
青年期における自己客観視が自己注目及び抑うつに与える影響

02ML60011 豊永　俊二
指導教員　春日　　喬

抑うつは、ストレスフルな現代社会では誰もが経験する可能性のある病態である。その中で

も、特に青年期は自我同一性の確立が重要な課題になる時期であり、自我同一性の危機の状態

では、「自分とは何者なのか」などと考え悩み、自己に注目し、自己により過敏になり、自己

に注目することで抑うつになりやすいと考えられる。自己注目とは、人が自分自身の方へ注意

を向け、自らを注目の対象としている状態（自覚状態）と、普段から自己に注意を向けやすい

性格特性（自己意識特性）の両方の意味を含む概念（押見、1990）であるが、この自己注目は

抑うつと類似な点があり、関連があるとされている。坂本（1997）は、自己注目が抑うつの発

生に寄与するのは青年期において特有な現象かもしれないとしている。少なくとも青年期にお

いては、自己注目は抑うつを生じさせ、自己注目の持続は抑うつを持続させる可能性を持つも

のであると考えられる。

認知療法では、歪んだ思考や認知が抑うつを引き起こすとしている。認知療法では自らで情

緒や行動をコントロールすることによって、非適応的な思考を修正して、適応的な思考を獲得

することを目標とする。その際、自己の感情や行動について客観的に考え、自己を客観的にみ

るようになることが重要になると考えられる。そして、歪んだ思考や認知に拮抗するものとし

て、自己に対してより客観的に考えることができるようになる体験を通して、抑うつへの対処

に繋がると考えられる。

以上のことをふまえ、本研究では、この自己に対して客観的に見ること、すなわち自己を現

在の感情や認知から一歩距離を置いて自己に注目している状態を自己客観視とし、ポジティブ

な感情を経験するきっかけになり、抑うつを改善する可能性があるものと考える。

これらのことから、本研究は、青年期における自己客観視が、自己注目及び抑うつとどのよう

に関連しているかを調べることを目的とした。

調査方法は質問紙法で行い、大学生を対象とし、102名の回答が得られた。そのうち有効な

回答91名を分析の対象とした。質問紙の構成は、自己客観視尺度（本研究で作成）、私的自意

識尺度、没入尺度、ツァン自己記入式抑うつ性尺度（SDS）、自己客観視の経験の有無をたず

ねる自由記述、対象者の属性である。

自己客観視尺度に因子分析（主因子法、バリマックス回転）を行った。因子は解釈可能性と

固有値の様子から2つとし、因子負荷量が各因子に.40以上の項目を採用し、項目を決定した。

その結果、自己客観視尺度は感情のコントロール尺度と認知注目尺度の2つの因子を得た。下
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位尺度ごとに信頼性と妥当性の検討を行った。信頼性はCronbachのα係数によって検討した。

その結果、感情のコントロール尺度の内的整合性は確認された。認知注目尺度では十分ではな

いが、ある程度の信頼性は確認された。

妥当性の検討は、自己客観視と関連があると考えられる私的自意識尺度、没入尺度及びSDS

との関連を検討し、構成概念的妥当性を確認することによって行った。その結果、感情のコン

トロール尺度は自己没入尺度及びSDSと有意な負の相関を示し、認知注目尺度は私的自意識尺

度と有意な正の相関を示した。これらのことにより、自己客観視尺度の妥当性は確認されたと

考えられる。

自己客観視尺度の下位尺度のうち、感情のコントロール尺度のみがSDSと有意な負の相関が

得られたことから、自己客観視のうち、直接抑うつに関連しているのは感情のコントロールで

あることが示唆された。一方、認知注目尺度はSDSとの有意な相関が得られなかった。認知注

目によって認知の再構成が行われることで、抑うつの軽減が起きるという可能性も考えられる

が、直接的な抑うつとの関与は示されなかった。抑うつを増大させないような適切な認知注目

をするには、感情のコントロールが認知の注目に先立ち、ネガティブな感情から距離を置いて

から自己の認知や思考に注目することが必要であると考えられる。

男女で唯一差が見られたのは、男性でのみ感情のコントロール尺度と外的没入尺度との間に

負の相関がみられた点である。坂本（1997）は、自己没入尺度と外的没入尺度の間に有意な正

の相関が見られることから、注意を向ける対象が、自己であっても興味や課題などの外的な事

象であっても、いったん対象に注意を向けると、その対象から注意をそらすことが難しいとい

う全般的な没入傾向（注意の持続傾向）の存在が示唆されるとした。このような全般的な没入

傾向の存在を考慮に入れ、男性における感情のコントロールと自己没入および外的没入の相関

について考察すると、男性は感情のコントロールを持つことにより、自己や外的な刺激に対し

没入してしまいにくいのかもしれないということが考えられる。

これらのことから、本研究では自己客観視のうち、感情のコントロールが抑うつと関連して

いることが示唆された。自由記述の内容からは、自己客観視が自発的に行われたかどうかとい

うことを考慮する必要性が示唆された。

今後の課題として、対象の年齢や抑うつの重症度が異なった場合も視野に入れることがあげ

られる。本研究で提示した自己客観視の概念を臨床的に有用なものにするためには、抑うつに

対してより効果的に働きかけることのできるような概念にし、自己注目のポジティブな、適応

的な方法を示すことが重要であろう。
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大学生における自己破壊傾向と解離体験との関連
～ロールシャッハ・テスト反応の検討を含めて～

03Ml60001 秋葉　裕美
指導教員　元永　拓郎

自己破壊行為は，自傷行為（self-mutilation）を含む，自らの身体を危険にさらすあるいは傷

つける行為を指す．これらには皮膚を切る，皮膚を焼く，など比較的軽いものから，死の危険

が高い大量服薬や無謀な運転まで包括した極めて幅広い概念が含まれる．近年，自傷行為を主

としてこのような自己破壊行為を行う若者が増加しているとの指摘もあり，大学生へのメンタ

ルヘルス支援を考える場合，自己破壊性は重要な視点であると思われる．

現在，自己破壊行為の一形態である自傷行為について，「自殺の意図がない」という点を重

視する研究者が多い．しかし，自傷行為と自殺行為には少なからず重複する部分があり，「自

殺の意図」の有無を区別することは困難なことが多い．自己破壊行為は致死率の高低による3

段階，さらに直接的，間接的に身体を痛めつけるという2側面があるとされる．また，これら

には自己傷害，自殺行為，逸脱行為が含まれる．

これらを踏まえ，本研究における自己破壊行為は「自傷行為，自殺行為，および逸脱行為を

含む，自らの身体を直接的ないしは間接的に傷つける行為」と定義し用いる．また，「自傷行

為，自殺行為，および逸脱行為を含む，自らの身体を直接的ないしは間接的に傷つけたいとす

る欲求あるいは心性」を自己破壊性と定義し，自己破壊性の程度を示す語を自己破壊傾向と呼

ぶ．

本研究の目的は，①大学生の自己破壊行為経験の実態調査を行い，同時に自己破壊性質問紙

及び生き方尺度を用いた調査から自己破壊性の諸側面を探ること，②自己破壊性と解離体験と

の関連を明らかにし，それぞれについて性差及び年齢差についても検討すること，③ロールシ

ャッハ・テスト（以下ロ・テスト）を用いて自己破壊性が高い者の性格特徴を明らかにし，自

己破壊性が高い大学生に対してどのような支援が必要かということについても考察を試みるこ

とである．

調査は私立A大学の教養科目を履修している学生225名（男性200名，女性55名），平均年齢

18.8歳（SD=1）を対象とした．調査票には自己破壊性質問紙（谷口，1994），生き方尺度（板

津，1992），日本版解離体験尺度（田辺，1994），自己破壊経験に関する質問項目，ロ・テスト

への協力願いが含まれた．また，ロ･テストへの協力願いに協力の意志を記入した24名を対象

者とし，ロ･テストを施行した．

大学生の自己破壊行為経験について，少なくとも1回の自己破壊経験がある者は 30％，複数

回にわたって経験がある者は8％存在することが明らかとなった．
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自己破壊行為経験に性差はみられなかったが，これまで行われてきた医療現場等での調査の

結果からは，女性の方がより自己破壊経行為験率が高いことが示されている．これらの研究と

本研究で得られた結果との違いは，性別による支援要請行動（help-seeking）の違いを表してい

るものと思われる．一般に男性の方がより支援要請行動を起こしにくいといわれていることか

ら，男性の自己破壊行為はより同定が困難であり，支援に結びつきにくいことが推察される．

年齢別では自己破壊行為経験に差はみられず，自己破壊性については高年齢層の者がより高

い傾向にあることが明らかとなった（t=-2.1，p=.042）．主に大学1，2年生が多い教養科目を履

修する高年齢層の者は何らかの事情で履修の時期が遅れている者が多いと考えられるが，その

事情の一つとして何らかのメンタルヘルス上の問題を抱えていることがあるのではないかと思

われる．このことから高年齢層の者では講義に出席していない者も多いと考えられる．これが

バイアスとなり，高年齢層の自己破壊行為経験が実際よりも低く表れた可能性がある．

今回は自己破壊性の「積極的自己傷害」，「消極的自己傷害」，「逸脱行為」の下位尺度を作成

した．この中で特に「消極的自己傷害」は，生に対するに対する無気力という近年の青年の特

徴が表れており，大学生に対するメンタルヘルス活動への示唆につながるものと思われる．

自己破壊性は解離体験と関連があることが明らかとなった（t-test t=-6.2，p=<.001）．また性別

では女性の方が日常的により多くの解離を体験していることが示された．しかし，女性におい

ては解離体験が多いにも関わらず自己破壊性が高くないことから，男性に比べより適応的な解

離体験をしていることが示唆された．一方で，男性においては解離体験がより自己破壊性に直

結しやすく，危機的であると思われる．

これらのことから，大学生に対するメンタルヘルス支援活動では，学生の心理状態への適切

なスクリーニングを行い，実態を把握することが重要であると思われる．そして，対応に際し

ては支援への結びつきにくさを考慮し，より直接的な介入を行うことも検討される必要がある

だろう．また，学生にとって身近な教員を含めて連携を図る等のより総合的な支援システムの

構築が望まれる．

ロ・テストの結果から，自己破壊性が高い者は情報処理の効率が悪く，問題を漠然と抱えた

まま対処しようとする傾向がみられた．また，解離体験が高い者は作話や空想的傾向がみられ

た．事例からもほぼ同様の結果が得られた．これらのことを踏まえると，自己破壊性が高いク

ライエントに対しては，問題や課題の明確化を促し，解決の見通しを立てる支援が有効である

と思われる．また，支援やシステム上の構造を明確にして対応する必要があると思われる．

解離体験は自殺の危険を伴う．よって，解離症状への直接的なアプローチも必要であると思わ

れる．また，自己破壊行為を自殺と関わりのないものとするのではなく，常に自殺の危険があ

る行為と捉え対応する必要があるだろう．

今後の課題として，より偏りの少ない大きな集団を対象とすること，大学の講義に出席して

いない学生を考慮した調査を行うことがあげられる．しかし，今回大学生の全体的な自己破壊

傾向を捉え，大学生に対するメンタルヘルス支援活動への示唆が得られたことの意義は大きい

と思われる．
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地域歯科医療機関における心理面接の意義について
～口腔心身症患者の事例を通して～

03ML60002 井澤　孝子
指導教員　伊藤　隆二

筆者は、これまで25年以上歯科医院のスタッフとして従事してきた。その経験から徐々に

感じてきたのは、近年、歯科においても不安や抑うつを示す歯科心身症患者が明らかに増加す

るようになったということである。これらの患者は器質的疾患がすでに改善している、又は器

質的疾患が診られないにも関わらず、患者自身の自覚的疼痛改善感がいつまでたっても得られ

ない、また、患者自身の思い込みにより、疾患だと決め付けてしまうというような、一般の歯

科治療では対応しきれない症例に出会うことがしばしば見られた。こうした中、地域歯科医療

においても、このような患者に心身医学的な対応が求められるようになってきたのである。し

かし、一般歯科医は歯科心身医学の研鑚をあまり積んでいないため、心身医学的アプローチを

なすこともなく、結果、ドクターショッピングや渡り鳥患者を生む結果となっているのが現実

である。そこで、歯科心身症患者に対して、歯科医・心理カウンセラーとのリエゾン診療を地

域歯科医療機関において行い、心理カウンセラーによるカウンセリングが身体症状の軽減にど

れだけ役立つか、事例を通して研究していくことを目的とした。

研究方法は、心理的要因が関与していると思われる痛みを訴えて来院した患者（Aさん）に、

伊藤（1999）の臨床法である間主観的心理面接法をモデルにして、心理面接を行った。これは、

心理面接者とクライエントという関係を超えて、本質的に両者は平等であるという姿勢に基づ

くものである。特に痛みというのは相互の主観が噛み合いにくい症状であり、クライエントの

感じる痛みと心理面接者の痛みに対する感性は、あくまで主観的なものでしかありえない。し

かし、大切なのは、心理面接者がクライエントの身体症状を認めつつ、その痛みの底に隠れた

内面の世界を受容し、肯定し、尊重し、同行することであり、今、ここで生き続けていること

を認めることである。それにより、両者の間に信頼関係が生まれ、互いに融合し「われ―なん

じ」のかかわりが成立する。その時こそクライエントは自ら主体的に自己を変えていく（自己

実現）。そうした変様過程を検討するものである。

面接期間は、X年11月からX＋1年10月まで、約1年に渡り、34回行われた。

口腔周辺の痛みという身体症状から半ば引きこもりのような生活をし、社会に出る自信を失

ってしまったというAさんが、社会復帰をすることによって身体症状へのとらわれから開放さ

れていく過程を、5期に渡って考察した。
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クライエント：Aさん、36歳、女性（未婚、無職）

