
2009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
06ML60013 中島　良二 元永　拓郎 児童養護施設に入所する中学生に対する学習支援に関する

研究――自立促進と関連する心理的変化に着目して――
07ML60006 北畠　綾子 元永　拓郎 認知症をもつ人の在宅介護家族の負担感とBPSD（認知症

の周辺症状）との関連――発症前および発症後の家族関係
の影響を含めて――

07ML60007 久保位可子 高田　孝二 音性驚愕反応を用いた統合失調症と気分障害の病態理解に
向けた検討――健常者による音性驚愕反応の影響要因の検
討と併せて――

07ML60015 谷口　知子 池田　政俊 道徳性の発達を促す認知的アプローチの検討
――大学生・大学院生への個人面接を用いて――

08ML60003 北山　友子 池田　政俊 大学生の抑うつ傾向の特徴に関する研究
――性格傾向の偏りとライフイベントとの関連から――

08ML60004 尾崎　翔一 元永　拓郎 在宅認知症高齢者のBPSDに対する心理社会的サポートに
関する研究――訪問診療前後の本人と介護家族の心理に焦
点をあてて――

08ML60005 小路　桃子 張田　真美 反抗意識に関する質的研究
――家族との相互作用および状況変化に焦点をあてて――　

08ML60006 小林　邦浩 張田　真美 大学生の友人関係におけるアサーションと心理的距離につ
いて――「近づきたい‐近づきすぎたくない」「離れた
い‐離れすぎたくない」ジレンマに焦点をあてて――

08ML60007 児玉　貴子 毛利　伊吹 大学生における友人関係の特徴
――被受容感と不安との関連から――

08ML60008 中島　理恵 毛利　伊吹 大学生の職業選択柔軟性と親子関係の関連

08ML60010 草野　裕恵 元永　拓郎 子ども家庭支援センター子育て応援事業利用者のニーズに
関する研究――母親と支援スタッフへの調査を中心に――

08ML60012 鈴木　　圭 白倉　憲二 思春期における非行の危険因子と保護因子に関する研究
――初犯者と累犯者並びに一般少年と非行少年との比較か
ら――

08ML60013 櫻田　ゆう 張田　真美 高校生の精神健康度と幼児期の母子関係について
――防衛スタイルに着目して――

08ML60014 三谷　篤司 木原久美子 大学生の進学動機と学業違和感が目標意識に及ぼす影響

08ML60015 河地　由恵 森脇　愛子 大学生におけるインターネット利用上の不快な出来事と精
神的健康との関連――インターネット利用目的および個人
特性を含めた検討――

08ML60016 上野　澄人 元永　拓郎 中学生が抱く祖父母のイメージ
――認知症高齢者の受け入れをめぐって――

08ML60017 大川　達也 元永　拓郎 私立中学及び高等学校におけるスクールカウンセリング活
動の評価に関する研究――フィデリティ尺度の開発と活用
の試みについて――

帝京大学　心理学紀要

2010,  No.14, 111－145

111



児童養護施設に入所する中学生に対する学習支援に関する研究
――自立促進と関連する心理的変化に着目して――

06ML60013 中島　良二
指導教員　元永　拓郎

【問題】 児童養護施設に入所している子どもへの対応として，児童虐待に関する研究は多く

なされているが，入所児童の学力や学習支援に関する研究はあまり見られない。しかし，将来

自立することや，高校へ行かなければ入所を継続できない場合があることを考えると，学習支

援は軽視できない。また学習支援は，その過程で将来の夢や退所後の展望を見据えていくこと

もできることから，自立促進の観点からも重要であろう。ところが，児童養護施設での学習指

導の現状として，子どもたちに学習の習慣がないことや，学習を行う場所の確保の難しさ，学

習時間帯に割ける職員が1，2名程度しかいないことなどの困難さが挙げられている（榊原・

長島・大村，2005）。そこで，施設によっては，学習ボランティアを受け入れているところも

あり，学習指導だけでなく，子どもが職員にはいえない話や相談ができる存在であることが指

摘されており（榊原ら，2005），施設職員とは異なる関係を築くことができると考えられる。

藤目・野島・鈴木（2005）は，児童養護施設入所児童の進路決定の要因として，経済的要因と，

中学卒業後の生活場所，学力を挙げており，心理的要因としては，自尊心と，学力に対する自

信を挙げている。本研究では中学3年間を通しての自立の観点から見た児童の変化が重要と考

える。そこで，中学時代において，学習支援が自立を促進しているのか，また，児童にどのよ

うな心理的変化が見られるのかを明らかにしていく。

【目的】 本研究は，児童養護施設に入所する中学生への，自立支援の一環としての学習支援

のあり方を検討することを目的とする。また，学習支援や日常の生活支援の中で，児童と施設

職員との間にどのような心理的相互作用が生じているのかに着目し，学習支援による自立促進

の可能性について考察したい。研究1では，調査時点で中学校を卒業している入所児童の中学

校3年間について，担当職員に面接調査を行い，自立を促進した要因と，自立を促進したとは

いえない要因について検討し，それぞれの要因に対する施設職員の対応を明らかにする。また，

学習支援を行った上でみられた，児童の自立を促進した要因と，逆に自立を促進したとはいえ

ない要因について質問し，学習支援が自立促進に対して，どのような役割を持つのか，児童に

どのような心理的変化をもたらすのか考察したい。そして，研究2では，施設職員と学習ボラ

ンティアに研究1の結果を基にした質問紙調査を依頼し，両者において，児童への働きかけ，

対応の仕方の違いを比較し，学習支援の柔軟性について考察したい。また，学習ボランティア

としてのかかわり方の検討としての一助としたい。

【対象と方法】 研究1では，首都圏にある児童養護施設（以下，「施設A」とする）に入所し，
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2005年3月から2009年3月までの過去4年間に中学校を卒業した児童5名（男子3名，女子2名）

を対象とした。調査は，現在は中学校を卒業している入所児童の担当であった職員に30分程

度の半構造化面接を行い，記録は ICレコーダーに録音した。分析は，Strauss&Corbin（1990

操・盛岡訳1999）によるグラウンデッド・セオリー・アプローチに基づいて行った。研究2で

は，現在施設Aに入所している中学生24名に対して，担当している施設職員21名，及び，中

学生に勉強を教えている学習ボランティア3名を対象とし，研究1の結果を基に作成した質問

紙を用いて調査を行った。調査の際には，施設長と研究協力者に，研究の趣旨と研究上の倫理

的配慮について説明し，同意を得た上で行った。

【結果と考察】 研究1では，生活場面と学習場面とに分けて検討した。生活場面において，

自立を促進した要因として，「職員からの働きかけ」，「上級生の影響」，「学校からの働きかけ」，

「フレンドホームでの実習体験」が明らかとなった。それらによる児童の変化としては，将来

を考えるようになったことなどの「精神面での変化」と，周りの子を気にかけるなどの「行動

面での変化」がみられた。職員からだけではなく，学校やフレンドホームからの働きかけも大

きな意義があり，連携しながら児童にかかわっていくことが重要であることが示唆された。ま

た，同じ寮で過ごす上級生をモデルとしており，児童に影響を及ぼしていることが明らかとな

った。自立を促進したとはいえない要因としては，「家族の影響」があり，大人になりたくな

い思いが生じたり，親に似ているという思いから，落ち込みや悩みがみられたりしたことが示

された。

学習場面において自立を促進した要因としては，「職員からの働きかけ」，「学習ボランティ

アとの関係」，「塾での指導」があった。児童の変化としては，勉強に対する意識の変化や，勉

強への取り組みの変化がみられるなど，「自立を促進した変化」と，怒られないように勉強す

るふりになってしまったり，児童にプラスの作用がみられなかったりするなど，「自立を促進

したとはいえない変化」がみられた。学習ボランティアとの関係については，児童と秘密を共

有し，職員に隠し事のある関係と，児童に巻き込まれず，適度な距離を保つ関係が見られた。

前者の関係は，職員と学習ボランティアとの信頼関係を揺るがすものであったと考えられる。

しかし，どちらの場面においても，児童に変化が認められなかったという回答もあり，児童

が自分自身についての自覚がないところで，職員が手を差し伸べても，意味がないことが指摘

された。このことから，児童に働きかけるタイミングを図ることと，児童が学習に向き合うよ

うな意識を高める働きかけが必要であることが示唆された。

研究2の結果からは，将来について考えることが，生活場面において自立を促進したことが

示され，学習場面では将来を見据えての対応が，職員と学習ボランティアからなされていた。

そして，学習ボランティアは自分の高校時代の思い出や体験談を交えながら話していることが

明らかとなった。一方，職員は時に，就職か進路かを迫るなど，厳しい対応をしていることが

示された。職員が学習ボランティアに期待する役割としては，学習面での支援だけではなく，

精神面での支援も挙げていた。人と人のかかわりを持つことにより，児童の対人関係の向上と

社会性を高め，そのかかわりが継続的になされることが学習ボランティアに期待されている。
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認知症をもつ人の在宅介護家族の負担感と
BPSD（認知症の周辺症状）との関連

――発症前および発症後の家族関係の影響を含めて――

07ML60006 北畠　綾子
指導教員　元永　拓郎

はじめに 高齢化の社会背景にともない認知症を発症する高齢者が増加し，重大な社会問題と

なっている。認知症とは，一度獲得された知的機能が何らかの原因によって低下し，以前は難

なくできたことができなくなった状態（石束・山中，2007）でありその原因は様々ある。認知

症の介護は負担感が高いといわれるが，中でもBPSDが介護負担感に影響を与えていることは，

浅川ら（1999），亀田ら（2001），大西ら（2003），小澤・戸村（2005）の研究などから示され

ている。しかし，認知症の進行とBPSDの関係についての研究やBPSDの変化に伴う家族との

関係性の変化に着目した研究は少ないように思われる。そこで，介護負担感とBPSDとの関連

を探り，認知症の各段階に応じて，対処方法や求める支援を明らかにすることは非常に意義の

あることと考え，認知症の進行とBPSD，認知症になる以前から現在の認知症高齢者本人（以

下，本人とする）と家族の関係から介護負担感に影響すると思われる要因を含め調査，検討を

行う。

研究Ⅰ：質的研究

目的 認知症介護家族の面接調査逐語録を基に，認知症以前の本人の性格の共通性と，認知症

在宅介護に特有な家族関係パターンの2点について焦点を当てた仮説生成を目的した。

対象と方法 都内の認知症の専門クリニックを受診，「往診チーム介入」によって安定し，介

護状況について振り返ることのできる認知症をもつ人の家族介護者を対象とした元永ら（2008）

の面接調査8事例を対象とした。グラウンデッドセオリー法に基づき，家族からみた本人の性

格，また家族関係に焦点を当て分析した。

結果と考察 8事例中3事例が男性の認知症高齢者の事例，5事例が女性の認知症高齢者の事例

であった。逐語記録から【本人の性格的特徴】【家族関係】カテゴリーが抽出された。【本人の

性格的特徴】からは，＜本人の性格＞，＜対人関係＞，＜身内への捉え方＞，＜本人の能

力＞，＜金銭への執着＞ラベルが抽出され，【家族関係】からは，＜家族同士への関わり

方＞，＜認知症への対応＞，＜家族の不和＞，＜認知症を抱えた本人への思い＞が抽出された。

以上のラベルをふまえ，本人と家族の関係尺度16項目を作成した。

研究Ⅱ：質問紙調査　

目的 本人の性格や家族関係，認知症の進行やBPSDの有無など多角的な面から家族介護者の

負担感との関係を分析した。

対象と方法 在宅で認知症をもつ人の家族介護者を対象とした。都内A地区において隔月に1
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回「在宅における認知症のお年寄りを取り巻くBPSDの困難事例について勉強する多職種の会」

