が示唆された。調査Ⅱ：予備

育児ストレッサー尺度の主成分分析により、家族や母親自身に関した「母親関連ストレッサー」

と、子どもに関した「子ども関連ストレッサー」の2因子が抽出された。また、これら2次元

のストレッサーが高まると攻撃型コーピングを用いる頻度も多くなると示され、育児ストレス

の発散に攻撃的な行動を比較的用いやすいことを示唆すると思われた。

CPSS作成に際して、これまでの先行研究で用いられた質問項目を育児ストレッサー項目・

コーピング項目・子どもとの関わり方項目としてそれぞれまとめ、独自に考案した質問項目も

加えて100項目前後になるようにした。そして、調査依頼に応じたE保育園13名、F保育園42

名、G幼稚園94名、H幼稚園176名、A病院96名、I子ども家庭支援センター43名、J公園1名

の計465名の内、有効回答445名を分析の対象とした。

因子分析により、育児ストレッサー尺度（以下PSS）5因子解、コーピング尺度（以下PSCS）

6因子解、子どもとの関わり方尺度（以下CRS）3因子解が抽出された。そして、尺度全体、

及び各下位尺度の信頼性α係数は比較的高い値を示しており、尺度として十分に高い信頼性を

もっていると示された。そして、尺度間の影響関係と因子間の影響関係について、「母親の子

どもとの関わり方を、育児ストレッサーとコーピングとの関係から予測できるか」を重回帰分

析によって検証することで、CPSSの有用性を検討した。その結果、育児ストレッサーの3因

子構造のなかで、特にコーピングを必要とするのは夫や家族に関連したストレッサーであり、

夫婦不和が質的に強度なストレスフルイベントであることが示唆された。また、その際のコー

ピングは周囲に怒りをあてるといった攻撃的なものであり、母親がストレスを自覚したときに
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は否定的に解釈される方略を用いると考えられた。そして、育児における問題に対して積極的

に解決を思索する母親は子どもと適切な関係を築けているが、問題を回避したり、怒りを周囲

に表している母親では子どもと不適切な関係に陥っていると考察された。このような関係式に

より、CPSSが母親の子どもとの関わり方を、育児ストレッサーとコーピングとの関係から予

測しえる尺度であると証明され、更に具体的な支援策の提示や、虐待スクリーニング調査用紙

としての活用性も示されたことから、その有用性は高いものと考えられた。そして、仮説であ

る「育児に対してストレスを強く感じている母親は、ストレスをあまり感じていない母親より

もコーピングが問題回避的で不快な情動を伴っており、子どもと不適切な関わり方をしている

のではないか」を分散分析によって検討した。その結果、高育児ストレス下にある母親は問題

回避的、または自分を抑圧するか周囲に怒りを向けるかといったコーピングを多用しており、

更に子どもと不適切な関わり方をしながら強い育児不安を抱えていると考えられた。また、育

児ストレスの影響として周囲に怒りを向けるといったコーピングの用いられ方の差は特に大き

かった。同時に、親としての行動や自信に満ちていれば、問題に直接対処するようなコーピン

グが用いられ、子どもとも適切な関係を結べる、ということも支持された。更に、属性による

影響を分析した結果、そのほとんどに等分散性が認められなかったために有意な結果を導くこ

とはできなかった。

全体的考察として、CPSSに含むPSS・PSCS・CRSは尺度として十分に高い信頼性をもちな

がら、その内容的妥当性についても示された。そして、尺度間の影響関係と因子間の影響関係

の把握から、母親の子どもとの関わり方を、育児ストレッサーとコーピングとの関係から予測

でき、CPSSが虐待スクリーニング調査用紙として高い有用性をもっていると考察された。そ

して、これまでの結果によれば、攻撃的コーピングの頻度を調べることでその虐待リスクを測

れるといえる。更に、「育児に対してストレスを強く感じている母親は、ストレスをあまり感

じていない母親よりもコーピングが問題回避的で不快な情動を伴っており、子どもと不適切な

関わり方をしているのではないか」とした仮説は支持され、高育児ストレス下にある母親は周

囲に怒りを向けるといったコーピングを多用しており、それによって子どもと固定して不適切

な関わり方をしていると考察される。また、現代の母親は親としての自信や行動を他者から評

価される機会が少なく、育児ストレスを感じやすい状況におかれているといえる。しかし、育

児における問題に対して積極的に解決を思索する母親は、子どもと適切な関係を結べており、

特に問題解決に際しては情動による努力をする、といった特徴も導かれた。残念ながら属性に

よる影響はその多くが認められなかったが、少なくとも子どもの発達に直接的に影響を与える

育児行動を、育児ストレッサーとコーピングとの関係によって把握することが、実際的な支援

を示唆することにつながることは示された。また、「育児ストレス」というものをより深く理

解するうえで、CPSSは非常に有意義な育児支援の一つの指標となったと考えられる。
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児童相談所における｢虐待｣電話相談の援助の有用性の研究
―チェックシートを用いた危機的状況についての検討―