主　　　　訴：奥の歯の噛みあわせがおかしく痛い。顎を動かすとカクカクといって、耳も

シャリシャリ音がする。

Aさんは当初、顎の痛みとその周辺の違和感を訴え来院した。当医院に来院した時は、すで

にドクターショッピングを繰り返しており、慢性疼痛となっていた状態であった。それまでの

医療機関での診断では、器質的に異常が発見されず、精神的なものを指摘されていたが、本人

は納得がいかず、絶対に身体的な異常があると信じて止まなかった。歯科医の所見から、かな

り精神的不安を抱えているように思われたため、心理面接を勧めた。その導入には、原因が精

神的なストレスであれ、Aさんに痛みが存在することを歯科医が受け入れたことで、医師－患

者間に信頼関係が成立していたことが、大きく影響したのである。

筆者との心理面接を進めていくにつれ、痛みの背後にある心理社会的ストレスが語られるよ

うになり、精神的なストレスが疼痛を引き起こしていることが推察された。それまでAさんは、

理想的自己と現実的自己との間にある不一致に苦しんでいたが、徐々にあるがままの自分を受

け入れていくようになり、やがて、社会復帰が出来るまでになった。そして、次第に身体症状

へのとらわれから緩和されていったのである。

本事例の患者は、身体症状と心理社会的因子の関係（心身相関）を否定しており、心療歯科

に紹介するような自覚がないことから、地域歯科医療機関での対応が必要とされた。その結果、

心理面接を行ったことで、歯科医学的治療では成しえなかった症状の軽減を得ることができた

のである。それは、心理カウンセラーによる独立した心理的面接をすることにより、患者の深

い内的な体験が語られ、それに連れて、面接の目的が疼痛の軽減から自我の成長・成熟へと移

行して行き、身体的なとらわれをより良く生きたいという要求に変え、症状がありながらも充

実した人生を歩む様にまで成長していったと思われる。

これにより、歯科心身症患者に対して、歯科医師のみならず、精神科医、心理士との連携治

療が大切であり、特に、心理士との連携は心理的要因を認めない患者や精神科受診を拒否する

患者にとっては重要なものと成りうるであろうことが示唆された。

今後、高齢化や社会的ストレスが益々増えていく中で、歯科領域においても、ストレス的要

因が強く関与し、心理的アプローチの必要性が高まるケースが増加することが予測されるのは

確かなことと思われる。そうした患者に対して、一時的な治療だけでなく、再発させないため

のセルフケアを考える上でも、心理カウンセリングによる心理的アプローチやこころの支援が

不可欠となり、重要な役割を示していくと考える。全人的医療を目指し、QOLを満たせられ

るような歯科医療を展開していくためには、心理士による心理カウンセリングが歯科医学的処

置同様に重んじられることを大いに期待し、心理士が歯科医療において市民権を得ることを心

から願って止まない。
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不登校の内的変容過程に関する一考察
～経験者の面接調査を通して～

03ML60003 卜部　裕介
指導教員　元永　拓郎

はじめに 不登校をめぐる論議は、本人の性格や親・家族の問題から、教師との関係や学校環

境、さらには学校をとりまく地域や現代社会のあり方にまで拡大してきている。不登校になっ

たきっかけや、継続してしまう理由もさまざまである。複数の要因が複雑に絡み合っている状

況の中で、完全に個々に合致した対応は難しくなってきている。従来の原因論による考え方か

ら、学校集団や社会に参加する意味や価値を見つける支援や、見失わないための予防が求めら

れる。そのためには、人間が集団や社会へつながり、参加していくという発達のプロセスを追

うことが必要になり、そこには家庭と学校や社会をつなぐ中間的な居場所が存在する。これま

での不登校の予後調査は、調査時点でのある基準に基づいた横断的な視点であり、縦断的かつ

発達的な視点はとられていない。また、支援する側からの理解や意味づけであり、経験者の視

点から、縦断的な変容過程を詳しく論じた研究は非常に少ない。

目的 本研究では、不登校経験者本人に自らの不登校体験の意味づけや立ち直りの契機につい

て面接調査を行い、従来の支援する側からの理解や分析とは異なる経験者の視点での内面の変

容過程に関する仮説モデルの生成を試みる。それによって、これまでの原因論・類型論的理解

とは異なる発達や成長といった観点からの、不登校と不登校支援に関する新たな理解が得られ

るのではないかと考える。さらに、生成された仮説モデルを対象者にフィードバックし検討を

加え、より経験者の感覚にそったモデルを生成する。それによって、今現在不登校をしている

児童・生徒の実感に近いものとなり、本人や家族が参考にするうえで臨床的に有用なものとな

ると考える。得られたモデル図から、中間的な居場所での支援について考察を加える。

対象と方法 対象は、中学校時に不登校を経験し、現在不登校に関する支援は終結し、社会生

活に参加している人である。年齢は、自分の過去やその時の内面を語ることと、時代変化によ

る社会状況の差違を考慮して20歳前後の人とした。著者が接触できるフリースクール、大検

予備校、知人に研究の主旨を伝えて協力者を紹介してもらい19歳から23歳の合計9名を得た。

あらかじめ質問項目を決め半構造化面接で個別に面接調査を行った。調査期間は、2004年7

月から2004年10月である。面接調査の内容は、対象者に同意を得た上で録音した。不登校経

験の経過と、その間の対人関係、自分がどのように変化しそのきっかけは何だったかを中心に

聞き取り、学校や求められる支援についても語ってもらった。面接調査は質問項目にしたがっ

て進めたが、対象者の思い出し方やペースを大事にすることに留意した。録音した各対象者の
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データは、すべて逐語記録として書き起こし、その後で分析を行った。9名のデータを何度も

読み返しながら、中間的な居場所を活用した時期の前後の語りを中心に、不登校の経過にそっ

て前期・中期・後期の3つに分類した。そして、前・中・後期それぞれにおいて、本人の心の

ありよう、本人の行動、環境側のありようの3点に注目して分析した。それらを、キーワード

を用いて各対象者ごとに1つの表にまとめた。さらに、各対象者の表からモデル表とモデル図

を作成した。分析の途中において対象者2名にフィードバックし、その時点での著者の分析過

程を本人によって検証してもらった。

結果と考察 彼らの語りを前・中・後期に分けて本人の心のありようついて分析し、共通する

コードに注目しカテゴリー化した結果、不登校のきっかけや期間については全く異なる9人の

対象者ではあるが、不登校後＜内閉＞⇒＜セルフエンパワメント＞⇒＜志向性の転換＞⇒＜不

登校体験の内在化＞へと向かうことが明らかになった。また、その内的変容過程に対応するか

たちで、環境のあり方において≪親の見守る姿勢≫、≪適度な距離感≫、≪同じ境遇の不登校

生徒との出会い≫、≪異年齢との出会い≫、≪集団参加≫、≪未知の世界との出会い≫、≪特

別扱いされない場≫、≪中間的な居場所で得た人間関係≫といった、変容促進要因を見出すこ

とができた。さらに、経験者が有効と考える支援の方法と手段から、支援する側のかかわりに

も、「受容的」⇒「エンパワメントする」への移行が求められることが明らかになった。その

移行は、中間的な居場所を利用する時期にあり、不登校支援における中間的な居場所の重要性

が明らかになった。フィードバック面接を参考にしてモデル図を作成した。活動の場は、家庭

内と中間的な居場所と学校・社会を、行きつ戻りつしながら移行していくこと、その移行は内

的変容過程とは時期がずれて起こることが示された。支援する側のかかわりは、志向性の転換

期前後と、「受容的」⇒「エンパワーする」への移行が対応することが示された。

不登校支援は、今現在本人がどのような状態かを見極め、受容的なかかわりとエンパワメン

トするかかわりを適宜調整することが望ましい。中間的な居場所では、志向性の転換を引き出

す「長い人生を意識できる体験」が必要である。また、適宜の進学問題への介入とその後のフ

ォローアップが求められるが、進学時期に利用するのではないという理解、進学時期より前に

働きかけるという理解が進むことが期待される。そして、同年代の友人との仲間体験と小人数

による受け入れられ体験という、両方向への取り組みが今後の課題であろう。

今回の9名は、多くの不登校経験者のほんの1粒にも満たない人数である。また、虐待に代表

される福祉の対応が必要となるケースや、義務教育期間中に学校復帰をしたケースについては

1つも含まれていない。本研究の結果をもって不登校の内的変容過程を論じきることはできな

い。しかし、これまで強調されなかった当事者の語りから仮説を生成したこと、また、フィー

ドバック面接を行い経験者の意見を取り入れたモデル図を生成したことには、一定の意義を見

いだせるものと考える。不登校全般への援用のためには、今後さらなる検討が必要であろう。
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大学生の理想自己－現実自己の差異と自己受容に関する研究
～心理的適応との関連から～

03ML60004 岡戸　恵子
指導教員　毛利　伊吹

従来より，理想自己と現実自己の一致度が高いほど適応した状態であるとされ，その適応の

指標としては，自己受容が多くの研究で扱われてきた．しかし，本研究では，自己受容を「自

己の現実の姿を冷静に観察し，その姿いかんにかかわらず，それをありのままに受け入れるこ

と」（沢崎，1981）であると考え，理想自己－現実自己の差異と自己受容，及び心理的適応と

の関連を，正の理想自己（なりたい自分）と負の理想自己（なりたくない自分）の2側面から

検討することを目的とした．

本研究では質問紙調査法を用いて行い，理想自己－現実自己の差異の算出法としては，個人

にとって重要な側面の記述を求め，それをもとにして正の理想自己・負の理想自己ともに理想

自己－現実自己の差異を算出した．また，自己受容に関しては，大出・澤田（1988）によって

作成された特定の側面に限らず全体的な自己受容を問う内容になっている自己受容尺度の他

に，個人にとって重要な側面として記述された各理想自己に対する現在の自分の受容度につい

ても評定を求め，全体としての自己受容との関連を検討した．また，自己の発展の可能性への

意識の強さを測定する自己形成意識尺度（水間，1998）を用いて，自己受容との関連について

も検討を行い，さらに，各理想自己に対する志向性についても評定を求め，自己形成意識との

関連もあわせて検討した．また，心理的適応の指標としては，峰松・福盛（2002）によって作

成された大学生チェックカタログ（QOSL）の下位尺度の中から「心身の一般的不調」・「社

会的関係」を使用し，それぞれについて検討した．

調査は2004年10月下旬に帝京大学・専修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134名を分析対象とした（有効回答率80.2％）．

また，分析には，相関分析，偏相関分析，分散分析を用いた．相関分析の結果，全体として

の自己受容と個別的な側面に対する自己受容との間に有意な相関はみられなかった．この結果

から，個別的な側面に対する自己受容は，全体的な自己受容にはつながらない可能性が示唆さ

れ，両者の間に関連がみられるだろうという本研究の仮説は支持されなかった．

また，自己形成意識と全体としての自己受容との間には有意な正の相関（r＝.25，p＜.01）

がみられ，さらに正の理想自己及び負の理想自己に対する志向性と自己形成意識との間にも有

意な正の相関（順に，r＝.51，p＜.01；r＝.27，p＜.01）がみられた．したがって，自己の発

展の可能性への意識の強さと自己受容は関連し，また，各理想自己に対する志向性と自己形成
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意識は関連するという本研究の仮説は支持された．

また，全体としての自己受容と心身の一般的不調・社会的関係との関連について，偏相関分

析の結果から，全体としての自己受容の高さは，正の理想自己・負の理想自己のいずれにおい

ても，理想自己－現実自己の差異の影響を除いても心身の一般的不調・社会的関係との間にそ

れぞれ有意な正の相関をすることが示された（全てp＜.01）．なお，それらの相関係数の値は，

正の理想自己－現実自己の差異をパーシャルアウトした場合では，全体としての自己受容得点

と心身の一般的不調得点との間では .41，社会的関係得点との間では .30であった．また，負の

理想自己－現実自己の差異をパーシャルアウトした場合では，全体としての自己受容得点と心

身の一般的不調得点との間で .41，社会的関係得点との間では .33，であった．このことから，

理想自己－現実自己の差異の大きさにかかわらず，全体としての自己受容が高ければ心理的適

応は高いということが示唆された．

また，正の理想自己と負の理想自己の両方について，それぞれ理想自己と現実自己の差異の

大きさと全体としての自己受容の高さを要因とした2要因分散分析を行ったところ，その結果

から，いずれの場合においても，心身の一般的不調得点・社会的関係得点に関する，全体とし

ての自己受容の主効果が認められ，つまり，全体としての自己受容が高い群では低い群より，

心身の一般的不調得点・社会的関係得点がそれぞれ高いということが示された．

以上の結果から，自己受容の高さは心理的適応の高さに関係するという可能性が考えられ，

理想自己－現実自己の差異の大きさにとらわれるのではなく，そのような差異のある自己を含

め，全体としての自己として受け入れることが心理的適応の高さと結びつくのではないかとい

うことが考えられる．

また，全体としての自己受容と同様に，個別的な側面に対する自己受容においても正の理想

自己と負の理想自己の両方について，理想自己と現実自己の差異の大きさと個別的な側面に対

する自己受容の高さを要因とした2要因分散分析を行ったところ，社会的関係得点でのみ，個

別的な側面に対する自己受容の主効果が認められた．したがって，個別的な側面に対する自己

受容も社会的関係得点に影響する要因である可能性が示唆された．

また，今回，理想自己－現実自己の差異に関して，正の理想自己・負の理想自己の2側面か

らの検討を行った．その結果，分散分析の結果においては，正の理想自己については，心身の

一般的不調得点・社会的関係得点いずれにおいても主効果は認められなかったが，負の理想自

己についてのみ，心身の一般的不調得点・社会的関係得点において，主効果が認められた．し

たがって，なりたい自分ではなくなりたくない自分と実際の自分との近さが心身の一般的不調

得点・社会的関係得点の高さと関係していることが考えられ，なりたい自分となりたくない自

分とは，単純な表裏の関係ではない可能性が考えられる．正の理想自己と負の理想自己がそれ

ぞれどのような側面にどのように影響するか，また，心理的適応の向上にどのような意味を持

つかは，興味深い視点であり，今後さらなる検討が必要であると考える．
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個人にとっての家族関係と生きがい感
～半構造化面接による質的研究～

03ML60005 荻窪　　彩
指導教員　春日　　喬

近年では，「生きがい」を持てず，その結果，空虚感を抱きながら生活している若者が増え

ているといわれる．神谷（1966）によると，生きがいを感じる精神状態である「生きがい感」

を得るためには，自らの生を正当化する「生肯定的」な態度でなくてはならないという．「生

肯定的」な態度を得るための，自らを「価値あるものとみなす力」のことをエンパワメント

（empowerment）といい（ルイス，1995），子どもがエンパワメントを得るためには，大人(身

近な大人としては両親)からの「存在への肯定メッセージ」が必要である（女性ライフサイク

ル研究所，1997）．

したがって，空虚感が蔓延化した背景としては様々な要因が浮かび上がる中で，「社会の基

本的単位である家族」（鈴木，1999）に焦点をあてることは重要であると考えられる．家族の

あり方によって空虚感が生み出される原因としては，親の過保護・過干渉や，家族の機能不全

による親の愛情の希薄さや早期剥奪を経験するようになったことが挙げられている．また，家

族の中で「偽りの自己」という仮面をかぶることが空虚感を抱く一要因となるともいわれてい

る（影山，1999）．しかし，そのような家族の中で育った子どもが必ずしも同じ状態になると

は限らない．そこには子どもの認知的・感情的側面が関与していると考える．したがって，子

どもの認知的・感情的側面に焦点を当て，「個人にとっての家族関係」と生きがい感との関連

を調査することが重要であると考える．

本研究では面接調査を通して「両親に対するイメージ」，「家族全体に対するイメージ」，「家

族の前での振る舞いの異同とその背景」の3点から，「個人にとっての家族関係」を語っても

らい，生きがい感の高低と「個人にとっての家族関係」との関連を調査することを試みた．

方法としては，生きがい感の高低をPILテストの基準に従って判定し，面接に協力してくれ

た8名の青年（生きがい感の高い協力者5名，低い協力者3名）から「個人にとっての家族関係」

について聴取を行なった．そして，得られた情報をストラウス＆コービン（1990）のグラウン

デッド・セオリー法を参考に分析することとした．具体的な方法としては，語られた内容に則

したコード名をつけて整理し，さらに，関連のあるコード同士にカテゴリー名をつけてまとめ，

それらを用いて分析を行った．以下，カテゴリー名を《》で示し，コード名を［］で示す．

分析の結果，生きがい感の高い人は，母親を《身近な存在》で《安心できる場》としてとら

え，さらに，《世話をしてくれる存在》，《擁護してくれる存在》としてポジティブな感情を抱い

ていた．さらに父親に対しては家族を守ってくれる存在として《尊敬》というイメージが挙げ
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られた．そしてこれらのイメージからは，「存在の肯定メッセージ」を受け取り，それによって