である「在宅認知症ケア連絡会」において依頼し，参加者経由で，在宅で認知症をもつ人の家

族介護者を対象に調査票106票を配布した。有効回答数は53名，男性が6名，女性が48名であ

った。調査票は，研究Ⅰで作成した尺度に加えて，介護状況調査項目，出現BPSD，介護負担

感の内容から構成した。介護負担感については荒井（2004）のJ-ZBI-8を使用した。

結果と考察 研究Ⅰで作成した尺度では，「家族の凝集性」「本人の非協調性」「本人の社交性」

という3因子が整理された。これは，家族が凝集，あるいは非凝集するには，本人の性格が影

響していることが示された。また，この尺度から，本人の性格，あるいは，家族関係が家族介

護者の負担感に影響している事が示された。認知症以前と現在の比較では，現在の本人の非協

調性が家族介護者の負担感に影響を与えている事が示された。さらに，認知症以前の本人の社

交性が低く，現在の家族の凝集性が低い場合，家族介護者の負担感は高くなるが，認知症以前

の社交性が低くても，現在の家族の凝集性が高ければ，家族介護者の介護負担感は低いことが

示され，現在の家族の凝集性が高いことは，介護負担感軽減要因の可能性となる事が示唆され

た。そして，BPSDもまた，家族介護者の負担感の要因となることが明らかになった。しかし，

BPSDといっても，どのBPSDも必ず負担感と結びつくわけではなく，家族介護者の否定的な

感情を引き出すような行動や，拘束感を募らせる行動が負担感要因となることが示された。

研究Ⅲ：面接調査

目的 家族の感じる介護負担感がどのような要因と関連しているか分析した。その際，BPSD

に対する家族の対応や，本人と家族の相互作用にも焦点を当てた。

対象と方法 研究Ⅱの調査票に，面接調査依頼文を添付し，協力者を募集した。男性介護者4

名，女性介護者12名を対象に，介護で負担なことを中心に，BPSDへの対応，認知症以前の家

族関係も焦点にあてた。

結果と考察 研究Ⅱ同様にBPSDや本人と家族の相互作用が介護負担感に影響を与える事が明

らかになった。また，本人との関係以外にも，家族介護者は介護負担感を感じていた。それら

は家族介護者をとりまく環境であり，同時に，介護負担感軽減の可能性となることを示してい

た。介護負担感に影響を与える要因が複数示された。負担感と関連するカテゴリーは，【介護

者の健康】【認知症への無理解】【介護者の介護状況】【認知症の進行】【本人の状態】【BPSD

やBPSDに対する家族の対応】【介護者と本人との相互作用】【家族の心理的悲しみ】【家族関

係】【福祉】であり，負担感の軽減に関連するカテゴリーは【本人の状態】【介護者の状況】

【介護者の喜び】【介護の支え】【介護者の心理変化】【介護者と本人の相互作用】【介護者の情

報収集】【家族成員との関係】【福祉】【医療】であった。これらは，負担感が本人以外の要因

からも生じることを示すと同時に，上手に活用することができれば負担感軽減の資源として使

える事を示していた。相互作用という視点では，家族介護者と本人は相互に影響を与えており，

お互いに感情的な負のサイクルで回っていると負担感はより強くなるが，そのサイクルを壊し，

家族介護者が落ち着いた対応をとると，介護者だけでなく，本人も落ち着いた状態となるサイ

クルへと変化することが示されたことは，介護者支援の一助となると考える。
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音性驚愕反応を用いた統合失調症と
気分障害の病態理解に向けた検討

――健常者による音性驚愕反応の影響要因の検討と併せて――

07ML60007 久保位可子
指導教員　高田　孝二

【問題】 情報の取り込みの初期の段階に焦点を当てた研究の一つとして，初期の情報処理障

害に関する運動感覚ゲイティング機能を反映する検査である，音性驚愕反応（acoustic startle

response：驚愕反応）を利用したプレパルス抑制（prepulse inhibition：PPI）がよく使われる。

PPIとは，驚愕反応を引き起こすような大きな刺激（pulse）の30-500msec前に，それ自体では

驚愕反応を引き起こさないような刺激（prepulse）を与えることで，後続する驚愕反応が抑制

（減少）される現象のことである。統合失調症において障害が報告され（Braff, & Stone et al.,

1978），統合失調症の症状に生物学的背景があることが実験的に示された。気分障害について

も，PPI研究が行われるようになった。双極性障害，躁病では PPIの減弱が報告され（Barrett,

& Kelly et al., 2005），うつ病では減弱が報告されなかった（Ludewig & Ludewig, 2003）。さら

に，驚愕反応を使った指標に，注意方向付け機能を反映するプレパルス促進（Prepluse

Facilitation：PPF）も使われるようになった。PPFとは，pulseの500msec以前にprepulseを与

えることで，後続する驚愕反応が促進される現象のことである。PPFでは統合失調症やうつ病，

双極性障害において健常者と比較し，促進の障害について結果に差がみられる。さらに，驚愕

反応を使った関連指標として驚愕反応量や慣れもそれぞれの疾患において障害が報告されてお

り，これらの指標から疾患特異性を見出すことで，診断の補助や，病態理解に向けた有用な示

唆となる可能性がある。

しかし，驚愕反応を使った検査には年齢や性差，喫煙等の影響要因が多く，人種差も報告さ

れている。中でも喫煙は健常者・患者双方に影響を与え，運動感覚ゲイティング機能改善の可

能性もあることから，より詳細に検討する必要があると考える。そのため，本邦における影響

要因，至適パラダイムの検索をすることは，驚愕反応を使った検査を今後より発展させていく

上で非常に有用である。

【目的】 実験1：健常者，統合失調症，双極性障害，うつ病において，PPI・PPF・驚愕反

応・慣れについて影響することが言われている性差・年齢について比較検討することを目的と

する。さらに，健常者と統合失調症，双極性障害，うつ病について比較し，疾患特異性は見ら

れるかどうかを検討する。PPFについては4種類の刺激から至適条件を検索し，健常者と比較

し，減弱の有無を確認することを目的とした。

実験2：PPIへの影響要因として挙げられているニコチンの影響を健常者の成人男性について，

驚愕反応量・慣れ・PPIから検討し，その影響を考察することを目的とした。

【方法】実験1：健常者124（男性：39，女性：85）名，平均46.0歳，統合失調症19（9，10）
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名，41.6歳。双極性障害21（13，8）名45.2歳。うつ病43（25，18）名44.8歳が参加者となっ

た。PPIはpulse は40msec・115dB，prepulseは20msec・90dB，刺激間間隔は120・180msec

を使用した。PPFはpulseは40msec・115dB，prepulseは90dBのホワイトノイズ，1000Hzの

純音の2種類を4500msec提示し続ける，間隔をあける2種類の提示方法で提示する計4種類を

使用した。驚愕反応量と慣れも併せて計測した。年齢を5段階に分け年齢層×性差・疾患×性

差，の分散分析を行った。

実験2：男性健常者，喫煙者8名，24.1歳，非喫煙者14名，23.4歳が参加者となった。PPIは実

験1と同じ手順で刺激間間隔を60・120・240msecに変更し使用した。喫煙者には禁煙と喫煙

の試行を行い，喫煙者内では対応のある t検定，喫煙量と各指標の相関，非喫煙者と喫煙者の

比較として分散分析を行った。

【結果】 驚愕反応を使ったPPIと関連指標が診断の補助となりえるか，診断の補助とする際

にどのような影響要因が考えられるか，至適パラダイムの検索を含め，2つの実験をおこなっ

た。実験1の結果として健常者の驚愕反応には性差と年齢の交互作用（F（4,121）=3.04, p<.05.）

あり，60歳以上は39歳以下の参加者と比較し有意に驚愕反応が減弱すること。統合失調症は

双極性障害・うつ病・健常者と比較し（F（3,167）=10.23, p<.01）有意に慣れが遅かった。PPI

は女性でのみ，刺激間間隔180msecにおいて統合失調症と双極性障害は健常者と比べて抑制の

減弱が見られたこと（F（3,153）=3.64, p<.05.）。PPFは純音を提示しつづける施行で促進がみ

られ（F（4,98）=4.54, p<.01.），健常者と比較し，うつ病は有意に促進の減弱がみられた（F

（3,166）=2.83, p<.05）。実験2の結果として喫煙量と慣れの間に正の相関がみられ（r=.64, p<.05）

喫煙者内の禁煙条件，喫煙条件の間で有意な差が見られ（F（2）=3.73, p>.05），喫煙条件の方

が有意に驚愕反応量が高かった。

【考察】 驚愕反応を使った4つの指標を組み合わせることで，統合失調症，双極性障害，う

つ病の疾患特異性が見られたのではないか。しかし，男性において統合失調症と健常者間に

PPIの減弱が見られなかったことから，性差についての検討が課題となる。男性の方が健常者

と統合失調症者の比較において有意差が出やすく，刺激間間隔も120msecが最も差が検出しや

すいという先行研究と本実験の結果では違いがみられた（功刀・柳沢他, 2007）。PPIの結果の

差異について，男性と女性で統合失調症と健常者では有意な差を検出し易い刺激間間隔の違い

がある可能性がある。女性ホルモンが驚愕反応PPIに影響する（Borgström, & Kask et al., 2008）

との報告もあるため，今後性差については一層の検討が必要と考える。本実験の結果から，男

女ごとの至適パラダイムの検索の必要性や，驚愕反応量は年齢に影響を受け安く，60歳までが，

驚愕反応量を検出する上で適切な年齢となること，PPFはトーンを4500msec提示し続ける方

法が有効であることが示された。

喫煙の影響について，喫煙量が慣れと正の相関を示し，驚愕反応量が喫煙により増強し，

PPIや慣れについては有意な差がみられなかった。PPIが減弱されている統合失調症患者では

喫煙によるPPIの増強が見られるが，健常者では喫煙による有意な差は見られないという報告

もあり（Germine, & Termine et al., 2008），障害の状態によって喫煙の影響の有無が見られる

可能性がある。今後の課題として，健常者内，患者内における影響の有無を検討する必要があ

ると考えられる。
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道徳性の発達を促す認知的アプローチの検討
――大学生・大学院生への個人面接を用いて――

07ML60015 谷口　知子
指導教員　池田　政俊

問　題 近年，我が国では犯罪やいじめが増加及び凶悪化し，また自殺者の増加も社会問題と

して取り上げられている。ときにその低年齢化が青少年の問題として大きく取り上げられるが，

暴力，犯罪，自殺のどれをとっても大人社会に蔓延し，高年齢化さえしている（法務総合研究

所，2007；内閣府2007）。このような状況に対し，文部科学省（2008）では幼稚園から高等学

校まで道徳教育の意義を位置づけており，そのため小・中学生の授業に焦点をあてた「集団プ

ログラム研究」が多く見られる（荒木，1988；2006）。しかし，親や先生といった規範となる

べき大人が問題行動を起こしていること，さらに大学生の64％が小・中学校を通して心に残

った“道徳の授業”は“ない”としている（八田，2004）実状からすれば，現状の解決はなか

なか難しいと思われる。

目　的 本研究では大学生および大学院生を対象とし，個人面接を用いて道徳性の発達を促す

認知的アプローチを行い，その過程の様相および価値観への影響を検討する。具体的には，

（a） 面接後の道徳性発達段階および価値観への影響と，（b）面接中の認知的アプローチ（質

問を中心に）とその反応に見られる傾向を分析する。そして，道徳性の発達と認知的質問にお

ける仮説を立てて，個人面接をより有効に展開していく一助とすることを目的とする。また，

Erikson（1959）が提唱した青年期の発達課題であるアイデンティティの達成には価値観の形

成も含まれていることから，道徳判断とも密接な関連をもつことが予想される。したがって，

（c） 発達が促された可能性が低いと思われる者の要因を追求して，青年期のアイデンティテ

ィ達成と道徳判断の関連を考察したいと考える。

方　法 “価値観に関する調査”として授業中に参加を募り，東京都内A大学心理学部生10名

および同大学院臨床心理学専攻生8名の計18名（男性9名，女性9名，平均年齢23歳）が本研

究に参加した。事前調査後，2回にわたって道徳性の発達を促す認知的アプローチを用いた個

人面接を実施し，3～8週間経過後に事後調査を行って面接の持続的有効性を確認した。事前

調査と事後調査には，Value-PRM（古畑，明田，岡，工藤，坂元，沼崎，2001）とDefining

Issues Test（以下，DITとする）日本版（山岸，1980；1995）を測定し，参加者の普段の価値

観に対する意識的態度とライフイベント等を調査票で確認した。面接は60分間の半構造化面

接で，内容はKohlbergの道徳性発達理論に基づき，道徳性の発達が最大限促進されるよう認

知的アプローチを工夫し，評定はKohlberg（1983）のStandard Issue Scoringのマニュアルを

Kohlberg（1971）のIssue Scoringに付け加えた山岸（1995）の方法に基づいた。
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結果と考察 大学院生（男性）1名のデータが不完全となって脱落し，17名（男性8名，女性9

