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09ML60001 石田　一希 池田　政俊 大学生の喪失体験─パーソナリティ特性とコーピン
グスタイルを中心に，音楽経験も考慮して─
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重要他者に対する再確認傾向と他者の反応，精神的
健康との関連─他者との関係性，性差を含めた検討
─

09ML60003 村尾　鮎子 張田　真美 不妊症女性の不妊ストレスが抑うつに及ぼす影響─
夫婦関係と精神的回復力の視点から─

09ML60004 由田　貴史 元永　拓郎 小学校から中学校への移行と中学校の学校適応感に
関する研究　同一公立学校域でのかかわりを通して

09ML60005 土井瑠美子 池田　政俊 日本における外国人留学生の異文化適応─自尊感
情，自我アイデンティティ，民族性の関係─

09ML60006 八木　大地 毛利　伊吹 Chevreul 振子暗示が自律訓練法の動機づけに及ぼす
影響

09ML60007 長谷川和泉 毛利　伊吹 高齢者における生きがいについての研究─生きがい
を感じる対象に注目して─

09ML60008 油井理恵子 木原久美子 自閉症スペクトラムの子どもを育てる保護者の障害
受容と発達

09ML60010 岡村　滋子 張田　真美
小学生を持つ母親のライフスタイルが子どもの認知
する家族機能に及ぼす影響─母親の個人化傾向に着
目して─

09ML60011 高木　義弘 池田　政俊
病院内における臨床心理士と他職種との連携プロセ
ス─病院勤務をしている臨床心理士を対象とした面
接調査─

09ML60012 阿部　正信 高田　孝二 「嗜癖的行動」の治療に関する基礎的研究

09ML60013 村松　丈司 繁桝　算男 脱毛症の精神的困難と自己開示

09ML60014 片岡　　歩 張田　真美 大学生が抱える空虚感に対する友人からのソーシャ
ルサポートの影響─適応感に着目して─

09ML60015 来栖　翔悟 繁桝　算男 未来志向が自己制御に及ぼす影響
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【はじめに】　人生において，避けることができないことの一つに喪失体験がある。喪失体験の