自己活力化（エンパワー）されていることが窺えた．また，家族全体のイメージでは《仲良し》，

《居心地がいい》というポジティブなイメージとともに[楽しい]や[落ち着く]というポジティブ

な感情が抱かれ，さらに，家族の一成員として自らを位置づけ，家族の中に自分がいるという

実感を持っていることが窺えた．これらのことからは，生きがい感の高い人は，家族の中では

自らも家族の一員としてとらえ，家族の中で過ごすことに高揚感を得ていることが窺えた．

一方，生きがい感の低い青年は，母親を《世話をしてくれる存在》としてとらえられている

ものの，その行動に対しては[子どもっぽい]というネガティブな感情や，[過保護]といったと

らえ方をしていた．さらに，母親との心理的な距離に関しては，母親との心理的な《距離の遠

さ》や，[過保護]による不適切な距離の近さをイメージしていることが明らかとなった．また，

父親の存在を《拒否的－統制的》ととらえていたり，《尊敬》できる父親をプレッシャーに感

じていた．これらのイメージからは，父親・母親からの「見捨てられ体験」や「存在の否定メ

ッセージ」によって自己活力(エンパワメント)が削がれていることが窺えた．また，家族全体

のイメージからは，《仲良し》や《家庭円満》というポジティブなイメージがあるものの，《表

面的なところで右往左往》，《配慮の足りない家族》，《父親中心》，《会話のない家族》というネ

ガティブなイメージも抱き，家族の中で生活することに不全感を感じていた．さらに，生きが

い感の低い協力者は，家族とは距離を置いて接していることが明らかとなった．

次に，家族の前の振舞いについて検討した結果，生きがい感の高い青年は，家族の前ではあ

りのままの自分で振舞うことができ，逆に，生きがい感の低い青年は，家族の前ではありのま

まの自分で振舞うことができていなかった．そして，生きがい感の高い協力者の振舞いの背景

には，家族の前でありのままの自分で振舞っても大丈夫であるという安心感や信頼感が関連し

ていると考察された．

また，個人の中で形成されたイメージは不変のものではないことが明らかとなった．生きが

い感の高い人は子どもの頃はネガティブなイメージを抱いていても，現在はポジティブなイメ

ージに変化していたり，ネガティブなイメージを受容することができていた．そして，これら

のイメージの変化は，理解や，客観的な視点，語りによる気づきという要因が関与していたり，

現時点からの視点が関与していた． このことから，現在ネガティブなイメージを抱いている

ために生きづらさを感じ，「生肯定的」な態度を取れない青年に対し，より調和的な方向へと

イメージを再構成させる手助けをすることが心理的な一助として可能であると考えられた．

最後に，本研究における限界として，対象者数の少なさと性別の偏りのために，十分なデー

タからイメージをとらえることが出来なかった点が挙げられる．今後の課題として，対象者数

を増やし，さらに，質問紙による調査も行うことで，事例により得られた知見が一般的な特徴

として見られるのかを再検討していきたい．また，今後，臨床実践での応用を行い，ネガティ

ブなイメージによって生きがい感が得づらくなっている青年への援助のあり方を深めていきた

いと考えている．
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パーソナリティ発達における第二反抗期の重要性について

03ML60006 小口祐紀代
指導教員　池田　政俊

近年，「反抗期のない，いわゆるよい子」が起こすさまざまな問題が深刻化していると言わ

れ，「反抗期」そのものの消失傾向も指摘されている．一方，従来から「反抗期」にみられる

自己主張や反抗はパーソナリティ発達にとっては不可欠であるとも言われてきた．本研究では，

第二の分離－個体化および自我同一性達成という2つの概念をパーソナリティ発達の指標とし

て用いることにより，パーソナリティ発達における第二反抗期の重要性について検証した．

また，現代における第二反抗期のあり方についても検討した．

本研究では，以下2つの仮説を設定した．仮説（1）第二反抗期があった場合，その後のパー

ソナリティ発達は健全に成し遂げられる．すなわち，自我同一性と第二の分離－個体化は達成

され，境界例心性は認められない．仮説（2）第二反抗期がなかった場合，その後のパーソナリ

ティ発達は健全には成し遂げられない．すなわち，自我同一性は拡散状態であり，第二の分

離－個体化に失敗した結果，境界例心性が認められる．

本研究では，予備調査，面接調査，本調査という3つの手順をふんで仮説を検証した．まず

予備調査として，予備的な仮説検証，および第二反抗期に関する尺度の作成を行った．次に調

査結果の解釈に有用な知見を得るための質的アプローチとして，面接調査を行った．最後に本

調査として，予備調査で作成した尺度を使用し，再度，仮説検証を行った．

予備調査では，新規に作成を試みた第二反抗期の概要に関する質問項目・第二反抗期に関す

る尺度，既存の多次元自我同一性尺度・ミロン臨床多軸目録境界性スケールを使用し，C大学

の学生118名に対して調査を行い，そのうち有効回答113名を分析の対象とした．第二反抗期

に関する尺度については，因子分析（主因子法，プロマックス回転）を行い，抽出された各々

の因子から因子負荷量が絶対値 .35以上の項目を選択し，（1）親の行動尺度（4下位尺度，α

=.88），（2）反抗水準尺度（4下位尺度，α=.91），（3）反抗行動尺度（2下位尺度，α=.75），（4）

親の反応尺度（4下位尺度，α=.47）の4尺度，計57項目を作成した．仮説検証については，

各尺度得点を比較するために t検定を行い，各尺度間の関連を検討するためにSpearmanの順位

相関係数を算出した．その結果，第二反抗期の有無では目立った差異が認められなかったもの

の，第二反抗期に関する尺度の得点高群と得点低群の比較では，得点低群の方が自我同一性得

点が有意に高いものが多く（-2.14≦ t≦-1.92，.05<p<.10），得点高群の方が境界性得点が有意に

高かった（1.99≦ t≦3.76，.001<p<.05）．また，「親の行動」・「反抗行動」尺度の得点と自我

同一性得点との間に負の相関が示され（r=-.24; r=-.21，p<.05），「親の行動」・「反抗行動」・
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「親の反応」の得点と境界性得点との間に正の相関が示された（r=.26; r=.30; r=.34，p<.01）．こ

れらの結果は，仮説（1）とは矛盾した．しかしながら，第二反抗期における親の態度や反抗の

表出形態がパーソナリティ発達に関連していることが多く示唆されたため，仮説（3）として

「パーソナリティ発達には，第二反抗期の有無だけではなく，第二反抗期における親の態度や

反抗の積極性・消極性など，様々な様相が関連している」を新たに設定した．また，第二反抗

期の概要に関する質問項目の回答結果から，第二反抗期の長期化傾向が示唆されたため，仮説

（4）として「第二反抗期が長期化している場合，パーソナリティ発達は停滞する．すなわち，

自我同一性は拡散状態であり，第二の分離－個体化が未達成であるため，境界例心性が認めら

れる」を新たに設定した．

面接調査では，C大学の学生6名を対象とし，半構造化面接を行った．それぞれの事例から，

反抗の表出形態や子どもの反抗に対する親の反応の仕方が，その後のパーソナリティに影響し

ていることが示唆された．特に，反抗を積極的に表出できた事例でも，子どもの反抗に対する

親の反応が拒否的であったり，その後も親の態度に変化がみられない場合，親に対する反抗が

持続してしまう，つまり第二反抗期が長期化してしまう傾向があることが示唆された．以上は，

予備調査の結果の解釈を十分に支持していると考えられた．

本調査では，予備調査で新規に作成した第二反抗期に関する尺度・自我同一性尺度・境界性

スケールを使用し，C大学の学生219名に対して調査を行い，そのうち有効回答203名を分析

の対象とした．第二反抗期の長期化の有無や第二反抗期の終了時期別に分散分析およびTukey

法による多重比較を行った結果，第二反抗期に関する尺度得点（2 . 4 9≦ F≦ 1 3 . 7 2，

.001<p<.10）・境界性得点が有意に高く（F=4.95，p<.01），自我同一性得点が有意に低かったの

は（F=2.78，p<.05），第二反抗期の長期化がある群であった．一方，自我同一性得点が有意に

高く，境界性得点が有意に低かったのは，第二反抗期が高校以前に終了した群であった． 従

って仮説（4）は証明され，仮説（1）は支持された．Kruskal Wallis検定とMann-Whitney検定によ

り，これらの群間では居住形態・親への同一化・両親の夫婦仲に有意差が認められた（6.40≦

χ 2≦13.19，.01<p<.10）．また，「親の行動」と自我同一性の達成状態および境界例心性との関

連が示された（F=13.72，p<.001）．さらに，自我同一性と第二反抗期における対処の外向性・

反抗行動の積極性とは正の相関が示された（r=.17; r=.30，p<.05）．よって仮説（3）も証明された．

仮説（2）は，いずれの結果からも証明されなかった．

本研究では，第二反抗期が大学時点まで長期化している傾向にあることが明らかとなった．

しかし，大学が社会的地位を獲得するための下準備の期間であると仮定するならば，第二反抗

期の有無やその様相がその後のパーソナリティ発達に影響しているかどうかを検討するのに，

大学生を対象としたことによる限界があったと考えられる．従って，今後の課題としては，

大学生以上を対象とした追跡研究や縦断的研究が必要となるであろう．
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いじめられ体験と友人関係との関連
～適切な自己開示と聴き手の受容的態度も含めて～

03ML60007 小田　陽子
指導教員　春日　　喬

近年、いじめ問題は社会に影を落とす問題である。最近では、TVやマスコミなどで取り上

げられることも多く、様々な事件などの背景において、いじめの問題の影響が、色濃くうかが

えた。心理的に長期的影響があるいじめられた体験がその後の友人関係にどのように影響を与

えているのかを研究していくことは、これからのいじめ問題を考えていくうえで必要ではない

か。そして、いじめられた体験をどのようにすれば心の回復につながるのかを考えていくこと

も必要である。本研究では、自己開示が友人との自己防衛的な付き合い方と関係があるのかを

調査することとした。そして、自己開示においては、ただ単に自己開示をするのではなく、適

切な自己開示と聴き手の受容的態度が、友人との自己防衛的態度の面と関係があるのではない

かとし、本研究を行った。

本研究の目的は、大学生の、いじめられ体験があった人となかった人の、友人との付き合い

方において自己防衛的な面での違いと、そのいじめられた体験がある人で、適切な自己開示と

友人である聴き手の受容的態度が、現在の友人との自己防衛的な付き合い方の面において関係

があるか、ということを目的とする。調査対象者は、男女187名であった。対象は、都内T大

学の大学生188名であり、そのうち男子学生は、80名、女子学生は108名であった。そのうち、

有効回答数は187名であり、平均年齢は、20．66歳であった。そのうち、学部は、心理学部が

176名であり、その他の学部は11名であった。実施場所は、東京都内のT大学であり、実施期

間は、2004年10月から11月の期間であった。対象者には、プライバシーを配慮し、調査を無

記名で行った。本研究では、主に心理学の授業でとったため、主に心理学の学生となった。

本研究の目的をふまえて、仮説をたてた。仮説①はいじめられた体験があった群とそうでない

群は、友人とのつきあい方に関して差があり、いじめられた体験のあった群は自己防衛的な付

き合い方をする傾向がより強い。仮説②はいじめられた体験があった群で、そのことに関して

自己開示を行った人の群とそうでない人の群の中を比較すると、自己開示を行わなかった人は、

友人に関して自己防衛的な付き合い方をする傾向がある。仮説③はいじめられた体験があり自

己開示を行った人で、友人への自己開示の適切さが高い人は、聴き手からより高い受容的態度

を得ている。

仮説④はいじめられた体験があり自己開示を行った人で、自己開示の適切さが高い人は、自

己防衛的な友人との付き合い方の傾向が低い。仮説⑤はいじめられた体験のあり自己開示を行
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った人で、友人である聴き手から高い受容的態度を得た人は、自己防衛的な友人との付き合い

方の傾向が低い。この5仮説をたて本研究をおこなった。

結果として、いじめられ体験があった人は85名であり、なかった人は102名である。いじめ

られた体験があるものとないものの友達との自己防衛的な面において、t（185）＝－1.27なの

でいじめられ体験が有る人の群といじめられた体験がない人の群との間には有意差がない。よ

って、いじめられた体験が有る人の群といじめられた体験がない人の群では、現在の友人との

付き合い方において違いはみられないと考えられる。よって仮説①は支持されなかった。いじ

められ体験があった人の中で、自己開示を行った人（49名）と行わなかった人（36名）の友

人との自己防衛的な面での付き合い方の違いは、T（83）＝1.06であり、いじめられ群の中の

自己開示あり群となし群との間には有意差がみられなかった。よって、自己開示群と自己開示

をしなかった群との間には、現在においての自己防衛的な友人との付き合い方には違いがみら

れなかった。よって、仮説②は支持されなかった。

適切な自己開示と聴き手の受容的態度と現在においての自己防衛的な友人との付き合い方と

の関係について、適切な自己開示尺度と聴き手の受容的態度の相関、友達との付き合い方と自

己開示における聴き手の受容的態度との相関をもとめた。その結果、自己防衛的な付き合い方

と適切な自己開示（r＝－.269，p＜.05）において弱い負の有意な相関関係が見られる。

自己防衛的な付き合い方と聴き手の受容的態度（r＝－.259，p＜.05）において弱い負の有意な

相関関係が見られる。適切な自己開示と聴き手の受容的態度　（r＝.564，p＜.01）において中

程度の強さの正の有意な相関関係が見られる。よって、仮説③、④、⑤は支持された。

考察として、いじめられた体験があってもなくても、現在の友人関係において自己防衛的な

付き合い方をすることでは差はなかった。相関係数の結果からみると、そして、適切な自己開

示と聴き手の受容的態度が自己防衛的な友人との付き合い方に弱くだが関係している。自己開

示を行った人の中で、適切さが高い自己開示を行った人は聴き手から高い受容的態度を得てい

る。適切さが高い自己開示をすることで、自らの心の整理をすることができ、友人への自己防

衛的なつきあいかたの傾向が低くなると考える。そして、友人という聴き手の受容的態度が高

いと、友人への自己防衛的付き合い方は低くなるとされている。弱い負の相関関係ではあるが、

自己開示をしたときに聴き手からの受容的態度は重要なのではないか。高い受容的態度を聴き

手から開示者が得られたならば、それにより開示者が自分のことを肯定的に受け入れられたと

感じることができ、そのことにより、友人への自己防衛的態度も低くなり、なおかつ、いじめ

られ体験による心的影響の心の回復においても聴き手の高い受容的態度は重要な要素となるの

ではないかと考えた。しかし、適切な自己開示、聴き手の受容的な態度以外にも自己防衛的な

友人との付き合い方を低下させる要因もあると考えられるので、それを今後の課題としたい。
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主体変様過程に関する研究
～K・ウィルバーの世界観を背景に～