名，平均年齢23歳）になった。また，本調査期間中に，参加者の身の回りで目立って大きな

ライフイベントが起こった者はいなかった。

［分析Ⅰ］ 事前調査と事後調査から，道徳性発達段階および価値観への影響を分析したとこ

ろ，DITにおいてTotal Dに有意差が見られ（t（16）＝4.68，p<.001（検定力0.16）），Stageが

全体的に上昇していることが確認され，その傾向は女性にやや強く見られた（t（8）＝4.35，

p<.01）。また，事前テストでStage 3に近い者が多く見られた（8名）のに対し，事後テストで

はStage 3の者が減少して（3名）Stage 4に近い者が最も多くなっていた（9名）。また，個別

に見るとStageが1段階以上移行した者が3名見られ，これは個人の発達段階の特徴に合わせて

アプローチしたことがより確実に発達を促す傾向に働いたと考えられ，個人面接の有効性が示

唆された。一方，これらの現象は検定力の弱さからValue-PRMでは有意にならなかったが，

Kohlberg理論の中心である公正の価値は男性において比較的上昇していたことから，男性の

方がより重んじる価値である可能性が考えられる。

［分析Ⅱ・Ⅲ］ 分析Ⅱで認知的質問とその反応に見られる傾向を分析したところ，追加分析

する必要がでてきたため，それを分析Ⅲとした。その結果，各認知的質問は面接回数・内容・

過程に応じてStageやElementに影響を与えるほか，新しいIssueやIssue－Normを引き出す役

目も果たしていることがわかった（Stageを移行させる力は上昇・下降ともに同じ程度に働く）。

道徳判断については，役割取得をした状態で葛藤を体験すると，新しい Issue－Normが引き

出されやすくなり，状況に応じて各 Issue－Norm が葛藤し，比較的高いStageの判断理由

（Issue－Norm）が優先して使用され，結果としてよく検討した Issueは発達が促される機会が

増えて上昇する傾向が見られた。また，新しい Issue－Normが引き出されると，それまで使

用された Issue－Norm のStageから離れて，新たな Issue－NormのStageが登場し，各

Issue－Norm内では，Element が先に影響を受けて，次にStageが影響を受ける傾向がみられ

た。したがって，道徳性は Issue－Normごとに発達するといえ，その者の道徳性を全体的に

発達させるには，高いStageをもつIssue－Normから一旦離れて他の Issue－Normを吟味する

必要があり，その結果，自らの考えが不十分であることに気づいて，より高い水準で葛藤を解

決して考えを均衡化することができるようになってStageやElementの発達を上げることがで

きると考えられた。さらに，道徳性の発達があまり促されていない可能性があると思われた者

4名について個別に検討すると，役割取得の苦手な者を除いて，後の3名には全体的に発達が

促される傾向がわずかながら認められたことから，役割取得の重要性が示唆された。また，モ

ラトリアムな状態かどうかを問わず，アイデンティティを達成するために価値観の形成は大き

くかかわっており，道徳判断とも関連することがわかった。モラトリアム期にある大学（院）

生にこそアイデンティティの達成，価値観の形成，そして道徳性の発達のためにもこのアプロ

ーチが有効となることが示唆され，今後は本研究の限界を考慮（参加者をランダムにサンプリ

ングし，統制群を配置するなど）して，仮説の検証を行っていくことが必要とされる。
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大学生の抑うつ傾向の特徴に関する研究
――性格傾向の偏りとライフイベントとの関連から――

08ML60003 北山　友子
指導教員　池田　政俊

問題と目的 近年，学生の抑うつ傾向の高さが指摘されており（上田, 2002），こうした状況は，

大学側が学生相談室などを通じて抑うつ傾向を示す学生に心理的介入を行う必要があることを

示している。なぜなら，学生の抑うつ傾向の高さはその後のうつ病性障害を発症する危険性が

あるといわれているからである（白石, 2005）。ところで，従来のうつ病ではないうつ病がにわ

かに注目を集めている（菅原・坂元, 2008）。非定型うつ病の特徴としては過食，過眠，激しい

疲労感，人間関係においての過敏性が強い等のような症状があげられる。アメリカの2つの疫

学調査によると非定型うつ病の割合は，1980年代から1990年代で5倍以上の増加を示し，近年

増加している可能性が強いと言われている（貝谷, 2008）。しかし，日本ではほとんどが事例報

告しかなされていない。また定型うつ病の患者ではメランコリー親和型性格との関連が指摘さ

れているが（佐藤・飯田, 2000），非定型うつ病の患者は，自己愛パーソナリティ障害や回避性

パーソナリティ障害，境界性パーソナリティ障害と強く関連があるとも言われている（坂元,

2008）。このような人格障害などと鑑別が困難であることが言われており，さらに定型うつ病

の薬物療法では治療効果があまり見られないことから，援助を考えるにあたって症状からのア

プローチだけでなく，その背景にあるパーソナリティの問題を把握することが重要だと考えら

れる。

また高比良（1998）が，抑うつは個人の内的要因だけでなく環境的ストレッサーにも強く関

連していると示唆している。よって内的要因であるパーソナリティだけでなくライフイベント

との関連も見る必要があると考える。

そこで本研究では，大学生における非定型うつ傾向の有無を確認した上で非定型うつ傾向を

もつ大学生がいた場合，定型うつ傾向と非定型うつ傾向を高く示す学生のパーソナリティ及び

ライフイベントに違いがあるのか検討することを目的とする。

方法と調査対象

研究1）予備調査 2009年7月上旬に，私立A大学の精神医学の授業を履修した学生98名を対象

とし，CES-D（島, 1998），非定型反応スケール（ADDSに基づき著者が作成），ライフイベン

ト尺度（高比良, 1998），自己愛人格目録（小塩, 1998），メランコリー親和型性格尺度（笠原,

1976），ミロン臨床多軸目録境界性スケール短縮版（井沢, 1995）を実施した。有効回答数は66

名（男子42名，女子24名，平均年齢20.36歳，SD 1.77）で有効回答率は67％であった。

研究2）本調査 2009年10月下旬に，私立A大学の生涯発達心理学Ⅱと高齢者の心理臨床の授

業を履修した学生290名を対象とし，CES-D，非定型反応スケール，評価過敏性-誇大性自己愛
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尺度（中山ら, 2006），うつ病親和性性格傾向尺度（吉松ら,  1989），境界例心性尺度（古川ら,

2004）を実施した。242名（男子116名，女子126名，平均年齢20.33歳，SD 1.46）が有効回答

者となり，有効回答率は84.4％であった。

結果と考察 研究1より相関分析の結果，CES-Dと非定型反応スケールとの間に有意な正の相

関（r=.55, p＜.01）があった。また，CSE-Dと境界スケールとの間に有意な正の相関（r=.47,

p＜.01）が見られ，非定型反応スケールと境界性スケールとの間にも正の相関（r=.27, p＜.05）

が見られた。今回の調査から抑うつ傾向と非定型うつ傾向の関連性が見出されたことから，抑

うつ傾向の高い学生の中には非定型うつ傾向になる学生がいるのではないかと考えられる。た

だし，ライフイベント及び自己愛傾向に関して相関がみられなかったため，ライフイベントに

関しては質問紙をうつ病との関連が指摘されているネガティブライフイベントだけを抽出し調

査していき，自己愛人格目録に関しては質問紙が自己愛を2種類に分けた時の誇大型を中心に

見ているため，過敏型も見ることができる質問紙を使用することにより検討していきたいと考

えている。

研究2より全体の56.2%の学生が抑うつ傾向を呈していることが分かった。また，抑うつ傾

向を呈している学生のうち，非定型うつ傾向であると確認された学生は全体の67.6%であるこ

とが確認された。定型うつ傾向と非定型うつ傾向の比率は1 : 2と非定型うつ傾向の比率が多い

結果が得られた。抑うつ傾向を4群に分類した結果，定型うつ傾向群，非定型うつ傾向群，健

常群，非定型非うつ傾向群に分類することができ，自己愛において定型うつ傾向群＝健常群<

非定型うつ傾向群=非定型非うつ傾向群で関連性が確認され，境界例心性においては健常群<

非定型非うつ傾向群<定型うつ傾向群<非定型うつ傾向群で関連性が確認された。メランコリ

ー親和型性格に関しては，どの群とも関連性が見られず，ライフイベントに関しても抑うつ傾

向との関連性はみられなかった。

以上のことより，現在の大学生は抑うつ傾向の学生が比較的多く存在し，その中でも特に非

定型うつ傾向の学生が多いことが確認された。また定型うつ傾向と非定型うつ傾向とで性格の

相違をみた時に，自己愛人格傾向が一番大きな鑑別の基準になるのではないかと考えられる。

このことは，臨床場面において援助を考えるにあたり症状という側面からだけでなく，その背

景にあるパーソナリティの側面からも捉えていくことで，個々人に対しより適切な治療的介入

をすることが出来ると考えられる。本研究の問題点および今後の課題としては，非定型反応ス

ケールに関して非定型うつ病の人に質問紙を実際に受けてもらい基準関連妥当性を見ていくこ

とで，尺度としての妥当性を考えていく必要がある。また境界例心性が，非定型の特徴と抑う

つの症状に大きな影響を与えている性格傾向であることは言えるが，境界例心性を構成する因

子の中でどの因子が定型うつ傾向と非定型うつ傾向を分ける因子であるか，どの因子が抑うつ

傾向を持っている群と抑うつ傾向を持っていない群を分ける因子であるか明らかにはなってい

ないため，今後どの因子が鑑別するために重要となってくる因子であるかを調べる必要がある。

ライフイベントに関しては，定型うつ傾向群の学生や非定型うつ傾向群の学生などカテゴリー

に入った人たちに対して，個別にライフイベントについて聞いていくことが必要である。
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在宅認知症高齢者のBPSDに対する
心理社会的サポートに関する研究

――訪問診療前後の本人と介護家族の心理に焦点をあてて――

08ML60004 尾崎　翔一
指導教員　元永　拓郎

問題

近年、在宅での介護ニーズが高まっていく一方で、多くの在宅介護者を悩ませる問題の一つ

に、認知症高齢者への対応が挙げられている。その数が現在200万人とも言われている認知症

高齢者数は、2015年には250万人に達すると予想され、増加の一途を辿っている（本間，2007）。

認知症には、記憶・認知障害といった中核症状に加えて、多くの場合、知覚や思考内容、気分

あるいは行動の障害であるBPSD（behavioral and psychological symptoms of dementia）が出

現する。BPSDを有する認知症高齢者を在宅で介護することによって生じる様々な負担は、介

護者へ健康状態の悪化や抑うつ、慢性的なストレスによる免疫機能の低下などといった負の影

響を及ぼすことが知られており（新井，2006）、最悪の場合、在宅介護破綻につながるケース

も存在する（今井，2006）。

近年、こうした在宅における認知症者支援ニーズの高まりを受けて、認知症者を対象とした

訪問診療という医療介入モデルが登場してきている。こうした医療介入の中心は、薬物療法で

あるが、一方で三山（2006）は、BPSDの出現にはしばしば家族関係の障害が関与しており、

家庭環境の調整によって、BPSDが改善されることがあると指摘している。また、高橋（2007）

は、介入初期におけるインフォームドコンセントの重要性を指摘しており、介護家族への環境

調整という視点の重要性が示唆されている。

以上を踏まえて、本研究では、薬物療法によるアプローチに対して、インフォームドコンセ

ント（認知症者の病識理解を目的とする認知症者と介護家族への適切な情報伝達） や介護環

境の調整などを含めたアプローチを心理社会的サポートと定義する。BPSDへの医療介入には、

薬物療法を中心としたアプローチとともに、この心理社会的サポートも重要になってくると考

えられる。

目的

本研究では、在宅認知症高齢者のBPSDに対して、どのような訪問診療がおこなわれたかを

検討する。特にその中でも、訪問診療全体の中で、どのように心理社会的サポートが併行して

おこなわれたかについて検討する。また、こうした介入によってBPSDの出現頻度と介護負担

感に変化がみられるか、その変化に関連する要因は何かを検討する。その上で、介護家族と医

療スタッフ間で、認知症に対する捉え方に差が生じやすい部分があるかについて考察する。

対象と方法

認知症からBPSDを呈し、訪問診療によって好ましい状態変化が認められた在宅認知症高齢

者3名と、その介護家族を対象とした。対象者に関しては、訪問診療スタッフと協議の上で決
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定し、その後、協力医療機関の往診に参加させていただいた。この時、訪問先のお宅で、対象