定義には様々なものがあるが，広義の喪失体験の定義としては，愛情・依存の対象や死や別離，

住み慣れた環境や地位，役割，故郷などからの別れ，自分の誇りや理想，所有物の意味を持つ

ような対象を失うこととした小此木（1979）がある。

　また，喪失体験は避けることができないことに加えて，人生に大きな影響を与える。社会的

に問題となっているものでは，近年我が国で年間 3万件を超えて発生している自殺の原因と

して，警視庁の「平成 21 年中における自殺者の推移」に記載されている原因の内では，失恋

や，失業，後追いなどが喪失体験にあたる。また，厚生労働省の平成 20 年の「患者調査」で，

1999 年から 2008 年にかけて推定患者数が増加し続けているとされているうつ病等の気分障害

に関連する事象として大熊（2005）は，近親者や友人との死別や別離，家屋や財産などの喪失，

昇進や左遷などの喪失体験が挙げられている。

　しかし，自殺や精神疾患の発症はただ一つの原因に起こることは極めてまれである。その他

の原因に，古くからパーソナリティが指摘されている（大熊，2005）。

　さらに，人間はストレスを受けた時に何らかの対処を行い，ストレスで簡単に打ちのめされ

ないようになっている。この対処の方略はコーピングと呼ばれて研究されてきた。

　本研究では自殺やうつ病に関係が深い喪失体験がもたらす悲しみの強さについて，パーソナ

リティ特性とコーピングのスタイルの関係を検討した。また，検討の際に阪上（2006）や坂東

（2008）で統合失調症，神経症やうつ状態や神経症，心身症の補完医療の一つとして用いられ

ていると報告されている音楽療法と関係が深い音楽聴取を考慮した。

　なお，喪失体験の時に体験した「悲しい」という感情とその強さについて，感情のみを研究

の対象とするため「悲嘆」や「悲哀」という言葉を用いずに「悲しみの強さ」という語を用いた。

【方法】　研究は質問紙調査で行った。質問紙は都内私立A大学の学生を対象として 2010 年 9

月から 11 月に実施した。質問紙は，パーソナリティ特性を和田（1996）による Big Five 尺度，

コーピングスタイルを神村・海老原・佐藤・戸ヶ崎・坂野（1995）による 3次元モデルにも

とづく対処方略尺度（以下TAC-24），喪失体験で体験した「悲しみの強さ」を飛鳥井（1999）

による改訂版出来事インパクト尺度（以下 IES-R）と Visual Analogue Scale（以下VAS）を

用いて測定した。これらの尺度の他に，喪失体験や音楽聴取に関する質問から構成した。

大学生の喪失体験
─パーソナリティ特性とコーピングスタイルを中心に，音楽経験も考慮して─

09ML60001　石田　一希
指導教員　池田　政俊
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【結果と考察】　質問紙の因子構造の確認のために，回答を因子分析したところ，Big Five 尺

度，TAC-24 ともに尺度作成時とは異なる因子構造が抽出された。しかし，Big Five 尺度で

は，複数の因子に対し高い因子負荷量を持つ項目などを除外して因子分析を行った結果，和田

（1996）などと同様“情緒安定性”“知性”“外向性”“協調性”“誠実性”の 5因子が抽出された。

TAC-24 の方は，同様に複数の因子に対し高い因子負荷量を持つ項目などを除外して因子分析

を行った結果，5因子が抽出され，それぞれ“遁走”“対人サポート”“認知の変化”“気分転換”

“解決の模索”と命名した。

　喪失体験の内容について自由記述の回答を，KJ 法を参考に分類したところ，大きく死別と

死別以外の体験に分類された（以下KJ 方で分類した死別体験は“死別”と表記する）。

　「悲しみの強さ」を測定するために実施した IES-R の合計得点とVASで弱い相関が見られ

た（r＝.43）。一方で，喪失体験の内容を独立変数として分散分析を行ったところ，IES-R の合

計得点は“死別”以外の方が，悲しみが強く（p＜.01），VASは“死別”の方が，悲しみが強

かった（p＜.05）。さらにVASで「悲しみの強さ」測定した場合，女性の方が男性よりも悲し

みを高く回答する傾向が見られた（p＜.10）。

　パーソナリティとコーピングを説明変数として重回帰分析を行った結果，VASで“認知の

変化”で有意差が認められ（p＜.05），“外向性”で有意な傾向（p＜.10）が認められた。また，

「悲しみの強さ」で 2つに分けた群の間で差が見られた，喪失体験の内容と性別を加えて行う

と，VASで“外向性”が特に有意差（p＜.01）があり，喪失体験の内容と性別で有意差（p＜

.05）が認められた。IES-R では“外向性”と喪失体験の内容で特に有意差（p＜.01）が認めら

れた。

　音楽聴取の傾向については，喪失体験時の音楽聴取が「悲しみの強さ」に影響が与えている

ことは示唆されなかったが，普段のストレス状況での音楽聴取と喪失体験時の音楽聴取に弱い

正の相関が見られた。喪失体験の内容と喪失体験時の音楽聴取では，“死別”の体験をした群で，

音楽を聴取しなくなる傾向が見られた。この理由として，喪失体験をした本人にとって，失っ

た対象と音楽の間の関係や，本人にとっての音楽がどのような意味を持っているかという関係

の質が喪失体験時の音楽聴取に影響を与えている可能性が示唆された。

　今後の課題は，今回得られた結果から示唆された，喪失体験の“悲しみの強さ”とパーソナ

リティ特性，コーピングスタイル，またそれらと音楽との関係について，喪失体験の場面や内

容を限定するなどして，厳密に調査をすることに加え，喪失体験の体験者の内的な面を面接調

査などで検討することである。
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【問題】　重要他者との関わりが自己概念や感情，精神的健康に大きく影響を及ぼすと言われて