03ML60008 河野宗太郎
指導教員　伊藤　隆二

＜問題・目的＞近年、日本の情勢を眺めてみると、ある種絶望感を感じさせられるほどの、心

の荒廃を示す事件が報道されている。心理面接の場面でも、心の荒廃に伴った現象が増えてい

るという報告がなされている。それは、事件と言う形で表出化せず、むなしさ、無気力、疲労

感というものとして感じられる。視点をもっと広くし、日本から世界規模、地球的視点から眺

めてみる。そこには、利潤追求という大義名分ですすめてきた無秩序な生産と経済活動による

自然資源の枯渇、自然汚染、さらには地球それ自体の破壊が進んでいる。その上、核の脅威も

払拭されていないし、人口増加による食糧不足も深刻化しつつある。これらの状況の背景には、

「心の荒廃」、「精神の危機」が存在しているという。他方、K・Wilberの万物の理論というも

のがある。これは、文字通り、万物の理論であり、その取組みを統合的アプローチと呼ぶ。こ

れは様々な分野に適応されている。本研究では、K・Wilberの世界観である統合心理学の眼で

事例を検討してゆく。そして心の荒廃、精神の危機に代表される地球規模の危機を眺める視点

を持ちながら、面接がいかに行われ、そのなかで面接者とパートナーの主体がどのように変様

してゆくのか。それらの大規模な問題を意識しようとする姿勢で、普段の日常生活に現われる

面接過程を考察するといかのようになるのか。さらにそれから言える面接における面接者の姿

勢、面接構造を考察する。このような枠組みで本研究における事例を捉える。そして、その枠

で対象となる面接者とパートナーの主体変様過程を追い、明らかにしてゆくことを目的とす

る。

＜方法＞本研究の扱いたいと考えている領域は、（Wilberの言葉をかりるなら全レベル・全象

限）ホリスティック（全包括的・全関連的）な領域である。そこで本研究ではホリスティック

（全包括的・全関連的）な領域に至るツールとして表現アートを用い、アプローチの下敷きと

して、K・ウィルバーの理論を用い考察した。本事例は、報告者と報告者の学部時代の後輩と

の間主観的アプローチを基にした、言語的コミュニケーションを中心に、アートを用いた心理

面接過程である。パートナーが作成した作品については、主に内的葛藤の解消、成長、癒し、

お互いの心の交流のため用いるので、進んで解釈は行わない。またその促進の為エニアグラム

を用いている。扱う心理的アプローチとしては、間主観的アプローチを用いた。なお、本事例

を論文としてまとめて発表することに関して、パートナーの同意を得た。また、「主体変様」

（idiomodific method）とは、「相手（人、動物、物など）の運動や変化と密着して自分自身を
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いろいろと変化させ調節しながら相手を理解し認識してゆく方法である。事例においては、上

司との人間関係に悩むパートナー（23歳会社員、男性）と、面接者との共同作業という形を取

った。面接の記録については、①パートナーについて、②報告者自身について、③面接全体に

ついて④場所について、⑤作品についてなどを記録していった。

＜面接過程＞著者／面接者とパートナーは、X年9月からX年＋1年10月までの期間で、計32

回の面接を行った。面接場所は、主に著者の家で行うことを基本とし、状況に応じて、外での

散歩や、静かな喫茶店やレストランでの面接を含んだ。作品制作に関しては面接者の家で制作

した。面接や、作品制作過程を通じ、パートナーは、気持ちの奥底に、「さびしさ」や、「むな

しさ」が潜んでいることを見出す。また人の話を聴くということの重要性を認識し、日常生活

に反映させた。面接者は、パートナーと接する中で、積極性、行動力の重要性を認識し、パー

トナーから学んだ。そして、それを日常生活で生かす姿勢をとるよう心がけるようになった。

＜結論＞世界規模・地球規模の危機（global crisis）に対する改革意識から面接過程を捉える

ことは、個人の成長が世界変革に通じるということから、可能であり、意義がある、と言える。

その観点から言える面接構造のポイントを以下6つ挙げた。「・面接はホロンからなる・面接

ホロンは環境ホロン、または社会的ホロンである・面接ホロンの構成ホロンは、面接者ホロン

とパートナーホロンである。またそれぞれにホロンがある。・面接ホロンは差異化／統合をも

つ。・面接ホロンは、固体ホロンの動因を促す役目がある。・面接ホロンの構成ホロンである

個人的ホロンは、偶然により出会った他者ではない。」である。そしてそれに伴う面接者の姿

勢を以下8つ挙げた。「・現代傾向への理解・Kosmosの働きへの意識・謙虚であること・あら

ゆる物の存在価値を知ること・誰もが正しい・今起っていることには意味がある・前／超の虚

偽への配慮・「一つである」ことへの意識」である。主体変様過程について、パートナーの変

様を以下に述べる。本事例における主体変様過程において、パートナーの主体は自分を内省し、

今まで観ることのなかった世界を観、体験した。そして、その観点から既存の自分を捕らえな

おし、新しい彼の主体を創造する。彼は「喜び」というエネルギーが増し、創作意欲が湧いた、

という。それは彼の新作映画という形で「表現」された。他方、面接者の主体変様については、

面接者は、面接を通し、パートナーと向き合うことで、自分の殻に閉じこもっている自分に気

づく。また、以前生きることは喜びの「表現」であると考えたことを思い出す。そして、自分

は殻から出、「表現」するということが成長を促すということを彼から学び、自分の重要であ

ると考えることを、修士論文という形で「表現」した。そして、本研究では面接場面での要素

を見出した。それは、「より自己中心性の減少を伴う、バランスの取れた喜びの「表現」を重

視し、サポートし、そして促すこと」であるとした。本研究の結果として、全体（心の荒廃と

いう大規模な問題を観る、考える）から部分（面接場面における個々のあり様を考えること）、

部分から全体という、理解、取組みの循環のなかで本論文の問題で述べた「心の荒廃」、「精神

の危機」、「時代の病理」と向き合い、解消する道を歩むとした。
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児童養護施設における
外泊の取り組みが児童に及ぼす心理的影響

～問題行動との関連も含めて～

03ML60009 菅野　　恵
指導教員　元永　拓郎

はじめに 近年､児童相談所の虐待相談件数が増え、児童養護施設等への被虐待児の入所は増

加傾向にある。かつて児童養護施設は孤児院等と呼ばれ、孤児など家族のいない児童の入所が

主だったが、現在では家族等の存在する児童の割合が増えてきている。入所後は児童の家庭復

帰や自立に向けて家族等との面会や外泊の取り組みが行なわれている。ここでいう外泊とは、

週末等を利用し施設を一時的に離れ、家族等の家庭に宿泊することを指す。外泊は、家庭復帰

や自立支援の側面から重要な取り組みであるが、これまで外泊の意義の検討や望ましい外泊形

態等に関する研究はほとんどみられず、特に、外泊と問題行動との関連性を示した研究はな

い。

目的 児童養護施設の入所児童の家庭復帰や自立支援を考えると外泊の意義は大きく、児童の

将来を大きく左右する重要な取り組みとなる。本研究では、ある児童養護施設において外泊の

実態について明らかにする。その上で、外泊と問題行動との関連について検証する。そして、

外泊をめぐる心理的影響や児童養護施設の今後の心理的支援のあり方について考察を試みた

い。

対象と方法 対象は、著者がボランティアとしてかかわっている児童養護施設Aの入所者97名

とし、児童を担当する職員に調査票への記入を依頼した。調査は、2004年10月8日から10月

15日にかけて実施した。調査票の配布数は97票、回収票は97票であった。全97票を有効と認

め、児童97名が分析対象となった。

調査票は、大きく4分野から構成された。「対象児童について」では、中田ら（2003）を参

考に基本的属性、入所時の情報等を尋ねた。「外泊について」では、最近一年間の外泊の有無

や主な外泊先、外泊頻度等について尋ねた。「子どもの行動について」では、ECBI（Eyberg

Children Behavior check Inventory）の日本語版を既存尺度として用い、36項目の問題行動の

頻度について7件法で回答を求めた。「その他について」では、児童養護施設向けの行動チェ

ックリスト（BICI）を作成し、34項目について3件法で回答を求めた。

分析方法としては、対象者の集団の属性の特徴を捉えるために単純集計及びPearsonのχ 2検

定、KruskalWallis検定を行なった。そして、属性とECBIとの関連を明らかにするために、t検

定及び一元配置の分散分析、TukeyのHSD法による多重比較を行なった。また、ECBIとBICI
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について主因子法による因子分析（プロマックス回転）を行なった。回転後、各因子の中から

因子負荷0.30以上の項目を選び、尺度を構成した。それらの中で、信頼性係数（Cronbachの

α）が0.70以上の因子を尺度として採用した。そして、作成した下位尺度と外泊に関する項目

との関連を明らかにするために分散分析を行なった。

結果と考察 問題行動と属性について、t検定および分散分析を行なった。知的レベルでは支

障群が非支障群に比べて有意に得点が高かった（t（95）=2.00，p<.05）。年齢層では7-12歳（以

下、学齢期）が3-6歳に比べて若干得点が高かった（F（2,94）=3.10，p<10)。外泊頻度において

有意な差はみられなかった。問題行動得点が若干高かった学齢期に注目し、再度分析した。学

齢期では、不定期外泊群が非外泊群と比べて有意に得点が高かった（F（2,40=4.43，p<.05)。

ECBIにおいて主因子法プロマックス回転を行ない、4因子を採用した。因子分析の結果を基に、

「妨害行動」「挑発的行動」「怠惰・衝動性」「兄弟喧嘩」の4つの下位尺度を作成した。学齢期

の外泊頻度では、「妨害行動」において定期外泊群が非外泊群と比べて有意に得点が高く（F

（2,40）=4.05，p<.05)、「挑発的行動」において不定期外泊が非外泊と比べて有意に得点が高か

った（F（2,40）=3.38，p<.05）。BICIにおいて主因子法プロマックス回転を行ない、4因子を採

用した。因子分析の結果を基に、「大人に対する信頼」「指導誘発」「心の充実」「学校抵抗」の

4つの下位尺度を作成した。学齢期の外泊頻度では、「指導誘発」において非外泊群が不定期外

泊群と比べて有意に得点が高かった（F（2,40）=5.19，p<.05)。また、「心の充実」において非外

泊群が定期外泊群および不定期外泊群と比べて有意に得点が高かった（F(2,40）=5.34，p<.05）。

これらの結果から、外泊と問題行動との関連として学齢期において顕著にみられ、特に不定

期外泊群は「挑発的行動」が高く、非外泊群は問題行動得点が低い傾向にあることが示された。

よって、外泊の取り組みは学齢期の児童にとって他の年齢層に比べ心理的影響が大きいと考え

られる。特に、不定期外泊群は、施設や小学校での刺激に加え、外泊の不安定さなどのさまざ

まな要因が複雑に絡み合い、問題行動として表出しやすいと考えられる。また、妨害行動や挑

発的行動は大人の叱責を受けやすく、悪循環に陥る可能性もある。支援する側は、問題行動の

直接的な要因に加えて、問題行動の背後の要因として不定期外泊の問題にも着目することが求

められる。

外泊の取り組みにおける「外泊の質」を高めるためにも児童と保護者の継続的、安定的、相

互的なかかわりは重要である。今後、定期的で安定した外泊を進めるためにも、児童や保護者

への心理的支援が必要とされる。そして、外泊に対する児童や保護者の不安を軽減するプログ

ラムの実施が期待される。また、外泊のない児童は、施設生活は安定しているものの、家庭復

帰の可能性がないことから将来の自立への不安などをもっていると考えられる。自立した後の

心理的な影響を想定した自立支援プログラムが期待される。外泊の取り組みは心理的に大きく

影響するため、施設心理士等が外泊に対する心理的な視点を持ち、職員等にフィードバックし

ていくことが外泊の質を高めることにもつながると思われる。
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大学生における親の養育態度とパーソナリティの関連

03ML60010 桐林　雅子
指導教員　春日　　喬

人生早期の養育体験が、その後の精神健康や精神疾患発症に多大な影響を与えるであろうこ

とは、心理学から精神医学に至るまで、多くの者によって主張されてきた。しかし、この「親

子の絆」がどのような性質のものであるか、そして、それをどのように評価するかについては、

充分な合意が得られていない。ところが、近年、被験者が自ら受けた養育体験を遡及的に評価

する自己記入式質問票が開発され、養育体験を一貫性のある方法で評価した実証的研究がみら

れるようになってきた。Parker et.al.（1979）が開発したParental Bonding Instrument（以後

PBI）が、その一つである。そこで、本研究ではPBIのように遡及的に開発された質問票を用

いて、親の養育態度とパーソナリティの関連を検討することを目的とした。

現在の一般的なパーソナリティ研究の尺度としては、パーソナリティのBig Five 理論を基に

したNEO（Costa et.al., 1988；1992）が用いられることが多いが、本研究では自己記入式質問

紙Temperament and Character Inventory（以後TCI）をパーソナリティ測定尺度として使用し

た。更に、人格障害の中でもまだほとんど手をつけられていない分野である統合失調症型人格

障害に注目し、統合失調症型人格障害評価尺度Schizotypal Personality Questionnaire（以後

SPQ）を用い、親の養育態度との関連を検討した。

本研究で用いた3種の質問紙についての説明は以下の通りである。PBIは、Parker et．al．

（1979）が作成した自己評価尺度で、被験者の16歳以前における両親の養育行動をそれぞれの

親について回顧的に回答させるものである。下位尺度は、care（養護）尺度およびprotection

（干渉）尺度から構成されている。TCIは、Cloningerのパーソナリティ理論より発生したパー

ソナリティ測定尺度である。Cloningerの理論では、パーソナリティは大きく2つにわけられ、

より遺伝の影響が強い気質-4特性（新奇性追求、損害回避、報酬依存、固執）と、より環境の

影響が強い性格 - 3特性（自己志向、協調、自己超越）からなるものと想定されている

（Cloninger、1993）。SPQは、Raine et.al.（1991；日本語版では藤原、1993）により作成られた、

統合失調症型人格障害評価尺度である。以上3種の質問紙を用い、大学生男女合計164名を対

象として、PBIとTCIの関連、PBIとSPQの関連を検討した。

その際の仮説を一部取り出し、以下に示す。PBIとTCIに関しては、1．親の養育態度はTCI

の気質尺度より性格尺度において関連がある。2．TCI性格尺度自己志向（SD）と親の養育態

度養護項目は関連がある。PBIとSPQに関しては、3．SPQ得点が高いほどPBI尺度養護項目

得点が低い、である。
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結果、親の養育態度（PBI）とパーソナリティ（TCI）において、仮説1は支持されなかった。