者の方に研究趣旨を説明し、医療スタッフに情報提供していただく旨もお伝えした。その後、

同意を得て、研究承諾書に署名してもらい、後日再度訪問することをお伝えした。後日、訪問

した際に、再度、研究趣旨を説明し、同意を得た後、半構造化面接と評価尺度（TBS・ J-

ZBI_8）による調査を実施した。

また、どのような訪問診療がおこなわれているかを、より詳細に検討するために、訪問診療

スタッフの医師と看護師 2名に面接調査も実施した。なお、面接内容は、協力者の了解のもと

ICレコーダーに録音した。

面接調査の分析は、グラウンデット・セオリー法（戈木，2006）を参考とした手続きを踏み、

ICレコーダーの記録を文章化していき、内容ごとの切片化をおこなった。次いで、その文脈の

示す事象をプロパティとディメンションに分別していき、その組み合わせに名前（ラベル）を

つけていった。そして、ラベルの中で共通性があるものをまとめ、カテゴリーとして抽出し、

これを時系列別に配置したカテゴリー間の関連図を作成した。

評価尺度は、得点を集計し、訪問診療前後で得点に変化が認められたかを検討した。

結果

1事例目にでは、訪問診療前後で見たTBS得点が50から16、J-ZBI_8得点が30から11へと減

少が認められた。2事例目では、TBS得点は0から0と変化はなく、J-ZBI_8得点は0から10へ

と上昇が認められた。3事例目では、TBS得点は24から16、J-ZBI_8得点が26から5へと減少が

認められた。

また、抽出したカテゴリーを時系列別に分類した結果、訪問診療以前では、「BPSDの出現」

「介護負担の増大」「地元医の限界」といったカテゴリーが抽出された。訪問診療開始後では、

「往診時のアプローチ」「心理社会的サポート」「BPSDの改善」「介護者の安定」といったカテ

ゴリーが抽出された。

考察

今回3例を、認知症者、介護者、医療スタッフといった三者間の関係性を軸に、時系列別に

考察していった。3例に共通する点として、認知症の発症以前に、そのきっかけとなるライフ

イベントが起きていたことが明らかとなった。また、認知症への初期対応においては、いずれ

も地元の医療機関へ受診しており、そこでの診療体制に疑問を抱いた点でも共通する点がある

と思われる。そうした第Ⅰ期、第Ⅱ期の経過を経て、開始された第Ⅲ期の訪問診療では、医療

スタッフによる柔軟な薬剤調整や、丁寧な問診といった「往診時のアプローチ」の進行と、時

間外の服薬指導を始めとしたきめ細やかなアフターフォローを含む「心理社会的サポート」が、

車の両輪のように円滑に機能していたと考えられる。また、診療体制を構築していく上で、介

護家族も訪問診療側のスタッフの一員として位置付けて、支援が進んでいったとも捉えること

もできるかも知れない。今回、訪問診療の実態と、心理社会的サポートの内容や位置付けを明

らかにしてきたが、こうした報告は、現状では少なく、その点において本研究の意義が認めら

れるものと考える。

今後の課題としては、対象者の年齢層や認知症の種類、あるいは訪問診療開始以前の経過の

十分な精査をおこなった上での事例の収集と仮説モデルの錬成をおこなっていくことが挙げら

れる。
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反抗意識に関する質的研究
――家族との相互作用および状況変化に焦点をあてて――

08ML60005 小路　桃子
指導教員　張田　真美

問題 反抗期は，子どもが親と大人と大人の関係になり，家族関係を変化させるために重要な

時期である（依田，1983）が，反抗期の長期化（小口，2005），反抗しない子どもの増加（詫

摩，1987）など，現在反抗期に関してはさまざまな説が存在している。反抗意識が生じること

について，家族関係や状況の変化なども含めて考察する検討があると考えられる。

目的 状況変化の大きい大学生に焦点を当て，家族との相互作用・状況の変化の視点から検討

し，反抗意識に関する現象の構造とプロセスを明らかにすることを目的とする。

方法 手続きは，質問紙調査と面接調査に分かれて行った。質問紙調査については，2009年7

月下旬に，都内私立大学の心理学の講義に出席している大学生353名に実施し，回答に不備の

あったものを除いた336名（男子162名・女子174名：有効回答率95.2％）を分析対象者とした。

質問紙は，フェイスシートと家族・反抗意識・家族以外の人間関係・状況変化に関する項目で

構成した。半構造化面接の対象者は，質問紙調査の回答者のうち，面接調査に協力可能と申し

出たものであり，人数は6名（男性・女性3名ずつ）であった。面接は2009年9月～11月の間

に行った。時間は80分程度の面接を1回，大学構内の演習室にて実施した。面接調査では，反

抗意識時と現在の家族関係を把握するために，家族イメージ法（Family Image Test:FIT）を2

回実施した。家族イメージ法は，15cm×15cmの正方形の枠内に，家族のメンバーに見立てた

シールを配置していくものである。シールの濃淡でパワーの違いを表し，シールの向きで家族

のメンバーの向きを表す。さらに家族の結びつきを3種類の線を用いて表す。家族イメージ法

の分析は，マニュアルに付属の個人別チェックリストを用いて，夫婦（カップル）について，

位置関係，向き，結びつき，パワー，および子について，夫婦軸への向き，夫婦軸との関係，

パワー，および，全体について夫婦間距離/親子間距離，占有率の9つの項目の分析を行った。

反抗意識時と現在の家族関係についてそれぞれ分析を行い，その変化に着目した。面接調査の

分析方法は，戈木（2006，2008）とStrauss& Corbin（1990 操･森岡訳1999）によるグラウン

デッド･セオリー･アプローチを参考とした。この方法は，まず発話内容を逐語記録にし，意味

内容のまとまりごとに切片化を行い，ラベル名をつけていった。さらにラベルを整理してカテ

ゴリーとしてまとめ，カテゴリーをそれぞれ関連付けていき，カテゴリー関連図を作成した。

カテゴリー関連図を作成する際は，「状況」「行為・相互行為」「帰結」という3つのパラダイ

ムに分けて検討した。

結果と考察 質問紙調査により，親に対して反抗したいと思ったことがある者は，230名

124



（68.5%），思ったことがない者は101名（30.1%）であった。青野（1997）の調査においては，

女子大生の96.1%が反抗的な気持ちを強く感じたことがあるという結果であったが，本研究に

おける結果は青野の結果と比較すると反抗したいと思ったことがない者が多かった。反抗意識

が生じた時期については，94名（40.9%）が中学生，47名（20.7%）が高校生と答えており，こ

れは第二反抗期と呼ぶに相応しい特定の期間が存在すると考えられた。反抗意識が消失した時

期については，大学生と答えたものが41名（17.8%），最近と答えたものが11名（4.8%），まだ

消えていないと答えたものが49名（21.3%）であった。4割の学生が大学生になって消失した，

もしくはまだ消失していないという結果が得られ，小口（2005）の研究における結果を支持し，

反抗期が大学時点まで長期化していると考えられた。

面接調査における家族イメージ法については，まず，パワーの変化について，差が見られた。

唯一親に対して反抗意識が生じなかった協力者は，自分のパワーが減少したと認識していた。

反抗意識が生じたが未だに消失していない3名は，自分のパワーが増加したとイメージした者

はいたが，3名とも親のパワーには変化が見られなかった。反抗意識が生じ，消失したと答え

た2名は，自分のパワーは増加しており，親のパワーにも変化が見られた。この結果より，反

抗意識が消失するためには，子どもだけではなく，親のパワーが変化し，家族のパワーが増加

したという認識が重要である可能性が考えられた。また，反抗意識が生じたことがある5名と，

反抗意識が生じたことがない1名には，夫婦軸への向きについて差が見られた。このことから，

反抗意識が生じるには，まず子どもが夫婦の方向をみていることが必要であり，親の方向を見

ているからこそ，反抗意識が生じる可能性があると考えられた。

面接内容をグラウンデッド・セオリー・アプローチによって分析したところ，反抗意識が消

失する者と，減少する者，反抗意識が生じない者については，そのプロセスに違いが見られた。

消失する者と減少にとどまる者の違いについては，反抗意識の消失には親との本音のぶつかり

合いと，親の受け止めが必要であると考えられ，親とのぶつかり合いや，親の受け止めがない

場合には，反抗意識は消失しない。親との直接的なぶつかり合いがなかったとしても，進学や

ひとり暮らしなどの状況の変化によって反抗意識の減少は生じるが，完全には消失せず継続す

ると考えられた。また，親に対する反抗意識と，親以外に対する反抗意識の違いについては，

反抗意識の消失には，質的な違いが見られた。

総合考察としては，カテゴリー関連図におけるプロセスにパワーの変化を踏まえると，親に

対して気持ちが向いている状態で，ぶつかり合い･妥協的な行動･批判的な行動などの行動が生

じると，自分のパワーの増加へとつながり，その中でも，ぶつかり合いなど，親子がお互いに

本音をいえるような相互作用が生じたときに，家族のパワーが全体的に増加すると考えられた。

本研究の限界として，面接調査対象者は面接協力に意欲のある者のみであったため，対象者が

偏っており，グラウンデッド･セオリー･アプローチにおける，理論的飽和状態には至っていな

い。そのため，今後の研究として，理論的飽和状態に至るよう，反抗意識が生じなかった者に

も，さらに調査を行う必要があると思われる。
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大学生の友人関係におけるアサーションと心理的距離について
――「近づきたい‐近づきすぎたくない」

「離れたい‐離れすぎたくない」ジレンマに焦点をあてて――

08ML60006 小林　邦浩
指導教員　張田　真美

問題と目的

アサーション（assertion）とは、「自分の気持ち、考え、信念などを正直に、率直に、その

場にふさわしい方法で表現し、そして相手が同じように発言することを奨励しようとする」こ

とと定義される、自他尊重に基づく自己表現のあり方である（平木,1993）。塩見（2000）は、

青年期の課題である自己の形成において、自分らしさを打ち出すことと、異なる考えや感情を

持つ他者を受け入れていくことのどちらも欠くことができないと述べた。しかし、そのバラン

スをとることは難しく、藤井（2001）は、大学生にとって友人との相互作用が独自の価値観や

信念を模索していくうえで重要であるが、同時に友人との心理的距離のとり方をめぐる葛藤も

抱えており、その葛藤への対処法は非常に不安定であると指摘した。対人関係における心理的

距離が失調状態にある時、さらなる相手との疎遠感覚への悪循環を解消する一助としてアサー

ションは期待される一方で、そのような状況下では適切なアサーションを行えていない可能性

が示唆されてきた。しかし、アサーションと心理的距離ジレンマのとの関連については未だ十

分な検討がなされていない。

本研究では、藤井（2001）の指摘した「近づきたい―近づきすぎたくない」ジレンマ（相手

と近づいて親しくなりたいと思う一方で近づきすぎたくはないという心理的葛藤）、及び「離

れたい―離れすぎたくない」ジレンマ（相手と離れたいと思う一方で離れすぎたくはないとい

う心理的葛藤）に焦点をあて、大学生の友人関係におけるアサーションと心理的距離のとり方

をめぐるジレンマとの関連を明らかにすることを目的とした。

方法

都内私立A大学の学生を対象に質問紙調査を行った。質問項目は柴橋（2001）の自己表明尺

度、藤井（2001）の「近づきたい―近づきすぎたくない」ジレンマ尺度、および「離れたい―

離れすぎたくない」ジレンマ尺度を用いた。

結果と考察

回収数358部のうち、有効回答数は320部（男性148名,女性172名）、有効回答率は89.4％で

あった。分析を行った結果、大学生の友人関係におけるアサーションは、「近づきたい―近づ

きすぎたくない」ジレンマ、及び「離れたい―離れすぎたくない」ジレンマの低さとの関連が

認められた。中でも意見・不満の主張を行うことや、つらさを表明することは、心理的距離ジ
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レンマの多くの因子の低さと関連を見せ、近づきすぎることで自分や相手が傷つくのではない

かという気持ちや、離れたら関係性が壊れてしまうのではないかといった気持ちから生じる心

理的距離ジレンマの低さとの関連が認められた。また、つらさの表明に限っては心理的距離ジ

レンマの低さとの関連が見られると同時に、女性においては、相手と離れることで自分が寂し

い思いをするのではないかという気持ちから生じる心理的距離ジレンマの高さとも関連が認め

られた。

これらの結果より、大学生の友人関係における心理的距離ジレンマの低減には、アサーショ

ントレーニングを活用した心理支援、特に意見や不満の主張を高めていくことが有効であると

考えられた。また、女性におけるつらさの表明が心理的距離ジレンマの高さとの関連を見せた

ことを踏まえれば、アサーショントレーニングを活用した支援を行う際は、アサーションを高

めることのみに目標を設定するのではなく、その葛藤の背景で揺れ動く気持ちを取り上げなが

ら支援を行う必要があると考えられた。

しかし、心理的距離ジレンマの低さとの関連が顕著に認められた、意見・不満の主張、つら

さの表明といったアサーションは、男女共に日頃あまり行っていないアサーションであること

も示唆された。文化的に和を重んじるわが国の風土を考えると、これらのアサーションを行う

ことの難しさも了解可能であるが、心理的距離ジレンマを抱いた際、自身の持ちえるアサーシ

ョンを有効に活用できずに、さらなる相手との疎遠感覚への悪循環を生じさせてしまうかもし

れない。アサーションはこれまで諸外国において積極的に取り上げられてきた概念であるが、

対人関係における心理的距離ジレンマを感じやすいとされる現代社会において、意見・不満の

主張、つらさの表明を行いにくいわが国でこそ、アサーションを活用されるべきなのかもしれ

ない。

以上より、アサーションは大学生の友人関係において、心理的距離ジレンマを抱えた際、心

理的距離ジレンマを低減し、自他尊重に基づいた他者との境界の引き方を教えてくれると考え

られる。そして、延いては友人との適度な心理的距離を置いた親密な関係構築の一助となり得

ると考えられた。今後、アサーションが行えるようになっていく中での心理的距離ジレンマの

変遷と心理的要因、適度な心理的距離という概念についての検討など、更なる研究の発展が望

まれるだろう。
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大学生における友人関係の特徴
――被受容感と不安との関連から――