いる。重要他者との関わりを扱った研究の中に，再確認傾向というものがあり，自分の存在価

値に関わる側面について重要他者の反応を通じて確かめたいという動機づけ（再確認願望）と，

実際に繰り返し確かめる行動（再確認行動）からなる（e.g.，Joiner，Alfano，& Metalsky，

1992；勝谷，2004）。再確認行動を繰り返し行うことで，他者との間で対人ストレスが高まり，

他者からの拒絶認知（長谷川，2008）や抑うつの発生や持続につながりやすいと指摘されてい

る（勝谷，2007）。勝谷（2006）は，再確認行動を行い，他者からの拒否的反応を受けること

によって，抑うつが高まることを示した。しかし，使用した他者からの拒否的反応尺度は簡易

に測定されたもので，十分に信頼性や妥当性が検討されていない。したがって，重要他者から

の反応を測定する尺度を作成し，再確認傾向と重要他者からの反応，精神的健康との関連を検

討する必要がある。

【研究 1】

【目的】　再確認行動によって重要他者からどのような反応を受けるのか，自由記述調査によっ

て調べることを目的とした。

【方法】　都内大学の大学生計 102 名を調査対象とし，再確認行動をとった時に，行動を行った

対象から受けた反応のうち，受容的，拒否的と感じた反応それぞれについて自由記述式で回答

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・整理した結果，受容的反応で

10 カテゴリー，拒否的反応で 8カテゴリーを抽出した。自分自身を大切に思ってくれている

のが伝わるような反応，相手が話を聞いている際に受けた真剣味のある反応，しつこさやくど

さに対する拒絶反応，自らに対する不満・不信感，相手から関わりを拒否されると言う関係そ

のものを断たれる深刻な反応などを受けていたことが示唆された。

【研究 2】

【目的】　研究 1で抽出した項目をもとに，重要他者からの反応を測定できる尺度（再確認行動

に対する重要他者からの反応尺度）を作成することを目的とした。

【方法】　都内大学の学生計 113 名を調査対象とし，研究 1で抽出された再確認行動に対する重

要他者からの反応を尋ねる項目 75 項目と，改訂版重要他者に対する再確認傾向尺度（勝谷，

重要他者に対する再確認傾向と他者の反応，精神的健康との関連
─他者との関係性，性差を含めた検討─

09ML60002　若山由賀里
指導教員　森脇　愛子
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2004），心理的ストレス反応尺度（新名・坂田・矢富・本間，1990），自尊感情尺度（山本・松