本来、気質は遺伝的なものであり、環境などの影響は受けにくいということであったが、今回

の結果では気質尺度と親の養育態度との関連が得られた。脳内分泌は生まれ持った部分でもあ

るが、環境その他によっても影響され、変化しうるということが示唆されたことになる。次に、

仮説2には支持された。しかし、養護だけではなく干渉においてより関連がみられていること

から、自己志向（SD）獲得においては、養護・干渉とのバランスの必要性が示唆された。た

だし、男性と女性では差がみられており、男性は親の養育態度が関連していたが、女性に関し

ては親の養育態度よりも年齢が高くなるほど自己志向（SD）が高くなるという結果であった。

親の養育態度（PBI）と統合失調症型人格障害評価尺度（SPQ）において、SPQ得点があが

るほどPBI養護項目得点が低いという結果が得られたことにより、仮説3は支持された。ただ

し、養育態度は養護よりも干渉との関連が目立って見られ、干渉得点があがるほどSPQ得点が

あがるという結果が得られている。その他、大半がSPQ得点と年齢の関連がみられ、年齢が上

がるほどSPQ得点が下がるという結果が得られた。学生は自己が確立する過渡期とも考えられ、

精神的に不安定な時期とも言えよう。それが、年を重ねていき、安定をしていくに従ってSPQ

得点も低くなるのではないかと考えられる。このことは、大半の者が思春期頃には統合失調症

型人格障害的な要因を持つが、自己の確立とともにその要因が取り払われていくという可能性

を示唆している。

今後の展望に関して、本研究研結果から3つをとりあげる。1．親の養育態度は養護以上に

干渉が重要である、2．TCIにおいてもSPQにおいても男性における関連が多い、3．質問紙に

ついて、の3点である。

1について、両親の干渉と自己確立との関連、干渉が強いと発達上どのような影響を及ぼす

かという点。また、父親養護の関連がほとんど見られなかったが、父親はどのような面で影響

を及ぼすかなど、今後更に詳細な検討が必要であろう。2について、統合失調症においては、

統計的に女性より男性の発症が早く、また、小児統合失調症も圧倒的に男性の方が多く見られ

る（南光、1997）。それは、ただ単に多くの点で男性が弱い生き物であり、そのことによって

環境の影響を受けやすくなるという考え方もある（南光、1997）が、本研究においても同じ要

因であるのか、まったく別の要因か、本研究の集団のみで見られた結果なのか、今後更なる詳

細な検討が必要であろう。最後に質問紙においてであるが、パーソナリティ尺度（TCI）に関

して。性格次元に比べて気質次元の項目内容が、原版を翻訳した尺度を用いていることで、言

葉の言い回しが不自然なものや、日本人に理解しにくいものがあると考えられる。日本人向け

の独自の尺度構成を行って、改めて妥当性を検討する必要が考えられる。
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大学生の電車内における飲食行動・
化粧行動に関わる要因の研究

03ML60011 後藤有理子
指導教員　毛利　伊吹

本研究では、電車内での飲食行動と化粧行動をとりあげ、それぞれの行動を行う頻度・他者

のそれぞれの行動を気にする程度が同乗する他者の種類により異なっているのか、またそうい

った程度や頻度は、性格特性とどのような関係があるのかを検討した。

予備調査では、大学生2名・大学院生5名（男子4名・女子3名）にあらかじめ決めておいた

質問にそって30分～45分の半構造化面接を実施し、本調査の質問紙作成の参考とした。その

後、本調査として大学生を対象に、授業時間を利用して、質問紙による一斉調査を行った。調

査対象者は171名、有効回答数は157名（女性85名、男性72名；平均年齢20.36歳（SD＝1.463））

であった。質問紙では、性別・年齢・学年、兄弟姉妹の何番目か、電車の利用状況、「電車内」

という場所をどの程度公的･私的な場所だと思っているか、本研究用に作成した電車内での自

分の飲食行動の頻度、電車内での他者の飲食行動を気にする程度、電車内での自分の化粧行動

の頻度、電車内での他者の化粧行動を気にする程度、それぞれの行動への両親の考え方、電車

内での飲食行動と化粧行動を不快に思う人が少なくないことを知っているか否か、そして性格

特性を測る尺度として①自意識尺度（菅原，1984）②自尊感情尺度（山本・松井・山成，1982）

③セルフ・モニタリング尺度（岩淵・田中・中里，1982）④ユニークさ尺度（宮下，1991）の

それぞれについて回答を求めた。

分散分析の結果、電車内での飲食行動の頻度は、一人でいるときや、親しくない知人にすす

められたときより、親しい知人にすすめられるときの方が頻度が高いことが示された。また、

行動の頻度は、特にお菓子類で男子より女子の方が行動の頻度が高かった。他者の飲食行動を

気にする程度では、相手が一緒にいる親しい知人の場合、お菓子や飲み物の飲食行動に対し、

男子の方が女子より気にする程度が高かった。また、他者の種類によって気にする程度は異な

るか、については、親しい知人より、親しくない知人の飲食の方を気にするという結果が見ら

れた。他者の飲食行動に対する両親の考え方では、男子より女子の方が両親はそのような行動

をより気にするだろう、と考えていた。自分の飲食行動の頻度と他者の飲食行動が気になる程

度との間の相関を検討したところでは、自分の飲食行動の頻度と知らない人の飲食行動を気に

する程度との間に有意な相関はみられなかったが、相手が親しい知人だと、自分の飲食行動の

頻度との間に有意な相関が見られた。よって、電車内の飲食行動に関しては、居合わせる他者

の種類によって異なり、自分の飲食行動を行う頻度が高い人ほど親しい相手の飲食行動を気に
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しない、という結果が得られた。他者の飲食行動が気になるかどうかと、大学生が考える他者

の飲食行動に対する両親の考え方との間には有意な正の相関が見られたが、自分の飲食行動と

他者の飲食行動に対する両親の考え方との間には、有意な相関は見られなかった。

一方、電車内での化粧行動では、女子についてのみ分散分析した結果、電車内での化粧行動

は、飲食行動とは異なり、一人でいるとき、親しい知人と一緒のときに比べ、親しくない知人

と一緒のときに行動の頻度が低い、という結果が見られた。他者の化粧行動を気にする程度で

は、化粧道具を使って鏡を見て化粧をする、という項目のみで女子の方が男子より気にすると

いう結果が得られた。他者の化粧行動に対する両親の考え方では、飲食行動と同様、女子のほ

うが男子よりも両親は他者の化粧行動をより気にするだろう、と考えていた。居合わせた他者

の種類に関わらず、本人の化粧行動の頻度と他者の化粧行動が気になる程度の間に有意な正の

相関が認められ、他者の化粧行動を気にする人ほど自分の化粧行動の頻度が低い、という結果

が得られた。居合わせた他者の種類に関わらずこれらの変数間に有意な正の相関が認められた

点で、飲食行動の結果とは異なっていた。他者の化粧行動を気にする程度と大学生が考える他

者の化粧行動に対する両親の考え方との間には、飲食行動の結果と同様、有意な正の相関が認

められた。自分の化粧行動と大学生が考える他者の化粧行動に対する両親の考え方では、父親

に比べ母親の考え方との間により強い負の相関が見られたことから、化粧行動では、特に母親

の考え方がより娘の行動に影響していることが示唆された。

電車内の飲食行動を不快に感じる他者が少なくないことを回答者の約5分の3が知っている

と回答しており、対して、電車内の化粧行動を不快に感じる他者が少なくないことを知ってい

る回答者が約5分の4であることから、飲食行動の方がマナー違反としての認知が低い可能性

が考えられた。また、他者の不快感を知っているか否かは、自身の飲食行動との間には相関が

見られなかったが、化粧行動では、弱いが相関が見られたことから、他者の不快感を知らない

ことが、その行動の頻度と関連がある可能性が示唆された。また、性格特性との関連では、他

者の行動を気にする程度とは、公的自意識と正の相関が、ユニークさ尺度とは負の相関が見ら

れた。自分の行動では、飲食行動でセルフ・モニタリング尺度との正の相関が見られたが、化

粧行動では有意な相関は見られなかったことから、今後、他の性格特性の検討の必要性が感じ

られた。

これらの結果から、一概にマナー違反と見られている電車内での飲食行動や化粧行動であっ

ても、詳細に検討することによって、それぞれの行動によって関連する要因が異なることや、

現代青年の心理的特徴が関連していることが明らかになったが、今後は社会学やジェンダーと

いった関連領域の知識を参考にしたり、心理学的アプローチとして、行動と他者の行動への意

識との間の不協和から来る心理的葛藤といった、一歩踏み込んだ検討の必要性を感じた。
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幼児期の子どもをもつ父親の価値観と育児かかわりとの関連

03ML60013 櫻井　靖巳
指導教員　藤崎　春代

これまでの親子関係の研究では，父子関係について検討されたものは少ない（加藤・石井・

牧野・土谷，2002）．特に幼児期の研究の多くは，調査対象を母親と子どもに限定している

（福田，2003）．一方，現代の父親においては，育児参加することが自然に浸透してきており

（宮中・松岡・大城・前川・野口・山下・山下・浅野，1993），父親の育児支援を考える必要が

ある．父親の育児支援を考える上では，現代の父親がもつ価値観を考慮する必要があると考え，

価値観と，父親の育児かかわりの時間や内容の関連を調査することとした．

本研究では，価値観として，「性役割観」と「育児観」に注目した．また，「育児かかわり」

としては，かかわり時間と，＜世話＞，＜しつけ＞，＜遊び＞などの内容面に注目した．そし

て，仮説を，（1）性役割観は伝統的性役割観と現代的性役割観にわけられ，その性役割観によ

って，育児かかわりの時間や内容は異なる．（2）育児観の，父親としての自信と親和性の高さ

によって，育児かかわりの時間や内容は異なるとして，質問紙調査を行った．また，実際の父

親像を明確にするために，父親に面接調査を行い，その結果を含めて考察を行った．

質問紙調査は，2004年10月下旬から11月上旬に，東京都品川区にある私立幼稚園1園の全

クラスの子どもの父母で，一人親でない256組に行った．なお，結果，考察に関しては，父親

からの回答を中心に進めた．面接調査は，2004年9月に，予備調査でインタビュー協力の了承

を得られた，東京都八王子市にある私立幼稚園1園に通う子どもをもつ父親8名に半構造化面

接法で行った．質問紙の内容は，①フェイスシート（年齢，職業）②育児かかわりの時間（出

勤時間・帰宅時間（常勤職のみ），子どもの起床時間・就寝時間），かかわり時間（平日・休日）

③性役割観に関する質問④育児観に関する質問⑤育児かかわりに関する質問⑥幼児期における

父親の役割に関して考えていることの自由記述とした．なお，③，④，⑤は先行研究と予備調

査をもとに作成し，4件法で回答を求めた．

質問紙調査の有効回答率は37.9％（97組）であった．結果に関しては，常勤職の父親（85名）

の回答をもとに考察を行った．因子分析の結果，性役割観では，＜伝統的性役割観＞＜現代的

性役割観＞の2因子，育児観では＜父親としての自信＞＜親和性＞の2因子，育児かかわりで

は＜世話＞＜生活のしつけ＞＜道徳的しつけ＞＜遊び＞の4因子が抽出された．

本研究の結果においては，父親の価値観と育児かかわりの時間や内容の間に関連がみられ，

全体的には仮説が支持される結果であった．

性役割観と育児かかわりの関連では，かかわり時間との関連はみられなかった．＜伝統的性
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役割観＞では育児かかわりの＜世話＞（r＝－.300，p＜.01）と＜遊び＞（r＝－.240，p＜.05）

に負の相関がみられ，＜現代的性役割観＞では，育児かかわりと相関はみられなかった．伝統

的性役割観をもつ父親が，育児かかわりにおいても近代の父親のかかわり方を基準にして行っ

ていると考えられる結果であった．伝統的性役割観は，最近でこそ批判もあるが，これまでの

家族システムを支えてきた価値観である．したがって，確固としたその“型”があると考えら

れ，それが，本研究の育児かかわりとの関連に表れていると考えられる．これに対し，現代的

性役割観をもつ父親は，未だ「脱性役割分業観」（秋山，2002）にとどまっており，育児に参

加しようとする考えはあるが，その方針，どのようにかかわるかが明確になるに至っていない

ことが推察される結果であった．

育児観と育児かかわりの関連では，＜父親としての自信＞と休日のかかわり時間に相関がみ

られ（r＝.259，p＜.05），＜父親としての自信＞では＜世話＞（r＝.349，p＜.01）と＜遊び＞

（r＝.415，p＜.01）に，＜親和性＞でも＜世話＞（r＝.307，p＜.01）と＜遊び＞（r＝.290，

p＜.01）に正の相関がみられた．父親としての自分に自信をもち，親和性の高い父親は，育児

かかわりの中でも世話や遊びかかわりが多いことが考えられる結果であった．伝統的性役割観

をもち，「父親は仕事に従事すべき」と考える父親であっても，父親としての自分に自信を持

ち，親和性の高い父親であれば，子どもの世話を行い，子どもと遊ぶことが推察される．

父親の価値観と育児かかわりの内容の関連から，今後の父親への育児支援では，父親の育児

かかわりは価値観によって異なることを念頭におく必要があると考える．父親の子どもへの育

児かかわりに対する育児支援としては，伝統的性役割観をもつ父親に関しては，父親としての

自信を持つことや親和性を高めるための支援が考えられる．その上で，子どもとの遊び方に関

する情報提供をする必要があると考える．また，現代的性役割観をもつ父親に関しては，子ど

もとかかわりたいという気持ちを，現実の育児かかわりにするための，モデルを提示すること

が，支援となることが考えられる．

本研究では，＜伝統的性役割観＞と＜現代的性役割観＞を組み合わせて，4群をつくった．自

由記述の結果を，この4群で検討したところ，現代的性役割観が優位な父親では，“父親として”

育児かかわりを行うことを強く考える，しつけを父親の役割と考える，遊ぶことでの教育的効

果を期待しているという傾向がうかがえた．伝統的性役割観が優位な父親では，近代の「厳格

な」父親を理想としている，家庭を支えることが父親の仕事と考える，子どもとはかかわりを

持つべきという考え方がまったくないわけではないという傾向がうかがえた．この傾向は，面

接調査でもうかがえた．また，上記4群を比較した結果，伝統的性役割観をもつ父親も，現代的

な性役割観をもっており，現代的性役割観をもつ父親も，伝統的な性役割観ももっていること

がうかがえた．したがって，伝統的性役割観，現代的性役割観による育児支援のみではなく，

新しい性役割観の“型”も考慮した支援が必要であると考える．そして，どのように育児かか

わりをすることが，その人らしい育児かかわりなのかを考えた育児支援が必要であると考える．
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中学校教師に対するソーシャルサポートのあり方について
～教師ストレスとスクールカウンセラーの存在感に焦点を当てて～