01ML60013 松井　利恵
指導教員　張田　真美

本論文は、児童相談所が行っている電話相談事業の相談員と、｢児童相談所における『虐待』

電話相談の援助の有用性について｣、電話相談研究会メンバーである筆者との合同研究として

調査を行った。

虐待電話相談では、｢虐待｣という問題の性質上、なんらかの危機的状況が相談者に起こって

いると考えられる。このように、危機は問題を上手く解決するか、より問題が深刻となるかの

大きな岐路に立たされているといえる。こうした、相談に対しチェックシートを用いて危機的

状態を把握し、相談員が有用な援助を相談者に行うことを目的とした研究である。本研究では、

首都圏の児童相談所の電話相談事業をフィールドとして、新たにオリジナルの「児童虐待分析

チェックシート」の作成を試みた。このシートを活用して相談員は問題の把握と危機的状態の

理解を深め、援助を行うための査定、評価をするための資料として、使用することがねらいで

ある。このチェックシートの質問のポイントは二点あり、第一に問題の理解と情報の把握であ

り、第二に相談員の問題に対する危機的状態の理解を深め明確化することである。特に本調査

では、第二のねらいの質問項目を｢相談員の判断｣として、相談員の放っておけない度、相談者

の変化、相談者の反応、相談直後の‘感じ’等という質問を行った。これは、相談員が危機的

状況を、相談者の時間的経過による変化、援助過程の反応、相談員の相談終了後の印象などに

ついて、チェックシートを用いて記述し、相談員本人や相談員間においてその相談への理解を

深めようとするものである。こうした、結果は相談者の危機的状態を明らかにし、相談員が援

助を実施するうえで有用な情報と方向性を示すものとなる。チェックシートの記入に際しては、

記入マニュアルを作成し、相談員が質問項目を選択する際の基準を設けた。この基準は、チェ

ックシートの試行調査を行い、その結果をもとにして相談員と研究会メンバーの検討結果から

筆者がまとめたものである。こうした、マニュアルの基準の策定は相談員の判断に一貫性をも

たらし、安定的な調査結果を得ることを可能にしたといえる。本調査の対象は、首都圏の児童

相談所電話相談を利用した人のなかで、虐待または虐待関連相談について調査を行った。調査

期間中の相談総件数は1,251件あり、虐待相談28件、虐待関連相談9件の計38件となり、全体

の3％がこうした相談であった。この結果の分析は、第一に単純集計を行い、次いで相談員の

判断の質問項目についてはSPSS Vol.10.1を用いてクロス集計を行った。また、相談者の変化

の質問結果については、その変化の内容を表としてまとめた。対象者の属性は、相談者の5割
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が母親で、同割合で母親が虐待者であった。虐待の分類では、約4割強が身体的虐待、次いで