08ML60007 児玉　貴子
指導教員　毛利　伊吹

〔問題〕青年期は，青年心理学の立場から白井（2006）が，深い友人関係を結ぼうとして孤独

を経験し，それが内面世界の豊かさや社会意識を育てる時期であると述べている。この時期は，

身体的成熟に伴い，自己意識が高まるとともに，他者への関心も増大し，心理的・社会的成熟

に向けて変化していく時期とされる（廣實, 2002）。また，発達的に考えると，青年期は強く自

己が意識され，関心の中心が自分になるため，たえず他者からの評価が気になり，具体的行動

一つひとつに不安が付きまとう段階になる（山崎, 2005）。

新見・松尾・前田（2004）の研究において，青年は，他者との相互作用を通して独自の価値

観や信念を模索することによって，自己の形成を試みていると考えられている。特に，自分と

同様の発達課題に直面している同世代の友人との相互作用が，自己形成に大きな影響をもつこ

とが示唆された。また，青年にとって，友人関係は非常に重要な意味を持っていると考えられ

る（岡田, 2005）。青年は，友人が表面的な関係を求めているから自分も表面的な関係をとって

いるだけであり，自分自身の理想としては親密で内面的な関係を求めていることが，黒田・有

年・桜井（2004）の研究で示された。日常，多くの時間をともに過ごす友人との関係は個人の

行動や感情に多大な影響を及ぼしており，適応的に生きていくためには良好な友人関係を保っ

ていることが必要である（岡田, 2005）。

以上のように，様々な先行研究から，青年は，他者から受け入れられたい・認められたいな

どと考え，親密な友人関係を求めているが，実際は表面的な付き合いに留めるという付き合い

をしていることが推測される。杉山（2002）は，「自分は他者から一定の理解，暖かさ，およ

び承認をもって大切に扱われており，他者に支えられている」という認識および情緒を被受容

感と定義した。この被受容感を本研究で用いることとする。

〔目的〕本研究では，友人関係の重要度が高いと考えられる青年期にある大学生に焦点をあて

た。彼らが，友人をどのように位置づけしているのか，友人とどのような付き合いをしている

のか，普段どの程度被受容感を感じているのか，また普段どの程度不安を感じているのか，な

どを調査することで，大学生における友人関係の特徴と被受容感と不安との関連を検討した。

仮説として以下の2つを挙げ，検証した。①被受容感が高い人ほど，不安が弱い。②被受容感

が高い人ほど，気を遣わずに友人と楽しく円滑な関係を築いている。これらの仮説の検証を通

して，大学生の友人関係について新たな知見を得ることを，本研究の目的とした。
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〔対象と方法〕2009年10月に，都内私立A大学の文学部心理学科，文学部教育学科の学生を対

象に心理学関係の講義の時間で質問紙調査を行った。配布部数は229部，有効回答部数は214

部（男性109名，女性105名）で平均年齢は20.05歳（SD=1.77）であった。

質問紙の内容は，フェイスシート，友人関係に関する質問，現代青年に特有な友人関係に関

する尺度（岡田, 2007），被受容感尺度（杉山・坂本, 2006），特性不安尺度（中里・水口, 1982）

から構成された。

現代青年に特有な友人関係に関する尺度の下位尺度得点（自己閉鎖得点・軽躁的関係得点・

侵入回避得点・傷つけられ回避得点），被受容感得点，特性不安得点間で，SPSSを用いた統計

的分析とKJ法を実施してデータ分析を行った。

〔結果と考察〕まず被受容感尺度と特性不安尺度の得点間の相関を検討した結果，弱い負の相

関がみられた（r=-.24，p<.01）。よって，仮説①は支持されたと考えられる。

次に，被受容感と特性不安を要因とし，現代青年に特有な友人関係に関する尺度の下位尺度

得点（自己閉鎖得点，軽躁的関係得点，侵入回避得点，傷つけられ回避得点）をそれぞれ従属

変数とした分散分析を行った。その結果，（1）被受容感が低いと，友人付き合いにおいて自分

の内面を開示しない傾向が高い，（2）被受容感が高いと，友人付き合いにおいて楽しく円滑な

関係を築く，（3）特性不安が高いと，友人の内面に侵入することを避ける傾向がある，（4）特

性不安が高いと，友人からの否定的評価をされ，心理的に傷つくことを避けようとすることが

示された。これらのことから，仮説②は支持されたと考えられる。

KJ法の分析結果から，大学生の多くが，友人を大切な存在であると考えていることが分か

った。また彼らは，①約半数が，現在の友人の人数に満足している可能性があり，また②約半

数は，現在より友人の人数が多いほうがよいと考えていることが示された。つまり，大学生の

多くは，友人を大切な存在であると考えており，現在の友人の人数におおむね満足している割

合も高いことが分かった。

以上のことから，被受容感が高い人ほど，不安が低く，友人に自分の内面を開示し，より良

い友人関係を築いていることが示された。これらのことは，大学生の友人付き合いにおける特

徴ならびに新たな知見を表しているといえるだろう。同時に，今後の青年の友人関係への臨床

的支援に役立てることができるといえるだろう。

本研究の問題点および課題は，今回の調査協力者である大学生が，心理学専攻の学生が主だ

ったことにある。調査の対象をすべての学部の学生または中学生や高校生に行い，調査結果を

検討することで，より詳細な友人関係への知見が得ることができたかもしれない。
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大学生の職業選択柔軟性と親子関係の関連

08ML60008 中島　理恵
指導教員　毛利　伊吹

【問題と目的】 青年期の重要な課題に職業決定が挙げられる。平成21年8月の有効求人倍率は

0.42（厚生労働省職業安定局雇用政策課，2009）となっており、労働市場が悪化した現代では、

大学生の就職活動においても、求人数の少なさ等から希望した会社への就職を諦め、別の会社

や業界へ就職していく者も少なからずいる事が予想される。就職難と言われる現代社会では、

夢や理想を基にした進路選択が現実に対して適応的であるとは言い難いのではないだろうか。

職業に関する先行研究では、職業を決定出来ていることがポジティブなものとして扱われ、

“どのような仕事でも良い”といった側面はネガティブなものとして扱われてきた。しかし、

現代の実情に合わせた職業意識として“生活の安定のため、とりあえず働く”といった観点に

よる研究は今後、さらに重要になってくると考えられる。本研究ではまず、“とりあえず働く”

という視点を含め、「職業選択柔軟性」を「自らが働くことに対して、希望や計画を持ってい

る、持っていないに関わらず、就職先にこだわらないで多様な就職先を選択できること。」と

定義して研究を行った。

大学生の職業意識に影響する一つの要因として、親との関係が挙げられる。職業に関する先

行研究でも子どもの職業意識への親の影響を研究したものが多い。親と子どもの関係は、子ど

もの発達・成長と共に変化をしながら、子どもが自立へと向かっていく過程である。そのため、

親子関係は子どもの発達と共に変化をするという前提で、親子関係と職業意識との関連を検討

する必要がある。

また、就職先を決めることは自身の人生設計や将来設計を立てているかということとも関連

があると考えられる。

以上により、本研究では、現代大学生の職業選択柔軟性尺度を作成すること、父親・母親と

の心理的な分離の程度が職業選択柔軟性に影響を与えるか検討すること、人生に対する自律性

と計画性の程度が職業選択柔軟性に影響を与えるか検討すること、並びに、卒業後の希望進路

によって、職業選択柔軟性に差があるか検討することを目的とした。

【方法】 私立A大学に通う266人を調査協力者とした。心理学に関する講義時間の一部を用い

て質問紙を配布し、調査を行った。237名から質問紙を回収し、回答に不備の無かった160名

を分析対象とした。調査協力者は男性85名（平均年齢20.69歳、SD=1.46）、女性75名（平均年

齢20.17歳、SD=1.14）だった。質問紙は、①先行研究等から項目を収集した｢職業選択柔軟性

尺度項目｣、② Psychological Separation Scale短縮版（以下、PSSとする） （上地，2001）、③

成人キャリア成熟尺度（坂柳，1999）から、人生キャリア自律性尺度と人生キャリア計画性尺

度、④希望進路についての自由記述問題、⑤内定が取れなかった時、どのような進路選択をす

るかの選択肢問題、また、調査協力者の性別、年齢、学年、学部学科、留学生か、同居してい
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る方がいるかという質問で構成された。

【結果】 ①職業選択柔軟性尺度作成：主因子法・プロマックス回転により、因子分析を行っ

た。初期の固有値が1以上であること、固有値の減衰状況、累積寄与率40%以上であることか

ら、2因子構造を選択した。その結果、「就職先非こだわり因子」と「希望進路の変更可能因子」

という2つの因子が抽出された。妥当性と信頼性の検討を行った結果、就職先非こだわり尺度

は下位尺度として使用することに問題は無いと判断されたが、希望進路の変更可能尺度は下位

尺度として使用するには、今後、更なる検討が必要だと判断された。しかし、今後の資料とす

る観点から、希望進路の変更可能尺度についても、就職先非こだわり尺度と同様に分析を進め

ていくことにした。②PSSと職業選択柔軟性尺度の関連：職業選択柔軟性尺度の各尺度得点を

従属変数とし、PSSの父親に対する尺度得点と母親に対する尺度得点のそれぞれを独立変数と

して、男女別に強制投入法による重回帰分析を行った。分析の結果、男性の就職先非こだわり

には、父親への機能的依存が正の影響を与えていた。また、男性の就職先非こだわりには、母

親への機能的依存が正の影響を、同調・気遣いが負の影響を与えていた。③人生キャリア自律

性尺度・人生キャリア計画性尺度と職業選択柔軟性尺度の関連：職業選択柔軟性尺度の各尺度

得点を従属変数とし、人生キャリア自律性尺度得点と人生キャリア計画性尺度得点を独立変数

として、強制投入法による重回帰分析を行った。分析の結果、就職先非こだわりには人生キャ

リア計画性が負の影響を与えていた。一方、希望進路の変更可能には、人生キャリア自律性が

正の影響を与えていた。④卒業後の希望進路と職業選択柔軟性尺度の関連：卒業後の希望進路

についての自由記述回答を、KJ法を用いて群分けを行った。群は、働く群、進学群、迷い群、

未定群、その他群となった。回答が多岐に渡っていたその他群を除いた4群の要因によって職

業選択柔軟性に差があるか、一元配置の分散分析を行った。分析の結果、進学群の就職先非こ

だわり尺度得点が、迷い群と未定群と比較して有意に低かった。

【考察】 男性における就職先非こだわりには、父親と母親への依存的な態度による影響がみ

られた。本研究で取り上げた『就職先非こだわり』には、『就職先にはこだわらないが、働く

意志がある』という態度を含んでいることから、親への依存が高くても、親から自立せずにい

るのではなく、今後の将来に繋がりを持たせるものである。よって、親への依存が高くても働

く意志は少なからず持っており、依存の高い男性は、自身の希望する職に就いて働いていこう

という将来設計をする前段階にいるものと考えられる。

就職先非こだわりには、人生キャリア計画性が負の影響を与えていた。計画性の高い者は現

実的な将来設計が出来ていて、その計画の中には就職先も含まれていると考えられる。そのた

め、計画性の高い者は就職先にこだわりを示すのだろう。希望進路の変更可能には、人生キャ

リア自律性が正の影響を与えていた。人生を自律的に送っていると感じる者は、自らの希望し

た進路に進むことが叶わなくなった時、自らの意志で別の進路を設定することが出来るためと

考えられる。

本研究で作成した職業選択柔軟性尺度は、就職先非こだわり尺度と希望進路の変更可能尺度

という2つの下位尺度から構成された。就職先非こだわり尺度は下位尺度として使用可能な尺

度であるが、希望進路の変更可能尺度については、今後も項目の検討と妥当性の検討が必要だ

ろう。
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子ども家庭支援センター子育て応援事業利用者のニーズに関する研究
――母親と支援スタッフへの調査を中心に――