井・山成，1982）について回答を求めた。

【結果と考察】　作成した重要他者からの反応尺度を因子分析した結果，受容的反応尺度は 5因

子，拒否的反応尺度は 3因子に分かれた。それぞれを“話を聞く時の親身な態度”，“愛情表現

の返し”，“安心・慰め”，“率直な意見”，“肯定的な評価”，“不満・不信感の表明”，“関わりの

拒否”，“自らに対する拒否”因子と命名した。Cronbach のα係数は 0.82～0.96 であり内的整

合性の高さが示された。また，拒否的反応尺度は心理的ストレス反応と有意な正の相関，自尊

感情との間に有意な負の相関が見られた。しかし，受容的反応尺度においては心理的ストレス

反応との間に予測した関連が見られなかった。したがって，他の関連指標を用いての検討を今

後行う必要があると考えられる。

【研究 3】

【目的】　再確認行動と重要他者からの反応，精神的健康との関連について，重要他者との関係

性（関係タイプ）や性別，さらに再確認傾向の高さに関する個人特性を含めて検討することを

目的とした。

【方法】　都内大学の学生計 208 名を調査対象とし，研究 2で作成した重要他者からの反応尺

度，改訂版重要他者に対する再確認傾向尺度（勝谷，2004），重要他者との関係性（関係タイプ），

気分調査票の“抑うつ”に関する尺度（板野他，1994），改訂版UCLA孤独感尺度日本語版（工

藤・西川，1983），アイデンティティ尺度（山下，1992），基本的信頼感尺度（谷，1996）につ

いて回答を求めた。

【結果と考察】　相関係数を算出した結果，再確認行動，“不満・不信感の表明”，“関わりの拒

否”，抑うつ，孤独感との間で正の相関が見られた。関係性や性別では，恋人で再確認行動，“不

満・不信感の表明”，“自らに対する拒否”，抑うつとの間で正の相関，同性の友人で再確認行動，

“関わりの拒否”，抑うつ，孤独感との間で正の相関，男性で再確認行動，“不満・不信感の表

明”，“関わりの拒否”，抑うつ，孤独感との間で正の相関が見られた。したがって，再確認行

動を行うほど“不満・不信感の表明”，“関わりの拒否”のような反応を受けやすく，“不満・

不信感の表明”，“関わりの拒否”を受けることで，抑うつや孤独感が高くなるといった繋がり

があると考えることができる。また，恋人，同性の友人，男性においても，再確認行動を行う

ほど特定の反応を受けやすく，その結果，抑うつや孤独感を高めるという不適応的なメカニズ

ムがあると考えられる。個人特性の結果では，再確認傾向とアイデンティティ，基本的信頼感

との間で負の相関関係が見られた。これは，予測と同様の結果であり，再確認傾向の高さに関

わる要因として関連があると考えることができる。今後はさらに，縦断調査をおこない，精神

的健康に至るメカニズムにふみこんだ検討を行っていきたいと考える。
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【問題と目的】　不妊とは，日本産科婦人科学会の定義では「通常の性交をもっているにもかか

わらず，2年以上妊娠しないこと」とされている。不妊症女性は不妊によるストレスが高いこ

と（Newton, Sherrard & Glavac, 1999），強迫性，抑うつ性が高いこと（Wang, Li, Zhang & 

Zhang, 2007），夫婦関係を低く評価していること（Wang et al., 2007）が報告されている。ス

トレス下では，レジリエンスを導く「精神的回復力」の役割が重要であると考えられており（小

塩・中谷・金子・長峰，2002），不妊症女性においても同様であると考えられる。しかしながら，

我が国では不妊症女性のストレスに関する研究は少なく，不妊症女性が持つストレスや抑うつ

感への心理的援助に関する研究もまた少ない。

　したがって，本研究では不妊症女性のストレスについて明らかにし，不妊ストレスが抑うつ

に及ぼす影響を夫婦関係と精神的回復力の視点から検討し，不妊症女性の心理的援助を考える

ことを目的とする。

【方法】　調査対象：首都圏内のクリニック 2ヶ所で不妊治療中の女性（200 名）を対象者と

した（回答率 89.3％：平均年齢 34.6 歳，SD5.0）。質問紙の構成：（1）フェイスシート：年齢，

治療期間，子どもの有無，治療段階，不妊原因，民間療法の有無，自助グループ参加有無の記

入を求めた。（2）不妊ストレスの測定：Newton, Sherrard & Glavac（1999）が開発したThe 

Fertility Problem Inventory（FPI）を著者の承諾を得て筆者が邦訳したものを用いた（46 項

目，6件法）。（3）抑うつの測定：ベック抑うつ性尺度（林，1988）を用いた（16 項目，4件法）。

（4）精神的回復力の測定：精神的回復力尺度（小塩，2002）を用いた（21 項目，5件法）。（5）

夫婦関係の測定：夫婦関係満足度尺度（石山・渡邊・森田，2005）を用いた（13 項目，3件法）。

（6）自由記述

【結果】　1．各尺度の構成　FPI 日本語版の因子分析（主因子法プロマックス回転）を行った

結果，Newton 他（1999）とは異なった因子構造が得られた。そのため新たな因子解を採択

し，「社会的孤立感（α＝.88）」「子どもの重要性（α＝.85）」「不妊意識（α＝.82）」と命名し

た。精神的回復力尺度の因子分析（主因子法プロマックス回転）では，小塩他（2002）と同じ

「感情調整（α＝.85）」「肯定的な未来志向（α＝.80）」「新奇性追求（α＝.81）」の因子構造が

確認された。2．各変数の関係　各尺度の各得点における治療段階，民間療法の有無，自助グ

ループへの参加有無，不妊原因による差を調べた。その結果，生殖補助医療群で夫婦関係が悪

不妊症女性の不妊ストレスが抑うつに及ぼす影響
─夫婦関係と精神的回復力の視点から─

09ML60003　村尾　鮎子
指導教員　張田　真美
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く，自助グループへ参加したい群は「子どもの重要性」「不妊意識」が高かった。3．不妊スト