03ML60015 猿渡　倫子
指導教員　張田　真美

現在の学校は「いじめ」、「不登校」、「学級崩壊」、「学業不振」などの多くの問題を抱えてお

り、教師に期待される仕事も増加する状況にある。このような学校現場で仕事をする教師たち

は多くのストレスにさらされている。教師はまさに戦場なみのストレスにさらされ、抑うつ状

態をはじめとする不健康状態に陥りやすいと考えられる。また、教師の心身の健康は児童生徒

に対する教育活動にも影響を与える可能性があり、教師に対するサポートのあり方を考えるこ

とが重要視される。また、現在では多くの学校にスクールカウンセラー（以下SC）が配置さ

れており、同僚からのサポートだけではなく、SCの教師へのサポートのあり方も重要視され

ると考えられる。

本研究の目的は、中学校で担任を持つ教師を対象に教師ストレスとサポートの関連を明らか

にすることである。目的1として、どのような教師がストレスを感じやすいかを性別、年齢、

担当学年、被援助志向性などの個人的要因から明らかにする。目的2として、教師ストレスと

同僚からのサポートの関連を明らかにする。目的3として、教師ストレスとSCの存在感との関

連を明らかする。目的4として、教師が援助を受ける際に影響を及ぼす可能性のある認知枠で

ある被援助志向性とSCの存在感との関連を明らかにする。目的5として、自由記述による教師

のSCに対するニーズを明らかにする。

本研究は都内近郊の公立中学校の担任教師131名を対象に質問紙調査を行った。回収率は

51.9％であり、有効回答率は44.2％であった。自由記述に関しての有効回答率は49％であった。

調査は8月下旬から10月下旬に渡って行った。調査手続きとしては、「調査ご協力のお願い」

の手紙を各中学校校長宛に送り、その後直接電話連絡を行い、調査協力の有無を確認し、資料

を郵送した。電話の際に、直接学校訪問を申し出、可能な場合のみ学校訪問を行い、調査の簡

単な説明と資料の配布を行った。調査票は「フェイスシート」、「教師ストレス尺度」、「生徒に

関する悩み」、「職場サポート尺度」、「被援助志向性尺度」、「SCの存在感尺度」、「自由記述」

を含む4枚から構成された。

結果は、教師ストレスと性別、担当学年の間に有意差は認められなかった。しかし、年齢に

おいては、30代、40代の中間年齢層が他の教師よりも「教職員間の軋轢」（F（3，54）＝4，

p＜.05）、「不登校状態の生徒への対応に頭を痛める」（F（3，54）＝4.8，p＜.05）、「集団活動

の苦手な生徒への指導に頭を痛める」（F（3，54）＝4.3，p＜.05）の3項目において高い得点

を示した。被援助志向性とストレスの関連においては、被援助志向性の高い教師が低い教師よ

りも、「集団活動の苦手な生徒への指導に頭を痛める」において高い得点を示した（t（3，
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54）＝2.1，p＜.05）。ストレスと同僚からのサポートに関しては、「不登校状態の生徒への指

導に頭を痛める」（t（3，54）＝3.2，p＜.05）、「集団活動の苦手な生徒への指導に頭を痛める」

（t（3，54）＝2.5，p＜.05）という項目において「情緒的サポート」を同僚から多く受けてい

る教師が同僚からのサポートが低い教師よりも低い得点を示した。また、同僚からの「職務上

のサポート」をより多く受けている教師はそうでない教師と比較して「孤独感・不安感」得点

が低いことが示された（t（3，54）＝2.2，p＜.05）。さらに、同僚からの「情緒的サポート」

を高く期待する教師は、低い期待を持つ教師よりも「生徒に関する悩み」の項目において低い

得点を示した。一方、ストレスとSCの存在感においては、有意な関連は認められなかった。

SCの存在感と被援助志向性に関しては、援助関係に対する抵抗の低さが少ない教師は、抵抗

が強い教師よりもSCからの直接的支援を多く受けていることが示された（t（3，54）＝2，

p＜.05）。自由記述においては、85.9％の教師がSCとの相談経験があり、相談内容で最も多か

ったのは「生徒に関すること」であり（79％）、特に不登校生徒への対応に関するものが60％

を占めた。相談時の感想は78％が肯定的反応を示し、否定的反応が9％であった。今後SCに

期待することの上位には「SC の勤務時間増加（21％）」、「生徒・保護者対応（15％）」、「教員

のサポート（15％）」、「専門的見地からのアドバイス（11％）」が挙げられた。SC導入後の教

師の反応としても肯定的反応が7割を占めた。SC活動のメリットとしては「専門家からのアド

バイス」、「生徒対応」などがあり、問題点としては「SCの勤務時間の少なさ」、「SCと学校・

担任との意見の食い違い」、「教師とのコミュニケーション不足」、「教師の多忙さ」などが挙げ

られた。SCが教師に有効活用されるための課題としては、「担任との連絡を密にすること」、

「SCの勤務時間増大」、「担任のサポート」、「学校理解」などが挙げられた。

本研究結果から、中間年齢層の教師と被援助志向性の高い教師がストレスを感じやすい傾向

にあることが示され、今後このような個人的要因を有する教師に対するサポートが重要となる

ことが考えられる。また、同僚からの「情緒的サポート」・「職務上のサポート」がストレス

軽減に関与する可能性が示された。教師は日々お互いの教育活動が目に入り、同様の様々な問

題に直面している経験から他の教師に共感しやすく、有効な言葉がけが可能であると考えられ

る。しかし、教師集団は「独立性」が強い特徴を有するため、より多くのサポートが同僚から

得られるためには、意識的に教師同士が話し合える雰囲気づくりが重要であると考えられる。

また、本研究ではSCの存在感とストレスの関連は認められなかったが、SC活動に対する教師

の評価はおおむね肯定的で、特に不登校対応は教師のサポートとして重要な活動であると考え

られる。しかしSCが有効なサポートとなるためには、今後、教師と密に連絡を取り合い、互

いの立場と役割を理解していくことが求められると考えられる。中学校教師は思春期の難しい

時期を迎えた生徒を相手とし、様々な問題に直面する。そのような状況において周囲から援助

が得られる環境があるかどうかは、教師の心身の健康に影響を及ぼすものであると考えられる。

こころの専門家としてSCが教育現場に入ることは、新たな視点や活動を教育現場に生み出す

機会を増す重要な試みであると考えられる。

141



在宅介護スタッフによる痴呆高齢者の問題行動への対応
～医療との連携を含めて～

03ML60016 白井　葉子
指導教員　元永　拓郎

はじめに 在宅ケアにおいて、痴呆高齢者の問題行動は、本人や家族を取り巻く環境によって

様々な展開をみせ、その対応のあり方が非常に重要となってくる。しかし在宅ケアの分野にお

いて、在宅現場の第一線で支援している介護スタッフがどのように問題行動へ対応しているか、

どのように医療と連携しているかといった研究はほとんどなされていない。

目的 本研究では、在宅ケアにおける痴呆高齢者の問題行動に関して、①介護スタッフがどの

ような問題に直面しているか、②介護スタッフがどのような対応（a．痴呆高齢者本人へのア

プローチ、b．家族へのアプローチ）を行っているか、③介護スタッフが医療機関とどのよう

に連携しているか、を明らかにすることを目的とした。本研究を通じて今後の痴呆高齢者の在

宅ケアのあり方について、心理士の役割も含めて若干の検討を行った。

対象と方法 筆者が2003年9月より関わっている『在宅痴呆ケア連絡会』にて、2004年6月10

日連絡会参加者90名を対象に調査票を配布した。同連絡会は東京都城南地区において、在宅

痴呆高齢者を取り巻く職種を超えたネットワークとして活動し、参加者はケアマネージャー、

ホームヘルパー、医師、看護師、保健師等であった。最近半年間で在宅ケアにおいて関わった

対応困難事例について、事例の概要と意見の記入を求めた。調査票はその場で回収し、回収さ

れた42票のうち事例を記載した24票の記入者に対して、事例提供者として協力を求めた。筆

者が情報提供者の勤務先等を訪問し、痴呆高齢者の問題行動に関する聞き取り調査を行った。

調査方法は半構造面接とし、自由な雰囲気の中で情報提供者が事例を語る流れに沿って項目を

聞き、痴呆高齢者のプライバシーに配慮し、事例提供者の承諾を得て録音した。調査項目は①

事例対象者の属性（性別、年齢、要介護区分、痴呆の程度、障害者老人の日常生活自立度、痴

呆性老人の日常生活自立度、ソーシャルサポートの利用と頻度、薬の種類、身体疾患、家族構

成、生活状況）、②対応困難事例について（事例の経過、現在の状況、解決に必要な対応につ

いて、問題行動について、行政・制度・医療への要望）とした。情報提供者24名中12名の協

力が得られ、16事例の情報が集められた。

面接調査によって集められた事例を整理するため、問題行動の種類によって①妄想や幻覚の

症状を呈する妄想・幻覚群、②妄想・幻覚がなく暴言や暴力や興奮、不穏などの症状を呈する

暴力・興奮群、③徘徊、介護への抵抗、まとわりつきなどの症状を示し、①②にあてはまらな

いその他の問題行動群の3群に分類した。その上で1．問題行動について、2．介護スタッフの
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対応について、3．医療との連携について着目し、各群の事例ごとにその内容を検討した。

結果と考察 全16事例において問題行動がみられ、妄想・幻覚群に該当するのは4名（25%）、

暴力・興奮群は7名（44%）、その他の問題行動群は5名（31%）であった。どの群においても、

介護スタッフは問題行動の対応に苦慮していた。問題行動によって在宅介護が破綻した事例も

みられ、痴呆高齢者や家族が望む在宅での介護を続けていく上で問題行動は深刻であり、その

対応が非常に重要である。特に妄想・幻覚群や攻撃・興奮群では介護スタッフが攻撃の対象と

なった事例も少なくない。さらに問題行動だけでなく、家族関係や身体状況などの要因が絡み

合うことで在宅ケアの状況は複雑になり、深刻さを増している。

介護スタッフは問題行動の対応について最初は戸惑うものの、試行錯誤しながら関わるうち

に、対応が可能となった事例もあった。興奮・攻撃群や介護への抵抗がある痴呆高齢者に対し

て、介護スタッフは強引に介護サービスを行うことはせず、少しずつ無理のない関わりをして

いた。また在宅ケアを円滑に行うために、介護スタッフは痴呆高齢者のみならず家族に対して

も積極的に関わっていた。痴呆の理解や介護への協力が得られない家族に対しては繰り返し働

きかけ、家族調整の必要な事例では深く家族関係に介入した。

医療との連携について、特に妄想・幻覚群では、介護スタッフが早急な受診の必要性を感じ

て痴呆専門医へとつないでいた。しかし暴力・興奮群では、介護スタッフが受診の必要性を感

じていたにも関わらず、経済的事情や家族の意向により痴呆専門医の受診には至らなかった事

例が目立った。なんとか受診したものの、医療側の痴呆への理解不足で十分な対応がなされな

かった事例もあった。その他の問題行動群では、介護スタッフが医療の必要性を感じない事例

が多く、医療へとつながった事例はなかった。

痴呆高齢者が独居で身寄りがいない場合、また家族が非協力的な場合などでは、介護スタッ

フは家族の意向を聞くことも、ケアの方針について相談することもできずにいる。さらに医療

を必要としてもつながらなければ、介護スタッフが痴呆高齢者を抱えて孤立することとなる。

そういった状況の中、介護スタッフは日々試行錯誤し、悩みながら痴呆高齢者との関わりを続

けている。

現在、地域で暮らす痴呆高齢者への心理的支援は行われていない。しかし病院や施設ではそ

の効果が認められており、在宅現場への応用も可能であると考えられる。痴呆高齢者に対する

神経心理学的検査などの心理アセスメント、家族に対する心理相談、介護スタッフへのコンサ

ルテーション的関わりなど、地域で心理職が活躍することが将来に向けて期待される。

本研究では事例数が少なく、都市部の実情の一端を示したに過ぎない。今後は事例数の増加、

調査地域の拡大を検討点としてあげたい。しかし、このような痴呆高齢者の在宅ケアの実情を

示す研究は数少なく、また介護スタッフの目線で捉え、在宅介護スタッフが事例を通じて語っ

た現場の実情という点でも意義があると思われる。
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高等学校中途退学者の進路に関する意思決定過程

03ML60017 須田八重美
指導教員　張田　真美

文部科学省のデータによれば、平成15年度の中学校卒業者の高等学校進学率は97．3％とな

っており、今日、高等学校は準義務教育課程とも言うべき現状にある。現代は、価値の多様化

が言われながら、実際には学力・学歴という価値への一様化、高学歴志向が強まっている時代

と言える（河合，1992）。平成15年度における高等学校卒業者の進路別の状況は、44.6％とな

っており、高等学校卒業者のほぼ半数は大学等に進学しており、専門学校への進学者も含めば、

進学率は63．5％となっている。

しかしながら、一方では高等学校において中途退学に至る生徒も少なくない。文部科学白書

によれば、公・私立高等学校における中途退学率は、平成14年度には2.3％となっており、10

年前の平成4年と比較すると0.4％増加している。中途退学の理由は様々であるが、理由は単一

のものであるとは考えにくく、様々な要因が複雑に絡み合っているような複合的な理由も考え

られる。中途退学問題の対応として、国や地方の教育行政、また学校内での指導の充実などの

改善に加え、中途退学以前においての何らかの助力やカウンセリングの重要性が指摘されてい

る（中西・三川，1994）。中途退学者の中には、本人にとって適切な方向への進路変更という

積極的な意味をもつ中途退学もあると考えられるが、多くの者にとって一度入学した高等学校

を中途退学して新たな方向へ向けて動き出すまでの過程は、本人にとって自らの将来について

向き合うことになる。自分の進路を考えるにあたって、おかれている環境と自分の興味や適性

等を考慮しながら、生きがいのある進路の選択と決定をすることが重要になってくる。

また、青年期において進学、職業選択は重要な意思決定の場面である。青年期の意思決定の

あり方は、その後の人生において大きな影響を及ぼし、その意思決定が主体的に、しっかりと

納得した形で行なわれているかどうかが後の生き方にとってきわめて重要な意味をもっている

（岡本，1995）。

本研究では、中途退学者がどのように自分の進路について考え、選択していったのかという

過程を、面接での本人の語りを通して探っていった。さらに、本人の周囲との関係についても

検討し、高等学校中途退学者のサポートについて考察した。

データ収集は、高等学校中途退学者4名に対して半構造化面接を行った。面接時間は1～2時

間程度とし、1人2回行った。ただし、Dさんは筆者の都合により1回2時間の面接を行った。

主な質問項目は、①中途退学の動機は何か②中途退学してからどのくらい経ち、どのような経

過をたどっているか③中途退学直後と現在を比較したときの気持ちの変化、社会的（立場の）
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変化、環境の変化④自分の支えになったと思われるものと、あればよかったと思うもの、また、