08ML60010 草野　裕恵
指導教員　元永　拓郎

問題

わが国において，1990年の「1.57ショック（1989年合計特殊出生率）」を契機に，1990年代

以降，様々な子育て支援事業のメニューが打ち出されている。本研究ではその一つである東京

都が独自に設置を進めている「子ども家庭支援センター」の子育て応援事業に焦点をあてたも

のである。子ども家庭支援センターの事業内容は，（1）子ども家庭総合ケースマネジメント事

業，（2）地域組織化活動，（3）要支援家庭サポート事業，（4）在宅サービス基盤整備事業である。

子育て支援における臨床心理士の活動は，間接的あるいは直接的に子育てを支援する。臨床

心理士の子育て支援として，子育て支援臨床心理士ワーキンググループは，その仕事内容（1）

来談者と育児状況のアセスメント，（2）養育者への援助，（3）乳幼児への援助，（4）保育・保

健・医療など他職種への援助に大別されるとした。また，自ら来談する人だけでなく，予防活

動や，問題があるにも関わらず来談しない人も対象とする。そのため，地域に出向き，ネット

ワークの一員となり，そこで求められる役割を果たすことが必要となってくる。

子育て支援ニーズの調査については，「次世代育成支援対策推進法」に基づいて「行動計画」

を策定するための資料として市区町村によって行われているが，研究としては少ない。

目的

子ども家庭支援センターにおける広場事業利用者（主に，母と就学前児）のニーズや，支援

スタッフのニーズへの対応や担っている役割について明らかにすることを目的とする。また，

どのような要因がニーズの違いと関連するのか検討したい。次に，これらのニーズの分析結果

を支援スタッフと共有することで，支援スタッフがニーズに対してどのように関わっていけば

いいか具体的にして検討する。

以上を通して，子育て応援事業で対応できるニーズの考察を行い，子育て支援ニーズに対す

る心理職のあり方を検討する。その上で，子育て支援における心理職のあり方の考察を試みた

い。

対象と方法

研究1 2009年12月15日にA市子ども家庭支援センターで行われる子育て応援事業を利用し

た24名に質問紙調査を行った。子育て応援事業では，市内および近隣市に在住する子育て中

の親子を対象に行われている。平日の午前10時半から12時までA市子ども家庭支援センター

内の施設を使用して行われている。質問紙については項目選択と自由記述がある。利用者の属

132



性，育児に関する項目，サービスの利用満足度や，期待する役割の種類，親子で集える場の認

知度などで構成された。回収は郵送か，配布した次の回の利用のときに持参してもらうことと

した。分析方法は，対象者の少なさから各項目の単純集計を示し，その上で対象者毎に選択し

た項目を示して検討した。

研究2 質問紙を回収・集計したのちに，子育て応援事業の企画・運営を行っている支援ス

タッフ3名に50分程度の半構造化面接を行った。面接の内容として，子育て応援事業での役割

や活動，活動上の限界，利用者の現状とニーズについて，専門職としての関わり，心理職への

期待などを聞いた。分析は，Strauss,A.&Corbin,I.（1990操・森岡訳1990）によるグラウンデッ

ド・セオリー法を参考に行った。

結果

研究1 質問紙が回収された対象者（利用者）は13名であった。主なニーズとしてあげられ

たのは，「子どもの遊び場」，「親同士の交流」，「親子で楽しめるイベントやプログラムの提供」，

「子どもと一緒に遊んでくれるスタッフがいる場」の4つであった。少数のニーズとしては

「専門スタッフによる育児に関する相談」があげられた。

研究2 利用者ニーズに対する支援スタッフの対応や抱えている問題意識について「居場所

の提供」，「利用者への配慮」，「支援スタッフの考える利用者の問題」，「活動の限界」，「活動を

する上での実感」の6つが示された。

考察

子育て応援事業が対応できるニーズとして，「子どもの遊び場」，「親同士の交流」，「親子で

楽しめるイベントやプログラムの提供」，「子どもと一緒に遊んでくれるスタッフがいる場」の

4つの主なニーズには，現在実施している子育て応援事業において対応できるニーズが考えら

れる。また，少数ではあるが「専門スタッフによる育児に関する相談」もニーズとして求めら

れていることがわかった。

子育て応援事業の機能として相談の場はあまり想定しないことが考えらえるが，相談の場に

つなげるための窓口としての対応が行われることがのぞましいと考えられる。相談するまでは

いかずとも，雑談の中で相談につながるだろう要素を含んだ会話が交わされていることが予想

される。そのため，支援スタッフが利用者と関わる中で気になった話題には，それに対応する

ための情報を伝えていくことが必要であると考えられる。育児に関する相談といっても，その

内容は多岐に渡ることが予想される。その中でも，例えば，子育ての悩みや気になることとし

てあげられた，病気や発育・発達のことに心理職も対応することは，専門家が応えたことで，

利用者に対しても支援スタッフに対しても安心感を与えられるものといえる。

本研究では，A市子ども家庭支援センターが行っている子育て応援事業の利用者ニーズをあ

る程度明らかにすることができたといえる。しかし，ニーズ調査のほとんどが毎回利用すると

答えた継続利用者であるため，不定期な利用者のニーズについては明らかにされていない。

様々な利用者のニーズを明らかにすることで，今後の子育て応援事業の活動をさらに展開する

ことができると考えられる。
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思春期における非行の危険因子と保護因子に関する研究
――初犯者と累犯者並びに一般少年と非行少年との比較から――

08ML60012 鈴木　　圭
指導教員　白倉　憲二

【問題】非行の背景には，少年を取り巻く家庭，学校，地域社会などの社会環境的要因や少年

自身の資質など個人的要因が複雑に絡み合っている（中沢・齋藤，2006）。小澤（2006）は，

少年が非行化を促進させる要因を有していたとしても，非行化を抑制する要因が数多く存在す

るならば犯罪の防止も可能であることを示唆している。これに関して，藤岡（2007）は，個人

が犯罪・非行を行う傾向を促進する方向に働く要因を危険因子（risk factor）と定義し，個人

が犯罪・非行を行う傾向を保護する方向に働く要因を保護因子（protective factor）と定義して

いる。犯罪・非行のリスク研究においては，通常，危険因子と呼ばれるものには保護因子も含

まれるが，この双方の要因を考慮し，リスクを低減させるためには，危険因子を弱め，保護因

子を強める働きかけが必要となる（藤岡，2007）。しかしながら，我が国では非行化を抑制す

る保護因子に焦点を当てた研究はほとんど見られない。非行や，近年増加の一途をたどる再非

行の危険因子を同定し，さらに同時に保護因子についても検討していく必要があると考えられ

る。非行化を抑制する保護因子に関しては，N.Eisenberg &  P.H.Mussen（1991）は，困って

いる者を援助するなどして，他人とのつながりを強めたり，それを望ましいものにしていこう

とする向社会的行動（prosocial behavior）が，非行や暴力的行為といった反社会的行動（anti-

social behavior）を抑制させるのに役立つと報告している。そこで，向社会的行動をとる少年

には，どのような特徴を有しているかを明らかにすることにより，非行化を抑制する保護因子

を同定することができると考えられる。

【目的】本研究では，累犯者と初犯者とを比較し，事件特徴，成育環境，家族関係，学校や地

域社会の諸要因を検討し，再非行の危険因子を明らかにすることを第一の目的とする（研究1）。

また，非行少年に用いた調査票の修正版を作成し，非行少年と一般少年との比較から諸要因を

検討し，非行化の危険因子と保護因子を明らかにすることを第二の目的とする（研究2）。さら

に，一般少年に対し，向社会的行動尺度（中高生版）を用いて，反社会的行動を抑制させる向

社会的行動をとる少年にはどのような特徴があるのか諸要因を検討し，非行化の保護因子を明

らかにすることを第三の目的とする（研究3）。

【方法】（研究１）平成20年に少年鑑別所に入所した14歳から20歳の男子336名，女子50名を

対象に調査票による調査を行った。調査票は本件非行，非行・補導歴，家族関係，社会参加状

況その他など計26項目から構成されており，調査票の記載は全て鑑別技官が行った。分析は，

男女それぞれ累犯者群と初犯者群の2群において，χ２検定，残差分析，二項ロジスティック

回帰分析を行った。（研究2）非行少年群の対象，方法，手続きは全て研究1と同一であった。
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一般少年群は，都内の私立高校に通う高校生，15歳から16歳の男子161名，女子173名の計

334名を対象に調査票による調査を行った。調査票は向社会的行動尺度（中高生版），家族関係，

社会参加状況，学校関係その他など計40項目から構成されており，無記名法で調査票への回

答を求めた。分析は，男女それぞれ非行少年群と一般少年群の2群において，χ２検定，残差

分析，二項ロジスティック回帰分析を行った。（研究3） 対象，方法，手続きは全て研究2の一

般少年群と同一であった。分析は，男女それぞれ向社会的行動得点高群と向社会的行動得点低

群の2群において，χ２検定，残差分析を行い，重回帰分析を行った。

【結果】（研究1）男子非行少年の累犯者群と初犯者群におけるχ２検定および残差分析の結果，

家族形態，親子関係，養育者の態度，被虐待歴，職歴，性体験，嗜好，非行集団所属歴，イン

ターネットの利用状況に有意差が認められた（p<.05）。回帰分析の結果，有意差が認められた

変数は，家族形態，親子関係，職歴であった（p<.05）。女子非行少年の累犯者群と初犯者群に

おけるχ２検定および残差分析の結果，被虐待歴，自殺企図に有意差が認められた（p<.05）。

回帰分析の結果，有意差は認められなかった。（研究2）男女非行少年群と男女一般少年群にお

けるχ２検定および残差分析の結果，男女ともに家族形態，経済水準，親子関係，養育者の態

度，被虐待歴，家庭内暴力，不登校経験，自傷歴，自殺企図，インターネットの利用状況に有

意差が認められた（p<.05）。回帰分析の結果，男子非行少年群で有意差が認められた変数は，

家族形態，経済水準，家庭内暴力，不登校経験，自傷歴，自殺企図であった （p<.05）。回帰分

析の結果，女子非行少年群で有意差が認められた変数は，家族形態，経済水準，親子関係，不

登校経験，自傷歴，自殺企図であった（p<.05）。（研究3）男子高校生の向社会的行動得点高群

と向社会的行動得点低群におけるχ２検定および残差分析の結果，親子関係，部活動参加時期，

部活動参加態度，異性交際経験に有意差が認められた（p<.05）。重回帰分析の結果，有意差が

認められた変数は，親子関係，異性交際経験であった（p<.05）。女子高校生の向社会的行動得

点高群と向社会的行動得点低群におけるχ２検定および残差分析の結果，有意差が認められた

変数は，親子関係，ボランティア活動参加経験，異性交際経験であった（p<.05）。重回帰分析

の結果，親子関係，異性交際経験に有意差が認められた（p<.05）。

【考察】非行少年や累犯者は，欠損家庭や経済的な貧困，放任などの監護能力のない親や被虐

待経験，親子関係の不和などの家庭状況において劣悪な背景を持ち，これらは非行や再非行を

促進させる重要な危険因子であると考えられる。非行少年の個人的資質に関しては，アルコー

ルやタバコの嗜好があること，不登校経験があること，自傷行為があること，インターネット

の双方向的利用へ没頭することが非行化や再非行の危険因子として同定された。危険因子は一

つの要因のみで非行へと発現するのではなく，主に家族機能に関する要因と併存した時に，非

行へとつながると考えられる。一方，非行化の保護因子としては，家族機能の向上，両親を伴

った家族形態や良好な親子関係，社会化され情緒的なつながりを持った異性交際経験，早期か

らの部活動への参加や，積極的に部活動に参加する態度，環境美化活動や社会奉仕活動などの

ボランティア活動への参加が保護因子として同定され，これらの保護因子が反社会的行動を抑

制させる要因となり得ると考えられる。
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高校生の精神健康度と幼児期の母子関係について
――防衛スタイルに着目して――

08ML60013 櫻田　ゆう
指導教員　張田　真美

問題と目的

高校生は、ヒトの発達過程における青年期に属し、これは子どもからおとなになるための移

行期であり、青年は身体的、心理的、社会的な諸側面でいろいろな発達が見られる。また、青

年期が始まるころには、第二次性徴が現れ、思考能力などの心理的側面や友人関係などの社会

的側面の変化も少しずつみられる（東, 1994）。

長尾（1989）は、青年期では、自我同一性の確立の葛藤が生じ、交友関係も困難となり、特

に自我の弱いものは閉じこもりなどの非社会的活動や精神・身体的症状を伴う不適応状態を呈

することもある状態と定義し、このような揺れ動く状況の中、こころやからだや行動にさまざ

まな症状が現れることがあり、青年期のメンタルヘルスは危機にさらされていると考えられる。

これらの症状が対処されずに進み続けると、摂食障害、社会不安障害、強迫性障害、心身症、

うつ病などに発展してしまう恐れがあると考える（村上、2002）。衛生行政報告（厚生労働省，

2004）では、近年日本社会において、うつ病等精神疾患患者の増加が著しく、中でも青年期で

の発生が目立つようになった。

そこで、子どもと養育者（特に母親）との早期母子関係が後に青年期の精神健康度に影響を

及ぼすことが考えられており、Eriksonは、青年期に発生する種々の障害や問題は、幼児期の

心理的外傷体験がうまく処理されないまま内在化され、固着し、青年期に表出するとし、

Mahlerは、分離個体化期の固着が、青年期に影響を及ぼすと考えた。また、近年の早期母子

関係と精神疾患の関連研究においても双極性障害発症のバックグランドには養育者との早期母

子関係が多く関わっているといったことが示唆されており（Neeren et al., 2008）、女性におけ

る摂食障害発症のリスクファクターとして幼児期の母子関係が重視された（Pike et al., 2008）。

また、青年期における精神疾患発生の根本には、過去の母子関係や防衛機制が関連していると

考えられFreud, S.は特定の防衛と症状の間には緊密な関係があると考えた。これらのことから、

幼児期の母子関係は後の青年期の精神健康度に大きな影響があると考えられる。

そこで本研究は、高校生の精神健康度に母子関係や防衛スタイルがどのように関わっている

かを検討し、青年期の精神的疾患予防や対処の基礎データを修することを目的とする。

対象と方法

都立A高校3年生を対象に調査を実施した。使用尺度は、全3種類の質問紙①General Health

Questionnaire-28（中川・大坊, 1985）28項目（以下GHQ）、②Parental Bonding Instrument
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（Parker, 1979）25項目（以下PBI）、③Defense Style Questionnaire-40（Andrews, 1988）42項