ネグレクトであった。子どもの年齢は、3歳が最も多く次いで2歳となっている。平均相談時

間は24.6分であった。相談の重要度の問いでは、相談員は9割が最重大・重大と回答している。

このように電話相談は深刻な問題の相談を受け、援助を行っている。さらに、問題の危機的状

態を測る問いの、放っておけない度においても、9割が何らかの方向性をこの電話で指示、ま

たは、迅速対応が必要と回答している。相談員は、危機的状態を相談過程から情報を得て、相

談者の状況を十分に理解した上で援助を行うことが必要であり、電話相談の特徴から限られた

情報で援助を行わなければならないという困難さがある。しかし、チェックシートを用いるこ

とで情報を整理し、援助過程について相談員間で協議することができ、また他機関との連携に

おいても相談員の専門的な理解と見解は役立つ情報になるといえる。さらに、次の援助の計画

を立てる際の指針として反映することが可能となる。次に、行われている援助の内容をみると、

相談者によって援助の内容に違のあるという傾向が調査の結果から明らかになった。母親から

の相談が5割で、その母親のさらに5割が虐待を行っている当事者であることからも、母親に

対する援助を今後どのように行っていくべきかを検討することは、虐待の予防と防止に向けて

急務となる。

本調査の援助の結果は、母親に対して傾聴が最も多く、次いで児童相談所紹介・連絡となっ

ている。母親の育児の不安やイライラなど危機的状態に陥っていると考えられる母親に対し、

相談員は精神的な安定を図り、母親の言葉を傾聴し受容的態度で母親との信頼関係を深めるこ

とに努めており、こうしたカウンセリング機能は最も重要である。その結果、相談者の7割以

上に変化が見られ、中でも母親の変化が4割と最も多くなっている。初めの混乱から次第に落

ち着き自分を振り返ることができたという経過が見られた。また、相談者の反応においてもプ

ラスの変化が見られたという結果が7割以上となり、特に母親の相談者の割合が高くなってい

る。しかし、相談終了後の相談者の反応においては、母親に対する相談には不安が残るという

相談員の回答が多かった。相談者が母親以外の場合では、若干の不安とほぼ満足が最も多く、

相談者により相談員が持つ相談終了後の反応の違いが明らかとなった。これは、虐待の当事者

である母親の場合、具体的な子どもに対する援助や育児支援などについては電話相談の限界で

あることや、さらに相談を重ねることが必要であると感じているためではないかと推定でき

る。

今後、電話相談では、相談者のカウンセリング機能の充実させていくことがより有用な援助

につながる。さらにこうした機能の充実とともに、地域児童相談所や他機関との連携のとれた

援助システムを整えることが、公的機関としての電話相談の役割として期待されていると思わ

れこうした援助システムは、相談者へのより有用な援助につながる。

117



情動表出（Expressed Emotion）と家族関係

01ML60014 吉村　和麻
指導教員　春日 喬

目的

家族のEEは、精神分裂病の患者の再発を予測する目的で考えられた概念である。本研究で

は、PBI質問紙、POP質問紙の得点をそれぞれ本人のEEとして、EEとMMPIの関係を調べた。

MMPIの精神病4尺度のT得点が70以上の傾向を示した被検者を個性記述的に調べた。6名の

被検者の中に、2名PBI質問紙でHighEE（養護得点が低く、過保護得点が高い）の傾向を示し

ていると推測された。

本研究目的

1．PBI日本版の信頼性、妥当性を調べる。

2．PBI日本版が養護因子、過保護因子の2因子で構成されているのかを因子数の規定をしな

い因子分析で調べる。

3．PBI得点とPOP3領域の合計得点の関係を調べる。

4．PBI得点、POP3領域の合計得点とMMPIとの関係を調べる。

方法

調査対象

大学で臨床心理学を受講している心理学科24名、教育学科9名の計33名で、性別は男性19

名、女性14名で、年齢は、18歳から26歳、平均年齢は20.0歳であった。

質問紙の枠組み

1．住居形態（一人暮らし、実家）、現在の生活満足度（満足、不満足）、経済的自立心（は

い、いいえ）、自分の家族は理想的な家族であるか（はい、いいえ）の2件法質問紙。

2．Parkerら（1979）が作成したPBI質問紙は、日本語訳に標準化されているものを使用し

た（小川、1991）。25項目の中に養護に関する13項目、過保護に関する12項目があり、

16歳までの記憶を元に、母親、父親の養育体験を別々に評価してもらう。得点は、養護

得点、過保護得点に分ける。

3．Shutz（1960）が作成したPOP質問紙。POPは標準化されているが、日本語訳がないた

め、自身で訳し使用した。子供が家でどのような生活を送っているかを表した6つの文

章を読み、自分の家の雰囲気に最も近いと感じたものを1つずつ選択する。得点は、6つ

の文章2つごとに1つの領域に分かれていて、3つの領域（包容、統制、愛情）の合計得

点を出す。
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4．MMPI新日本版（1993）の383項目の短縮版を使用した。

分析方法

PBI日本版の信頼性、妥当性を調べた。PBIが養護因子、過保護因子の2因子で構成されて

いるかを因子数の規定をしない因子分析で調べた。PBI得点とPOP3領域の合計得点の相関関

係を調べた。PBI得点、POP3領域の合計得点でHighEEとしたものをMMPIで調べた。

結果

1．PBI日本版の信頼性、妥当性は、小川（1991）の先行研究とほぼ同様な結果が得られた。

2．PBIは、養護因子と過保護因子の2つの因子で構成されていると推測されているが、因子数

を規定しない因子分析をPBI日本版で行ったところ、竹内ら（1989）の『自由』因子と同

様なものが抽出された。

3．PBIの父親の養護得点とPOP3領域の合計得点の間には負の相関傾向が見られた。

4．個性記述的（idiographic）に示した事例で、MMPIの精神病的徴候に関連があると思われ

る『Pa, Pt, Sc, Ma』の4尺度でT－Scoreが70以上の傾向を示したものの中に、明らかに

PBI得点の養護得点が低く、過保護得点が高い傾向を示したものがあった。

考察

1．PBI日本版の信頼性、妥当性には、小川（1991）の先行研究とほぼ同様な結果が得られた

ので、本研究で使用したPBI日本版の信頼性、妥当性は確認されたと考えられる。

2．PBI日本版で因子数の規定をしない因子分析では、竹内ら（1989）の先行研究と同様に竹

内ら（1989）の『自由』因子と同様なものが抽出されたと思われる。『自由』因子は、過保

護因子の中に含まれていると思われ、本研究で使用したPBI日本版は、2因子で構成されて

いることが推測される。

3．PBIの父親の養護得点とPOP3領域の合計得点の間には負の相関傾向が見られたと思われる。

この結果は、父親が、家族に対してオーバート（Overt）な愛情表現を示していない傾向が

本研究ではあったのではないかと推測される。

4．個性記述的（idiographic）に示した事例で、MMPIの精神病的徴候に関連がある『Pa, Pt,

Sc, Ma』の4尺度でT－Scoreが70以上の傾向を示していると思われるものの中に、明らか

にPBI得点の養護得点が低く、過保護得点が高い傾向を示したものがあった。これは、本

研究でEEとしたもののHighEEと同様なものであると思われる。
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