いつその支援が必要であったのか、とした。その中で、中途退学以前から被面接者が主要だと

考える出来事に沿って面接を進めた。

本人の希望により面接内容をメモに記録した1名を除いては、面接内容を全てカセットテー

プに記録し、逐語記録として書き起こした。その内容を概念化し、概念化したものを基に4名

それぞれの面接内容のまとめを作成した。それを退学以前の出来事と退学後から現在に至るま

での経緯に分け、進学あるいは就職などの進路に関する事柄を中心にまとめた。さらに、その

過程で本人にとって支えになったもの（人）、本人に影響を与えたと語られたもの（人）につ

いて注目してまとめた。4名それぞれについてまとめた資料と逐語記録とを繰り返し読み、検

討していった。

その結果、本人にとっての中途退学の意味づけの変化が見られた。退学以前あるいは直後に

は先の生活についての不安もあり、本人自身も中途退学についてマイナスのイメージで見られ

ることを意識している語りも見られたが、その後自分の経験の一部としてとらえられるように

なっていた。その変化の過程で「見通し」を持つことが重要であることがわかった。また、自

分にとって支えになったものとして、「自助グループ的な場でのかかわり」と「他者からのサ

ポート」が語られ自分にとって支えになった人としては、周囲の大人たちが「自分を見守って

くれる存在」としてとらえられていた。自分にとって影響を与えたものとしてアルバイトにつ

いて語られ、アルバイトは、「自信を得られる場」と「居場所」にわけられた。

高等学校における中途退学者のサポートについては、退学以前に何らかの援助がなされるべき

である。学校生活や学業に不適応である生徒は不登校になっている生徒もおり、在学中のサポー

トがその後の進路決定にも影響を及ぼすと考えられる。したがって、退学以前にそれぞれの生徒

が抱える問題に対してのアプローチが必要であると考えられる。また、非行などの問題行動で退

学した場合には、本人が「やめさせられた」と感じている場合も多く、退学後のサポートが重要

になってくる。中途退学者にとって、将来への見通しと中途退学を自分の中でどのように意味づ

けるかという点が重要であり、情報提供と心理的なサポートの両方が必要であると考えられる。

本研究の対象者は、中途退学者の中でも現在アルバイトあるいは仕事に就いており、社会に

参加している者ばかりである。また、面接の中で中途退学にかかわる出来事や現在までの経緯

を自分の言葉で話すことができており、客観的に今までの状況を振り返ることができている。

したがって、中途退学者の中でも中途退学を自分の経験の一部として受け入れ、将来の見通し

をもって具体的に動き出している者に限定した研究であるとの限界が存在する。中退後、社会

に出て行くことができず、引きこもり等になることも考えられ、周囲の人々のサポートに加え

て、専門機関でのサポートが必要になってくることも考えられる。また、本研究での4名の被

面接者は全て女性であり、性差に関して偏りがあると思われる。今後、男性が対象者に含まれ

ることによって生じると考えられる性差についても検討していくことが課題となる。
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高校生・大学生の無気力感と問題行動の関連
～家族イメージの視点を含めて～

03ML60018 須知みづ紀
指導教員　松本　良枝

もともと無気力は，器質性精神病や内因性精神病，人格障害に見受けられる症状のひとつで

あり，日常生活の大部分において，意欲・気力が低下していることを意味していた．しかし，

これらの疾患とは言い難い無気力な青少年の増加が指摘され，重要かつ深刻な社会問題として

認識されている．彼らは，無気力状態にある一方で，自分のやりたいことをやりたい時にやる

といったように，学生の本業ともいえる学業以外のことに関しては，平均以上の熱心さを示す

のが特徴的である．当初，このような無気力状態は，引きこもりや不登校などの臨床的介入が

必要とされるケースに比較的多く見受けられていたが，今日においては，普通に日常生活を送

り，登校している児童・生徒にも見受けられるようになった．したがって，自我が不安定な時

期にある青少年において，無気力は，一般化しつつあるものになってきている．

これまで，無気力とは相反する特性と考えられてきた攻撃性との関連について，無気力の高

い者は，強い攻撃性と関連があることが示された（田中ら，2001・2003）．事実，青少年によ

る問題行動においても，これまでの反社会的な積極的・活動的な姿勢は薄れ，非社会的な傾向

が顕著になってきたとの指摘もされている（進藤ら，1993）．したがって，青少年の無気力と

問題行動との間には，何らかの関連があると考えられるが，その関連を取り扱った研究はさほ

ど多くはない．

青少年に関する諸問題の背景には，様々な要因が複雑に混在しているが，特に問題となるの

は，家族・家庭のあり方である．近年においては，虐待の増加もさることながら，愛情過多や

過保護の問題，父親の役割や父性の欠如について，様々に論じられるようになってきている．

しかし，これら家族・家庭が及ぼす子どもへの影響については，両親の養育態度や家庭環境な

ど物理的な事柄についての考察が多く，子どもが家族・家庭をどのように見ているかといった

認知的側面からの考察は少ない．

したがって，本研究では，一般学生の無気力感と問題行動の関連，一般学生の無気力感と家

族イメージの関連，問題行動と家族イメージの関連を検討するべく，①無気力感の高い者は，

問題行動を惹起しやすい，②無気力感の高い者は，ネガティブな家族イメージを持っている，

③問題行動をおこす者は，ネガティブな家族イメージを持っているという仮説を立て，これら

の仮説の検証と青少年の無気力感と問題行動の予防を目的とした．

高校生と大学生を対象に調査を行った結果，一般学生の無気力感は，【目的喪失】【疲労感】
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【自信欠如】【失敗不安】の4因子から構成されていた．高校生と大学生とでは，生活経験に伴

う発達的差異があるため，無気力感の因子構造は異なると考えられたが，同様の事柄を表して

いると考えられた．無気力感と問題行動の関連については，無気力感の高さと問題行動には関

連が見られ，その他，無茶食いや買い物をするなどの神経症的行動との関連も見られた．【目

的喪失】【疲労感】【自信欠如】【失敗不安】それぞれが高い学生においても，問題行動や神経

症的行動との関連が見られた．しかし，自信に乏しい高校生においては，自信のある高校生よ

りも，不快な状況に陥った時に，人や動物に対して暴力をふるう傾向にあった．無気力感と家

族イメージの関連については，無気力感の低い者は，家族・家庭に対して，より公平な・暖か

い・元気な・楽しい・幸せなイメージを持っていた．特に，家族・家庭に対する暖かい・楽し

い・幸せなイメージは，【目的喪失】【疲労感】【自信欠如】【失敗不安】それぞれが低い学生に

も見受けられた．大学生においては，優しい・まとまりのあるイメージが関与していた．問題

行動と家族イメージの関連については，特に暴力などの非行・犯罪に結びつきやすい行為やい

じめなどを繰り返す子どもは，そうでない子どもに比べて，ネガティブな家族イメージを抱い

ていた．

以上の結果から，無気力感の高い学生は，現実逃避の手段として，夜遊び･無断外泊などの

問題行動をとる傾向にあり，また，あらゆる不快な状況を解消あるいは回避・逃避しようとし

て，無茶食いや買い物などの神経症的行動をとる傾向にあると考えられる．これらのことは，

特に大学生と女子に多く見受けられた．そして，精神的・身体的疲労感の高い学生は，その発

散を目的とした問題行動を惹起しやすいと考えられる．また，高校生においては，力や喧嘩の

強さが自分の自信に繋がっていると考えられる．子どもが家族･家庭に対して，公平な・暖か

い・楽しい・自由なイメージを持つことは，子ども自身の言動や将来に対する目的意識を育ん

だり，無気力感の予防になると考えられる．特に，大学生の生活感情には，家族間・家庭内の

まとまりが殊に影響を及ぼしていると考えられる．また，女子の目的意識の育みや無気力感の

予防には，家族・家庭のやる気が関与しており，つまり，家族・家庭の気力の高さが，彼女た

ちの気力の高さに繋がっていると考えられる．男子においては，主に養育者をモデルとして，

自分の生き方を見つけていくと考えられる．問題行動をおこす子どもの家族・家庭には，特に

目立った葛藤や劣悪な養育環境はうかがえられなかったものの，家族間・家庭内におけるコミ

ュニケーションや絆の乏しさがうかがえた．そして，暴力をふるったり，いじめの加害者とな

る子どもの家族・家庭には，思いやりのないイメージが共通しており，家族間・家庭内におけ

る摩擦や葛藤が多いことが考えられる．
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不登校児の母親の心理的変化及び家族関係の変化
～母親への面接調査の分析を通して～

03ML60019 竹内真由美
指導教員　元永　拓郎

はじめに 不登校という現象は、ここ数十年、学校現場で大きな現象となり、その後年々増加

し、今日では社会的によく知られる問題となっている。

子どもが不登校になることは、親や同胞にも大きな影響を及ぼす。母親は特に子どもが不登

校をしていることで悩んだり、ストレスや罪悪感を抱えることが多い。かつては、母親の養育

態度の変容を促す必要があるとされていたが、それは母親の罪悪感を強める危険性がある。実

際は、不登校には多様な要因が関係している。現在では母親に原因を帰し、その責任を問うの

ではなく、母親を援助しながら子どもの変化を見守ることが重要とされている。

家族についても同様のことが言える。子どもが不登校になったことで、家族は混乱し、夫婦

間、同胞間にも様々な葛藤が生じる。母親と同様、家族が責任や罪悪感を抱くこともあるだろ

う。しかし、取り返すことのできない過去の原因を追究することよりも、将来や未来に向かえ

るような援助が必要ではないかと考える。そのために、不登校児をもつ母親や家族が子どもの

不登校を経験し、どのように変容していったかを知る事は意義があることだと思われる。

目的 よって、本研究では、不登校児の母親の不登校開始時期から回復期までの心理的変化、

そして家族関係の変化について、母親への面接調査を行ない、得られた結果をもとに質的研究

を行ない、母親の心理的変化及び家族関係の変化に関する仮説モデルを生成することを目的と

する。そして生成された仮説モデルが不登校児を抱える家族支援にとってどのように役立つか

について、その可能性について考察する。 現在、不登校の問題に直面している母親、家族に

とって、不登校を克服した家族にどのような変化があったのかを知る事は、今後の家族関係の

変化の見通しを得るためにも、また、母親や家族の現状の理解、子どもへの支援策を立てるた

めにも意義のあることだと思われる。

対象と方法 対象は、不登校経験者の母親５名である。現在20歳以上の不登校経験者で、学

生あるいは社会として社会生活を送る者の母親で、本研究への協力の了承を得られた人に面接

調査を依頼した。調査は、質問紙及び面接調査で構成された。質問紙は、面接調査時までに前

もって手渡しあるいは郵送で対象者宛てに送り、面接時までに記入してもらうこととした。質

問紙は家族構成、不登校の理由や母親の変化と家族の変化等子どもが不登校であったときのこ

と、家族内のコミュニケーションの質について問う家族コミュニケーション尺度で構成された。

面接調査は質問紙の内容にそって質問をすると同時に、家族関係をシールをつかって図式化す
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る家族イメージ法の作成、家族内のコミュニケーションの円滑度の変化をグラフにあらわす家

族内コミュニケーションの変化グラフの作成によって構成された。面接調査の様子は調査対象

者の了承を得てテープに録音し、逐語記録に起こされた。分析方法としては、逐語記録を何度

も読み、まず、内容をコード化、カテゴリー化した。得られたカテゴリーは母親の心理につい

て①常識的な見方②子どもへの理解③心理状態、子どもの状態について①心理面②行動面、家

族関係について①状態②コミュニケーションである。事例ごとに横軸を変化前、変化後、縦軸

をカテゴリーした変化表を作成し、その表および語られた変化のきっかけを元に各事例の変化

モデルを生成した。そして最終的には、5事例分の変化モデルを統合し、一つの仮説モデルの

生成を試みた。

結果と考察 各事例の変化モデルを統合し、一つの仮説モデルが生成された。仮説モデルによ

り、不登校児をもった母親の心理的な変化が起こることによって、子どもの状態が変化し、そ

して最終的に母親や子どもを含む家族関係全体が変化するという、家族が相互に影響し合い、

流動的に変化していくという結果が得られた。まず、母親が常識的な考え方から解放され、子

どものことを優先的に考えられるようになり、子どもを無理に登校させず、子どものことを理

解できるようになる。それに伴い子どもも徐々に精神的におちつき、主体的に活動するように

なる。そのような子どもの変化を見ることによって母親も安心し、気が楽になる。母親、子ど

もが共に落ち着いて来ると、混乱していた家族関係も落ち着き、次第に家族が言いたいことを

言える対等な関係に変化し、「無くてはならない存在」となる。

母親の変化過程についてはこれまでも多くの先行研究が行われてきたが、家族関係を視野に

入れ、併行的にその変容過程を視覚的なモデルとしてモデル化する研究は少ない。本研究は事

例数も５例と少なく、表を作成する際の分類もやや恣意的なものとなり、客観性に乏しい内容

となってしまった。しかし、母親自身の語りから得られたデータによって作られたモデルは非

常に貴重なものであり、母親にとって馴染みやすい、親しみやすいモデル図になったのではな

いだろうか。実際に不登校の子どもをもつ親や家族にとってこのようなモデルを視覚的に把握

出来ることは、その後の家族関係の見通しを得たり、モデルをもとに家族で話合うためにも有

効である。さらに、親や家族のみならず、不登校問題を抱える教員や専門家にとっても母親自

身によって語られた情報のひとつとして、非常に重要な意味をもつものと考えられる。

しかし、不登校には、それぞれ異なる背景や経過がある。このモデルはあくまでもモデルで

あり、様々なケースに応じてモデルの変形を作り、その家族に特徴的な側面を把握することも

可能である。これはモデルが視覚的に認知できるものであるからこそ可能であると言える。

不登校の子どもをもった親や家族は、不登校の原因を自分自身向けられるプレッシャーを常

に感じながら生活している。子どもの将来の不安や罪悪感、焦燥感、周りに理解されない孤独

感を抱えた人々への支援となる研究が今後さらに望まれる。
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大学生が専門家に求める心理的サポートの検討

03ML60020 蓮池　幸一
指導教員　毛利　伊吹

学生相談機関を学生が利用することは，援助要請行動とみなすことができ（高野ら，2004），

そのような相談員や臨床心理士といった専門家に会いに行くという援助要請行動も，ストレス

状況における対処行動の1つと考えられている（久田，2000）。このような対処行動を支える

ものとして心理的・社会的資源，そして物質的資源がある（嶋，1992）。その資源の1つとし

てソーシャルサポートがあげられるが，周囲の人間関係から受けるサポートの質や量と，専門

家へ求めるサポートの質や量との間には，何らかの関係があることが推測される。学生相談室

に来談するという場合には，悩みやストレスへの対処方略，それを支える資源の検討が必要で

あり，周囲の人間関係から得られるサポートを含め，専門家に求めるサポートを検討していく

必要があると考える。本研究では，公的自意識の高い人にみられる2つの異なる自己呈示欲求

である賞賛獲得・拒否回避欲求に着目し，賞賛獲得欲求と拒否回避欲求と対処方略の検討を行

い，対処方略と周囲から得られるサポート，専門家に求めるサポートの検討を行った。また，

専門家にサポートを求めることへの態度と，その方法についても検討を行った。

帝京大学の大学生を対象に質問紙調査を行ない，記入漏れなどのない145名を有効回答とし

て分析を行った。また，周囲から得られているサポートを反転項目とし，周囲に求めるサポー

ト得点との積を求め，その数値を周囲から得られているサポートの不足感とした。

まず対処方略では，主因子法プロマックス回転を用いて因子分析を行なったところ，「情動

焦点行動型対処」「回避認知型対処」「回避行動型対処」「問題焦点接近型対処」「肯定的解釈」

の5因子が抽出された。また，専門家に求めるサポート，周囲に求めるサポート，周囲から得

られているサポートでは，主因子法プロマックス回転による因子分析を行ない，解釈妥当性な

どを考慮した結果「情緒的サポート」「助言的サポート」の2因子が抽出された。

各自己呈示欲求と対処方略との相関では，賞賛獲得欲求とは情動焦点行動型対処や問題焦点

接近型対処，肯定的解釈と正の相関がみられた（順にr=.31,p<.01；r=.33,p<.01；r=.25,p<.05）。

また，情動焦点行動型対処は周囲からの情緒的サポート不足感と負の相関（r=-.31,p<.01）がみ

られた。この結果より，情動焦点行動型対処などを多くする学生は，情緒的サポートに対して

不足感を感じていない可能性が考えられる。一方で，拒否回避欲求とは回避認知型対処，回避

行動型対処と正の相関がみられた（順にr=.32,p<.01；r=.37,p<.01）。回避行動型対処は周囲から

の情緒的サポート不足感及び助言的サポート不足感と正の相関がみられた（順にr=.22,p<.05；

r=.34,p<.01）。この結果より，回避行動型対処などを多くする学生は，周囲からのサポートに
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対して不足を感じている可能性が考えられる。一方で，対処と専門家に求めるサポートとの相