目（以下DSQ）、から構成されている。GHQは現在の精神健康度を測る尺度として用い、PBI

は幼児期の母子関係を検討する尺度として用い、DSQ-40は防衛スタイルを検討する尺度とし

て用いた。

これらを1セットとして封筒に入れ、担任よりホームルーム時間内に配布し、回答を依頼し

た。調査協力者に対してはあらかじめ本研究の概要（参加の自由意志、データや個人情報管理

等を含む）を説明し、調査を開始した。各クラス回答終了後、担任が回収し後日調査者が直接

高校まで回収しに伺った。なお、本調査は2009年7月中旬に実施した。分析方法としては、

SPSS16.0J for Windowsを用い①尺度検討のため因子分析、②精神健康と幼児期の母子関係お

よび防衛スタイルの関連性を調べるために、単相関分析、③精神健康度にもっとも関連する変

数を検討するために重回帰分析、④それぞれの交互作用の検討のため二要因の分散分析を行っ

た。

結果と考察

都立A高校3年生に対して、271部配布し、248部回収した。248部のうち有効な回答180部

（男性74名、女性106名）を分析対象とした。有効回答率は73%であった。平均年齢は、男性

17.3歳、女性17.2歳だった。各質問紙において、性差を調べた結果、PBIの「Care」、DSQ-40

の「成熟した防衛スタイル」、GHQ-28の「身体的症状」において性差がみられた。

単相関分析の結果、GHQ-28変数内で、精神的健康に最も高い相関を表した変数は、GHQ-28

「不安と不眠」因子であり（r=.86）、PBIの「Overprotection」、DSQ-40の「未熟な防衛スタイ

ル」因子では、「GHQ-28総点」に弱い正の相関が見られた（r=.24,.34）。またDSQ-40の「成熟

した防衛スタイル」では、GHQ-28に弱い負の相関が見られた（r=-.20）。

重回帰分析では、精神健康度に及ぼす影響として一番大きかったものは、DSQ-40の「未熟

な防衛スタイル」（β=.41）であり、「未熟な防衛スタイル」得点が高い生徒、「成熟した防衛

スタイル」得点が低い生徒ほどGHQ-28の総得点が高くなる傾向があるということが明らかに

された。また PBIの「Overprotection」得点が高い生徒はGHQ-28の総得点が高くなる傾向が

あるため、幼児期の母親の養育態度が過保護傾向にあると、生徒の精神的健康が悪く、また

「未熟な防衛スタイル」を用いる傾向が高い生徒ほど精神的健康が悪いということが示唆された。

二要因の分散分析の結果、PBIでは交互作用は認められなかったがDSQ-40では交互作用が

認められDSQ-40において「未熟な防衛スタイル」得点が高い生徒ほど、GHQ-28の総得点が高

くなる傾向があるということが明らかにされた。また、同様にPBIの「Overprotection」得点

が高い生徒もGHQ-28の総得点が高くなる傾向があるということが明らかになった。

今後検討する課題としては、まずはDSQ-42の妥当性の問題がある。また、今回の調査対象

となったのが高校3年生のみであったため、本研究で得られた結果が他の学年や年代に対して

も当てはまるかどうかについては、不明である。さらに、本研究では母子関係のみに焦点を当

てたが、実際の家族関係は、家族全体として機能していると考えるため、PBIの父親用も、母

親用と平行して実施することにより、より深いデータを修することができたと考える。
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大学生の進学動機と学業違和感が目標意識に及ぼす影響

08ML60014 三谷　篤司
指導教員　木原久美子

問題 私たちは過去、現在、未来といった時間の中で生活をしている。連続している時間の中

で、過去を手掛かりにしつつ現在を生き、またその延長上に未来というものを想像し、目標を

設定しながら生活を営んでいるともいえる。そうした時の流れを統合しつつ生きようとする人

の意識は、時間的展望と呼ばれている。時間的展望とは、個人の過去・現在・未来についての

見解の総体（Lewin,1954）であり個人の行動を特徴づけ、動機づける機能を持っていると考え

られる。都筑（1999）は大学生の時間的展望の一般的特徴が未来志向的であることを明らかに

した。ここから、大学生は将来目標をもちたいという強い欲求がある存在だと分かる。大学生

が将来目標をもって自分の生き方を展望することは進路選択の動機の持ち方ともにつながると

考えられる。

近年、大学生が大衆化してきていると言われているが、彼らは将来への何らかの目標を持と

うと進学し大学生活を送っていることには変わりがないと考えられる。したがって、大学に意

欲を持ってきた学生が、満足のいく授業を受けられるかということは学校への適応感に大きく

影響すると考えられる（安田, 2007）。

ところで大学に入学する際に、新入生はすでに大学の授業について、何らかのイメージや期

待を持っていると同時に、そうした期待と現実の間に違和感をも感じていることが分かってい

る（半澤, 2007）。

一定の進学動機を持ち入学してきた大学生は大学生活の中で学業違和感を抱きつつも、将来

への目標意識を維持、または形成していくものと考えられる。本研究では、こうした進学動機、

学業違和感、目標意識の3つの意識がそれぞれどのような構造を成しているのかを検討し、さ

らに文系学部・医療系学部の1,2年生・3,4年生といった学部・学年の違いによる、3つの意識

構造の違いについて検討することを目的とする。

方法 東京都内にある私立A大学の文系学部と医療系学部の学生427名を対象に、質問紙調査

を行った。

用いた尺度は以下の3つである。①進学動機：古市（1993）が作成した進学動機尺度を作者

が加筆・修正したもの、②学業違和感尺度：半澤（2007）が作成した、リアリティショック尺

度を筆者が加筆・修正したもの、③目標意識尺度：都筑（1996）が作成した目標意識尺度であ

る。また、フェイスシートで年齢、性別、学部・学科、学年、編入生か、留学生か、第一志望

であったか、大学生活に満足しているかを尋ねた。
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結果・考察 本研究では、進学動機、学業違和感、目標意識の3つの意識がそれぞれどのよう

な構造を成しているのかを検討し、さらに文系学部・医療系学部の1, 2年生・3, 4年生といっ

た学部・学年の違いによる、3つの意識構造の違いについて因子分析（主因子法・Promax回

転）を行った。その結果、進学動機の下位尺度は「活動参加志向」「資格志向」「学歴志向」

「教養志向」となり、学業違和感の下位尺度は「教員不満」「講義内容不満」「講義水準不満」

「時間束縛感」、目標意識の下位尺度は「将来目標」「将来不安」「時間管理」「期限直前」「将来

渇望」「将来自信」「無計画」となった。

3つの意識それぞれについて学部学年別に比較検討した結果、医療系学部は進学動機として

「活動参加志向」「資格志向」「学歴志向」を持った学生が多く入学し、大学生活を送るなかで

主に「時間束縛感」「教員不満」といったものを学業違和感として経験し、3,4年に上がるなか

で「活動参加志向」を低下させながら「資格志向」を進学動機として振り返り直し、学業違和

感も下がって行くことが分かった。

また、文系学部は進学動機として主に「教養志向」を持った学生が多く入学し大学生活を送

るなかで主に「講義水準不満」を学業違和感として経験し、3,4年に上がるなかで「活動参加

志向」「資格志向」を進学動機として振り返り直し、学業違和感も「教員不満」「講義水準不満」

へと変わって行くことが分かった。

目標意識で学年差が見られなかったため、進学動機を持ち入学してきた学生が、大学生活を

送るなかで様々な学業違和感を感じつつも、何らかの対処を行うことで進学動機・目標意識を

維持、または回復させていることが考えられる。つまり、学業違和感を総合的に考えると、学

業違和感というものというものは、1,2年生の間に経験するものであるが、一時的なものであ

り目標意識に大きな影響を与えるものではないと考えられた。また、目標意識に学部差が見ら

れなかったことも本研究の特徴であり、目標意識は学部に関係なく大学生にとって、容易に変

化するものではなく、一貫したものであると考えられる。

このことから、学生の支援の点で考えると学業違和感の回復の根にある、進学動機の振り返

り直しをふまえて、大学生活の目標として掲げた事柄をどう明確化し、達成できるかに関する

システム作りや支援環境の充実といったことが大切になってくるのではないだろうか。また、

入学時の進学動機が入学後の大学生活において重要であると考えることもできる。

大学への適応感と言う観点で考えると、目標意識を持ち大学生活を送ることは大学により適

応しているものと考えられる。大学への進学動機と学校への適応感との関連について、磯部・

上村（2007）は進学動機は適応感に影響があることを示した。さらに入学前に持っていた目標

意識を入学後も持続させ続けることが適応感に影響を与えるといえるため、教員の働きかけや

学業も重要な要因となると述べている。明確な目的を持たずに進学してくる学生に対し、教員

が大学生活の中で授業への興味を抱かせるような働きかけを行うことが大学生の目標意識の構

築・維持には必要であると考えられた。
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大学生におけるインターネット利用上の不快な出来事と
精神的健康との関連

――インターネット利用目的および個人特性を含めた検討――

08ML60015 河地　由恵
指導教員　森脇　愛子

問題 インターネットは利便性に優れている一方で，精神的健康との関係については，ネガテ

ィブな側面もあるとされ，研究がおこなわれてきた。Kraut, Patterson, Lundmark, Kiesler,

Mukophadhyay, & Scherlis（1998）は，インターネット利用が精神的健康に及ぼす影響を考え

る上で，インターネットの利用目的や，インターネット上のやりとりで生じる出来事，個人特

性を考慮していくことが不可欠であると指摘している。また，高比良（2009）は，インターネ

ット上のコミュニケーションなどインターネット利用の際におこる不快な出来事を経験するこ

とが，攻撃性の悪化，抑うつの悪化につながっている可能性を指摘している。単にインターネ

ット利用量の多さやインターネットに依存することが精神的健康にマイナスに作用するという

ものではなく，インターネット利用の際にどのような不快な出来事を経験しているのかが精神

的健康にマイナスに作用する可能性があると考えられる。しかし，これまでインターネットで

の他者とのやりとりなどで生じる不快な出来事について，その頻度を測定する尺度については

ほとんどみられない。そこで本論文では，第一にインターネット利用の際に生じる不快な出来

事の特徴を明らかにし，不快な出来事の頻度を測る尺度を作成することを目的とした。第二に

不快な出来事と精神的健康との関連について，目的別での利用量や個人特性を含めて検討する

ことを目的とした。

研究1

目的 インターネットを利用する際の不快な出来事の特徴を自由記述調査によって調べた。

方法 都内A大学の大学生計81名を調査対象とし，インターネット上での他者とのやりとりで

経験した不快な出来事や，インターネット上での他者とのやりとり以外で生じる不快な出来事

について，自由記述で回答を求めた。

結果と考察 自由記述調査の回答結果をKJ法によって分類してまとめた結果，インターネッ

ト利用上の不快な出来事について，8つのカテゴリーを抽出した。インターネット利用の際に

感じる不快な出来事について，実際に自分が何か嫌なことをされることで体験されるものと，

自分以外の他者であっても，攻撃されているのを見たときに不快な出来事として認識されてい

ることがわかった。このことから，インターネットを能動的に利用する場合に限らず，閲覧す

る場合であってもストレスフルな体験に遭遇していることが示唆された。

研究2

目的 研究1で抽出された項目をもとにインターネット利用の際に体験する不快な出来事を測

る尺度（ストレス体験尺度）を作成することを目的とした。
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方法 都内A大学の大学生計150名を調査対象とし，研究1で抽出されたインターネット利用