関については，情動焦点行動型対処は専門家に求める情緒的サポート及び助言的サポートと正

の相関がみられた（順にr=.30,p<.01；r=.29,p<.01）。また，回避認知型対処と専門家に求める助

言的サポート，回避行動型対処と専門家に求める助言的サポートにも正の相関の傾向がみられ

た（順にr=.21,p<.10；r=.18,p<.10）。また，周囲からのサポート不足感と専門家へ求めるサポー

トとの相関については，周囲からの助言的サポート不足感と専門家へ求める助言的サポートで

正の相関がみられた（r=.27,p<.05）。この結果より，周囲からの助言的なサポートが不足して

いる場合には，専門家に助言的なサポートを求める可能性が考えられる。

拒否回避欲求得点で高低群の2群に分け，専門家に相談することへの態度について t検定を行

った結果では，「専門家に会いに行くことには抵抗がある」，「自分の悩みや思いを正確に伝えら

れるかどうか心配だ」，「専門家に相談や話をしに行きたい」の3項目については拒否回避欲求

低群に比べて高群が有意に高い得点であった（順に t(143)=2.44,p<.05； t(143)=2.44,p<.05；

t(143)=2.96,p<.05）。この結果より，拒否回避欲求が強い人は，専門家にサポートを求めている

学生の中に，実際に会うことへの抵抗感や不安感が強い学生がいる可能性が考えられる。また，

相談する方法については，「手紙に書いてやり取りをする方法」について拒否回避欲求低群が高

群に比べて有意に得点が高かった(t(143)=2.56,p<.05)。この結果より，拒否回避欲求が強い学生

には，直接会わないような手段での相談方法を望ましく感じる学生がいる可能性が考えられる。

また，カウンセリングやメンタルへルスに関する授業の単位の有無と，専門家へ相談すること

への態度についてt検定を行った結果では「専門家は信頼できる」などで，単位がない学生より

も，単位がある学生の得点が有意に高かった（t(143)=2.65,p<.01）。この結果より，カウンセリン

グやメンタルへルスに関する知識があることで，専門家への信頼感が高まることや専門家からサ

ポートを受けることに肯定的になることが考えられる。一方で，カウンセリングやメンタルへル

スに関する勉強や仕事をしている身近な人の有無と，専門家へ相談することへの態度について t

検定を行った結果では「専門家に会いに行くことには抵抗がある」などで，勉強や仕事をしてい

る人が身近にいない人よりも，いる人の方が有意に低い得点であった（t(143)=2.00,p<.05）。この

結果より，カウンセリングやメンタルへルスに関する勉強や仕事をしている人が身近にいること

で，専門家へ相談することへ抵抗感や不安が弱まることが考えられる。

以上のことから，周囲からの助言的なサポートが不足していると感じる場合には，専門家に

対して助言的なサポートを求める可能性が考えられる。しかし，専門家のサポートを求めてい

ても，実際にサポートを得ることには不安や抵抗感をもっている学生がいる可能性が考えられ

る。そのような不安や抵抗感はカウンセリングやメンタルヘルスの知識の普及や，相談方法の

検討などで低減できることが考察された。学生相談機関だけでなく，専門的な心理的サポート

を提供する活動を考える際に，サポートを求めている人の利用のしやすさという視点からの検

討も有用であると考える。
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青年期の自我同一性拡散傾向に影響を及ぼす要因について
～母親の養育態度、母親への同一視を中心に～

03ML60021 松岡佳奈重
指導教員　松本　良枝

日本は過去100年の間に、社会の変化・発展が著しく、既存の産業や職業・暮らし方は1人

の人間の生涯の間に明らかに形を変えてしまっている。このような変化により、すべての人々

にとって未来において何が確かなものであるか、ということをイメージすることが困難になる。

とりわけ、自我同一性の形成が深刻となる青年期においては、将来どのような社会的存在にな

ればよいかに強い不安をもつようになる。

今日使われている自我同一性拡散の用語は、エリクソンに発しているということができる。

エリクソンは、この自我同一性の形成を青年期における普遍的特性とし、対人恐怖、非行など

のような将来の社会的な存在に対する不安などから自我が混乱する状態を、自我同一性拡散状

態と呼んでいる。一般に青年期は、自己を確立するためには、それまで依存していた重要な他

者である親との関係がどのようなものであったかが重要になってくる。しかし、現代の母親た

ちは、核家族の増加などの影響に伴い、迷いの状態にあり、暗中模索的な態度と行動で子ども

に接しており、母子関係がきわめて不安定な状態におかれていることは否定できない。

よって本研究では、青年期後期にあたる大学生を対象に、自我同一性拡散傾向に影響を与え

る母親の養育態度と、母親への同一視欲求の発達的な過程との関連を検証する。

調査対象は、T大学心理学科に在籍する、1年生から4年生の大学生で、2004年10月に質問

紙調査を実施した。計210名に質問紙を配布し、回収できたのは203名（男子99名、女子104

名、平均年齢19.9歳）であった。

質問紙調査の内容は、次の通りである。①Rasumussenの自我同一性尺度の高校生用短縮版

であり、青年期の自我同一性の発達の程度を測定する質問紙である。下位尺度として、エリク

ソンの個体発達分化の図式に基づいて、「信頼感」、「自律性」、「自主性」、「勤勉性」、「同一性」、

「親密性」に分類される。②母親の養育態度を測定する質問紙は、既存の質問紙を編集して用

いたため、因子分析をして、「受容」、「厳格」、「放任」の3因子を抽出し、この3因子を下位尺

度として用いた。全項目について、小学校時代、中学・高校時代、大学生である現在の3つの

時期に分けて評定を求めた。③同一視欲求尺度は、子どもの母親に対する同一視欲求を測定す

る質問紙である。この質問紙でも全項目について、小学校時代、中学・高校時代、大学生であ

る現在の3つの時期に分けて評定を求めた。④母親以外の他者への同一視欲求の様相を収集す

るために、自由記述式の質問項目を設けた。
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これらの尺度を用いて、t検定や尺度間の相関分析を行った結果、以下のことが見いだされ

た。自我同一性拡散傾向と母親の養育態度の関連では、小学校時代と中学・高校時代において

母親の「放任」な養育態度に有意な負の相関が見られた。また、自我同一性得点を平均点で低

群と高群に分け、それぞれの母親の養育態度の平均値の差を t検定によって検討した。その結

果、小学校時代と中学・高校時代の「放任」な母親の養育態度で、自我同一性得点の高群が低

群よりも有意に低かった。このことから、自我同一性拡散傾向には、母親との物理的な距離が

できる小学校時代から、依存と独立の葛藤が起きる高校時代にかけて、母親が「放任」な養育

態度であると子どもが認識していることが関連していると考えられる。母親の養育態度と母親

への同一視欲求の関連では、現在の母親への同一視欲求と現在の「放任」な母親の養育態度に、

低い値であるが有意な負の相関が認められた。また、現在の母親への同一視欲求得点を平均点

で低群と高群に分け、それぞれの母親の養育態度の平均値の差を t検定によって検討した。そ

の結果、現在の「放任」な母親の養育態度において母親への同一視欲求得点の高群が低群より

も有意に低かった。このことから、心理的にも物理的にも親との距離が大きくなった大学生に

対しても、母親が「放任」な養育態度であると認識することは、青年期以降の発達課題に影響

すると考えられ、その問題の大きさが確認されたと考えられる。自我同一性拡散傾向と母親へ

の同一視欲求の関連では、自我同一性得点の低群・高群と性別と、それぞれの時期の母親への

同一視欲求の分散分析を行った。その結果、自我同一性得点が低い者は、母親への同一視欲求

が低いこと、また、女子の母親への同一視欲求が高いことが示された。また、男子のすべての

時期において、自我同一性と母親への同一視欲求に有意な正の相関が認められ、女子の小学校

時代には相関が認められなかった。このことは、自我同一性の拡散傾向には、母親への同一視

欲求の脆弱さが関連しており、それは男子において顕著であると考えられる。よって、小学校

時代の女子において、青年期の自我同一性には、母親への同一視欲求だけではなく、父親など

の他の要因も関連していることが考えられる。また、母親への同一視欲求の発達的な特徴を検

討するため、自我同一性得点の低・高群別に分散分析を行った。その結果、小学校時代に比べ、

中学・高校時代でいったん低下するが、大学時代で再び高くなることが見いだされた。このこ

とは、大学時代においても小学校時代と同程度の母親への同一視欲求をもつが、小学校時代と

大学時代の母親への同一視欲求には質的な違いがあると考えられる。

全体として、子どもの認識する母親の「放任」な養育態度は、小学校から高校時代にかけて

は母親への同一視欲求に関連せずに、自我同一性拡散傾向へ関連するが、現在の子どもが認識

する母親の「放任」な養育態度は、現在の母親への同一視欲求への脆弱さに関連し、次の人生

の岐路の自我同一性拡散傾向に関連すると考えられる。

尚、本研究は、母親の養育態度と母親への同一視欲求について検討したが、今後は父親の養

育態度と父親への同一視欲求についても、検討していく必要があると考える。
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自傷行為のメカニズムについて
～半構造化面接調査・MMPIからのアプローチ～

03ML60022 綿貫　春利
指導教員　春日　　喬

ここ数年の間みられる自傷行為は流行現象にとどまらず、いまなお跡を絶たないようである。

Favazzaらによる自傷行為の現象的分類では、肌を刃物で切りつけることなどに代表される自

傷行為を反復的に繰り返すものは、中／表面的自傷行為（moderate／superficial）の中の反復

的自傷行為（repetitive self-mutilation）に分類される。反復的自傷行為の文献をあたってみる

と、行動の維持に関する常同的自傷行為（stereotypic self-mutilation）の一連の研究が引用され

ているものはほとんど見当たらない。しかし反復的自傷行為がどのようなことによって維持さ

れているのか、それを考える時に、常同的自傷行為に関する一連の研究の枠組みは何かしらの

ヒントとなるかもしれない。

反復的自傷行為を行う人々4名に半構造化面接調査およびMMPIを行った。精神発達遅滞児

などに見られる常同的な自傷行為（self-injurious behavior）を維持するものとして、①注目な

どの正の強化や②要求の回避などの負の強化によるものという外部の資源からの強化、もしく

は③行動それ自体が感覚的な好子（強化子）になっているという内在的な強化という3つが

Iwataらによる一連の研究により知られている。これらは全て即時的な強化である。今回の面

接調査の結果、反復的自傷行為にも「楽になる」、「ストレスの発散」、「安心」、「落ち着く」な

どの感覚的なものが即時の強化となっていることが示された。また、今回の対象者たちは自傷

行為を家で一人でやっていたため、外部の資源による強化は即時的にはおこらない。しかし自

傷行為をするようになってから心配されるようになったり、自傷行為をしてからは家事をしな

くても責められなくなったなど、即時的なものではないが、①注目などの正の強化や②要求の

回避などの負の強化というものとの関連がある可能性があることを示す結果となった。常同的

自傷行為、反復的自傷行為どちらの自傷行為にせよ、自分を傷つけるという自傷行為というも

のが、他者から注目を受けたり、要求を回避したりするなどの、他者を操作しやすい行動であ

るため、このような関連が出てきているということも考えられる。

書籍やインターネット、友人からなど、面接対象者は全員が自傷行為を始める前から自傷行

為に関する知識があった。自傷行為は伝染するということが言われているが、今回の面接結果

からは、本やインターネット等、様々な媒体を通しても影響を与えるものであるということが

認められた。現代社会は情報化により様々な情報が簡単に入手しやすくなった。自傷行為につ

いてもそうである。この現代社会の情報化が、自傷行為を「流行現象」にとどまらせず、「普
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遍的現象」とさせている一要因となっていることが考えられる。

自傷行為をすることや、血をみることが生への動機付けとなっているようであった。対象者

の発言には、生きていることを実感するためという発言や、血を見ると落ち着くという発言が

よく見られた。

面接対象者たちのどれもが否定的な自己評価を表現した。MMPIの結果からは、どれからも

高いF尺度、低いK尺度などがみられた。これらは通常は妥当性尺度として使われているが、

このような結果は、強い自己批判的態度のあらわれとも論じられてきた。また、高いF尺度は

自分の悩みをおおげさに訴えようとする場合、意識的にせよ無意識的にせよ自分を悪く見せた

いというものである場合、低いK尺度は率直さと自己批判的態度を表すと言われている。自己

批判的態度と解されているため、それは面接者達の否定的な自己評価と一致する。また、様々

な文献から、臨床的判断として自傷行為者の自己評価の低さは以前から言及されてきた。その

ような臨床的判断と今回のMMPIの検査結果が一致しているため、自傷行為者にMMPIを行う

ことは臨床的判断の重み付けの道具としても、利用価値の高い可能性があることが示唆され

た。

臨床尺度としては、全体的に高めの結果となったが、神経症圏の尺度よりも、Sc，Paなど

の分裂病圏の尺度が高くなることが示された。対象者4名のうち2名には、自傷行為を行う頻

度が大幅に減少してからもMMPIを行ったが、その時の結果は平均域から逸脱していた尺度項

目のほとんどが平均域内に収束する大きな変化がみられた。

自傷行為を行わなくなるにつれて、ある対象者はしっかり通学するようになり、別の対象者

は仕事を順調に続けるようになったなどの変化がみられた。これらのことから、人間関係の絆

の形成が、自傷行為の頻度を下げる一要因となっていることが考えられた。

以上のことから以下の仮説を生成した

・反復的自傷行為にも知覚的なものが即時の強化となっている。また、即時的なものではなく

とも、注目などの正の強化や要求の回避などの負の強化というものとの関連がある。

・現代社会の情報化が、自傷行為を流行現象にとどまらせず、普遍的現象とさせている一要因

となっている。

・自傷行為や、血を見ことが生への動機付けとなっている。

・MMPIは、自傷行為者への臨床的判断の重みづけの道具として利用価値が高い。

・自傷行為の頻度の減少により、MMPIの値も平均域に収束する傾向にある。

・人間関係の絆の形成が、自傷行為の頻度を下げる一要因となる。

155