の際の不快な出来事の頻度を尋ねる項目49項目と，新名・坂田・矢富・本間（1990）によっ

て作成された，心理的ストレス反応尺度53項目について回答を求めた。

結果と考察 インターネット利用の際の不快な出来事49項目について因子分析（主因子法・

Promax回転）を行った。そして，固有値の変動および解釈の可能性から7因子40項目を抽出

した。第1因子は「他者に対する中傷/マナーの悪さ」，第2因子は「期待はずれの反応」，第3

因子は「自分への中傷」，弟4因子は「相手の誤解」，第5因子は「個人情報の漏えい」，第6因

子は「相手のネガティブな反応」，第7因子は「身近なものへの中傷」と命名した。Cronbach

のa係数は0.74～0.94であり内的整合性による信頼性は高いといえた。また，心理的ストレス

反応尺度合計得点とストレス体験尺度との間に有意な正の相関関係がみられた（r=.30, p<.01）。

この結果からインターネット利用の際の不快な出来事の頻度を測るストレス体験尺度はある程

度の妥当性を備えていると考える。

研究3

目的 ストレス体験尺度を使用し，精神的健康との関連について，目的別での利用量や個人特

性を含めて検討することを目的とした。

方法 都内A大学の大学生計212名を調査対象とした。研究2のストレス体験尺度を使用し，

安藤・曽我・山崎・島井・嶋田・宇津木・大芦・坂井（1999）による日本語版Buss-Perry攻撃

性質問紙，小塩（1998）による自己愛人格目録短縮版，坂野・福井・熊野・堀江・川原・山

本・野村・末松（1994）による気分調査票より「抑うつ感」に関する8項目を使用し精神的健

康との関連について検討した。

結果と考察 相関係数を算出したところ，ストレス体験（全体）が高いほど抑うつ感情が高く，

さらに，ストレス体験下位因子の「期待はずれの反応」，「相手の誤解」，「相手のネガティブな

反応」が高いほど，抑うつ感情は高いとの結果が得られた。攻撃性については，ストレス体験

（全体および下位因子）が高いほど攻撃性（全体）や攻撃性（身体的攻撃）が高いとの結果を

得た。利用目的別での利用量との関連では，「新しい友だちをつくるため」，「オンラインゲー

ムをするため」での利用量が多いほど，ストレス体験（全体）が高いとの結果が得られ，利用

目的により，体験しやすいストレス体験に違いがあることが示唆された。精神的健康として，

抑うつ感情および攻撃性（全体および下位因子）を従属変数とし，自己愛傾向・ストレス体験

（全体および下位因子）を独立変数とする2要因分散分析をそれぞれおこなったところ，抑う

つ感情を従属変数としたとき，ストレス体験（全体），ストレス体験「期待はずれの反応」，

「相手の誤解」，「相手のネガティブな反応」の主効果がみられ，ストレス体験（全体）が高い

ほど抑うつ感情得点が高いことが示された。攻撃性（全体），攻撃性（短気），攻撃性（敵意），

攻撃性（身体的攻撃）においてもストレス体験（全体）の主効果がみられ，いずれもストレス

体験が高いほど攻撃性得点が高かった。交互作用は，攻撃性（言語的攻撃）を従属変数とし，

自己愛傾向・ストレス体験「自分への中傷」を独立変数とした分散分析結果においてみられ，

ここでは自己愛傾向の主効果もみられた。今後はさらに，インターネット利用と精神的健康と

の関連について，因果関係にふみこんで検討をおこなっていく必要があると考える。
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中学生が抱く祖父母のイメージ
――認知症高齢者の受け入れをめぐって――

08ML60016 上野　澄人
指導教員　元永　拓郎

【問題と目的】

近年、わが国は急速に高齢社会を迎えている。総務省の調査によりまとめられた、高齢社会

白書（2008）の報告によれば、65歳以上の高齢者人口は、過去最高の2746万人となっている。

厚生労働省（2008）の調査によれば、介護・支援が必要な認知症高齢者は、2002年で約150万

人、2015年までには250万人に達すると推測されている。こうした社会状況に伴い、介護を要

する高齢者の増加、介護者の負担の増加が予測される要因の1つとして、認知症の存在が考え

られる。

認知症高齢者への支援は、年々需要が高まっている。しかし、それらの需要の増加によって、

介護などを含めた専門職や家族介護者に、極度の疲労や負担感が生まれることが示唆されてい

る（松本・高井・中嶋、2006）。

高齢者白書（1995）によると、高齢者の生きがいの第1位は、「子や孫の存在や成長」とさ

れ、孫と祖父母の関わりは重要なテーマの一つであると考えられる。これまで高齢者に対して

若い世代がどのような認識をもっているかを理解するために、高齢者のイメージを扱う研究が

行われてきた。奥村・久世（2008）は、高齢者に対するイメージの形成には高齢者との関わり

が関連していると指摘している。村山（2007）は、幼少期からの祖父母との交流が高齢者イメ

ージに影響を及ぼすことが指摘しており、祖父母と孫との関係性は、孫が高齢者に抱くイメー

ジにおいて、きわめて重要であると述べている。

以上のように、祖父母と孫の関係についての研究が、いくつか報告されている。しかし、中

学生を対象とした認知症高齢者のイメージの研究は報告されていない。

本研究では、一般高齢者と認知症高齢者に対するイメージについて検討を行い、中学生の認

知症理解をどのように深めていけばよいか、考察する際の一助となることを目指す。

【対象と方法】

都内の私立中学校に在籍する2年生を対象に調査票調査を実施する。調査票は、属性、高齢

者又は認知症高齢者へのイメージに関する質問などを検討する。属性は、中学生の性別、学年、

年齢と祖父母との居住形態などの11項目である。また、認知症に関する意識や認知症介護に

ついての質問項目は、自由記述を含めた6項目である。一般高齢者と認知症高齢者におけるイ

メージに関する質問は、中野ら（1994）のSD法における老人イメージスケールを用いて、11
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の形容詞対を7件法で回答を求める。また、認知症に関する知識の程度を調べるために、杉原

ら（2005）の認知症に関する知識をたずねる10項目を使用し、「はい」、「いいえ」の2件法で

回答を求めた。

得点化した形容詞対は、一般高齢者と認知症高齢者の11項目の平均点をそれぞれ求めて、

t検定で比較する。また、因子構造を明らかにし、一般高齢者と認知症高齢者のイメージをよ

り包括的に把握するため、形容詞対得点の因子分析を行った。また、それぞれ抽出した因子を

尺度得点化し、分析を行った。

【結果と考察】

認知症という言葉を半数以上が把握しており、調査前に何らかの認知症のイメージを形成し

ていたことが窺える。

認知症高齢者に対するイメージの中学生の性差について、本研究では、男子が女子よりも活

動・自立のイメージを抱いていることが明らかになった。しかし、先行研究においては、認知

症高齢者に対するイメージを性別において検討を行っていない。今後は、各世代別に調査を行

う必要性があると考える。

認知症高齢者に対するイメージの祖父母との同居・別居の検討では、有意な差が認められな

かった。同居・別居それぞれの中での具体的な交流や経験の有無が影響することが考えられる

ため、今後の課題としたい。

認知症の知識については、10項目からなり、平均の正答数は7.1項目だった。これより対象

とした中学生は比較的認知症について理解していることが明らかになった。認知症高齢者のイ

メージを因子別にみると、認知症の知識が「知識高群」の方が「知識低群」よりも、認知症高

齢者の方に対して「活動・自立」イメージを抱いていることが明らかになった。

親が認知症になった時、お世話をすると回答した中学生は、お世話をしないと回答した中学

生よりも、認知症高齢者に対する「活動・自立」イメージと「尊厳」イメージがより高く抱い

ていることが分かった。お世話をすると回答した背景には、何があるのかについて、今後検討

していく必要がある。

今後は、実際に認知症高齢者と関わることで、どのようなイメージを抱くのか、また、祖父

母との関わりについて、より詳しく検討する必要があろう。
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私立中学及び高等学校における
スクールカウンセリング活動の評価に関する研究

――フィデリティ尺度の開発と活用の試みについて――

08ML60017 大川　達也
指導教員　元永　拓郎

Ⅰ．問題

私立学校は，公立の学校とは異なり，「建学の精神」という各学校に独自の理念があり，「建

学の精神」自体が私立学校の存在理由だという考えもある（小池，2008）。しかし，独自の理

念があるが故に，相互支援組織も整っていないという現状もあるといえよう。

スクールカウンセリング活動を対象とした研究としては，学校という社会的な組織において

SCの活動には統合的なモデルが必要であるという考えから，SCの活動のモデル構築が挙げら

れる（瀬戸・下山，2003）。また，スクールカウンセリング活動の効果を評価する研究（以下，

カウンセリング評価研究と略記）といったものもある。私立学校においては，実態調査が行わ

れたばかりであり，私立学校に対するSCの活動モデルの構築及びカウンセリング評価研究は，

積極的になされていない。本研究では，構築されたモデルを基にプログラムプロセス評価の一

つであるフィデリティといった観点からカウンセリング評価研究を検討する。なお，フィデリ

ティ（fidelity）とは特定のプログラムがプログラムモデルの科学的根拠に基づく基準に従って

いる程度のことであり，モデル適合度，実践度などと訳されている（大島，2005）。本研究で

は，各学校のスクールカウンセリング活動がどれだけモデルに忠実かを測るため「忠実度」と

いう概念で使用し，フィデリティ尺度の開発と活用を検討行う。

Ⅱ．目的

本研究では，以下の研究1，研究2，研究3に分け，フィデリティ尺度の開発と活用の検討を

進めていく。研究1では，実態調査から読み取れる活動内容をもとに，仮説モデルを作成し試

作版フィデリティ尺度の作成を目的とする。次いで研究2においては，面接調査の結果からス

クールカウンセラーのよりよい活動というものをモデルとして現す。研究3では，試作版フィ

デリティ尺度の信頼性を検討することを目的とする。以上から，フィデリティ尺度作成を目的

とし，本研究がカウンセリング評価研究の一助となることを目指す。

Ⅲ．方法

研究1では，2005年から2007年に行われた，こころの健康教育・支援活動に関する実態調査

（私学メンタルヘルス研究会，2005）のデータの内容を対象とし，自由記述の内容と選択式質

問項目をグランデッド・セオリー・アプローチの考えを用いてラベル付けをし，カテゴリーご

とに分けた。
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研究2では，首都圏内の私立中学及び高等学校に勤務する5名のSCを対象とする。半構造化

面接の内容はグラウンデッド・セオリー・アプローチを使用し，面接において録音した内容か

ら逐語記録を作成し，研究1の仮説モデルに照らし合わせ，文章を分断しラベルをつけ，整理

し各カテゴリーにまとめる。その後，仮説モデル図を作成する。

研究3では，面接調査から得られた内容を，研究会メンバーの方々と個々に確認した。作成

した試作版フィデリティ尺度を使用し，個々で評価してもらい結果から尺度の信頼性を統計処

理ソフトSPSSでKendallの一致係数を算出し検討した。

Ⅳ．結果と考察

研究1から，よりよい活動というのは学内での連携体制が重要であると考える。そのための

連携体制作りが大切であり，そのような体制作りをするためにはSC活動のなかでも，予約で

他の職員と関わり，事例検討を実施するなどして関わる機会を持つのが大切だと考える。また，

健康教育プログラムにおいても連携体制ができていても，より深いつながりを持つような連携

体制を作ることが重要だと思われる。

研究2の結果から，「よりよいとされるSC活動」を条件として，「SCの活動内容」，「健康教

育プログラムの実施」，「学内での連携作り」，「学外での連携体制作り」という行為・相互行為

が示された。そして帰結として，「学内での連携体制」，「今後の課題」が示された。よりよい

とされるSC活動という考えが，SCの活動内容につながると考える。また，SCの活動内容とし

ては学校全体での健康教育プログラムと学内での連携作り，学外での連携体制作りにつながる

と考える。健康教育プログラム実施からSCの活動内容の「行事の活用」へつながると考える。

学内での連携作りでは，「教職員との情報共有」がより連携体制を整えることができれば「教

職員とのコンサルテーション」へとつながると考えた。現状の連携体制では，よりよい連携体

制を作るために課題点が見つかり，今後の課題へとつながると考える。学内での連携体制のな

かの「事例検討会実施」は学内での連携作りの「教職員とのコンサルテーション」がさらに連

携体制を整えた場合につながるのではと考える。他にも，「学内検討組織での検討」は「保健

室での支援活動」と「教職員との連携」がよりよい形で行われている場合に組織立てて行える

のだと考える。そして，「学内検討組織での検討」が行われている場合の健康教育プログラム

実施はよりよい活動であるといえると考える。そして，今後の課題からよりよい活動のために

新たな考えをもって活動をするというようになると考えた。

研究3では，A校は一致度がある結果であった。B校は一致度が無い結果であった。A校につ

いては今回定義した「よりよい活動」に近い理想的なSCの活動体制と学校での連携体制が整

っていたので，あまり評価に相違がでなかったと考える。B校については，調査者が項目ごと

に必要な情報を得られていなかった点が一番大きかったと考える。B校については，今回得ら

れたデータのみだけで評価を行うのは難しいと考える。また，面接調査を行ないSC活動に大

きな違いがあったものは，SCの雇用形態が常勤か非常勤によってであった。さらに私立学校

の特徴である独自性を一つの基準で評価するというは困難であることが改めてわかった。

今後は上記の点を考慮して尺度開発の課題としたい。
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