レス　2（年齢区分：35 歳未満，35 歳以上）×2（何人目不妊：1人目，2人目）の分散分析では，

有意な交互作用は無く，いずれの主効果も有意ではなかった。4．抑うつ　夫婦関係満足度と

精神的回復力を要因とした分散分析を行った結果，交互作用は有意ではなかったが，夫婦関

係満足度（F（1,96）＝18.086，p＜.01），精神的回復力（F（1,96）＝26.101，p＜.01）の主効果は有

意であった。5．因果モデル　モデル適合度指標は，GFI＝0.958，AGFI＝0.900，CFI＝ 0.988，

RMSEA＝ 0.044 であり，十分な適合度を備えていると判断した（Figure1）。6．自由記述　回

答は，（1）自分の気持ち（2）人間関係（3）社会との関係（4）その他に分けられた。

【考察】　不妊ストレスは，治療段階や年齢層，子どもの有無で変わるものではなく，子どもが

欲しいのに恵まれないという女性に一貫したものであった。また，不妊症女性は様々な葛藤や

不安を抱えながら治療に挑んでいると示唆された。そして，不妊である自己を受容していく過

程に寄り添う支援の必要性，そして，不妊ストレスの「不妊意識」には夫婦関係を，「子ども

の重要性」「社会的孤立感」には精神的回復力をそれぞれ支援することにより，不妊症女性の

抑うつを抑制できる可能性が示唆された。

不妊意識

子どもの重要性

社会的孤立感

.23

夫婦関係満足度

.40
精神的回復力

.78

抑うつ

.26
肯定的未来志向

e1

.51
.11

新奇性追求

e2

.33.33.43
感情調節

e3

.66

－.26

－.46

－.48

－.28

－.80

.37

.49

.43

e4

e5

.32

.41

e6

Figure1　不妊ストレスと抑うつの因果モデル
99



【はじめに】　近年、わが国の義務教育において、いじめ、不登校、学級崩壊、自殺などの様々

な問題が発生している。これらの問題が起きる背景には、発達上の問題や家庭での養育環境、

教育制度、社会環境など様々な要因が考えられる。文部科学省（2010）によると、平成 21 年

度の小中学校における不登校児童生徒数は 122,432 人と、前年度に比べて約 4,500 人減少（約

3.4％減少）と、減少傾向にある。総体的に不登校児童生徒数は減少しているが、中学 1年生

の不登校生徒数は小学校 6年生の不登校児童数 7,504 人よりも約 3倍も多い 22,384 人にも及ぶ

（文部科学省，2010）。このような状況に対して 2008 年度の中央教育審議会答申（2006）では、

中学校における中 1ギャップなど集団の適応に関わる問題についての提言があり、小学校を卒

業し中学校の新しい環境で生活を始めるいわゆる移行時の体験が重要視されてきている。

【目的】　小学校から中学校への移行に伴い、学校に対する適応感がどのように変化するのかを

分析する。また、小学校から中学校への移行における児童生徒の体験や、移行に伴う学校に対

する気持ちの移り変わりなどについて、面接調査を用いて検討する。そして移行を成長促進の

契機とするために、本人への支援のあり方や学校の支援体制を考察することを目的とする。

【対象】　本研究では、首都圏郊外のB小学校、C小学校及びD小学校と同一学校域にある、

A中学校の中学 1年生（4学級、155 名）を対象として、2010 年 7 月に質問紙調査を実施する

とともに、面接調査の同意が得られた対象 4名に対して、2010 年 10 月から 11 月にかけて面

接調査を実施した。

【方法】　2010 年 2 月にA中学校と同一学校域にあるB小学校とD小学校の管理職職員に研

究調査の内容と説明を行い、研究調査に関する了解が得られた為、6年生のクラスにボラン

ティアスタッフとして参加し、児童とかかわりながら観察を行った。質問紙調査では、小泉

（1995）が作成した教育環境適応尺度Ⅱを用いて中学校 1年現在の適応状態を確認した。また、

小学校 6年時について回顧的に適応状態について回答を求めた。

　面接調査では質問紙調査に基づき小学校 6年時の学校生活や気持ち、中学校 1年現在の学校

生活や気持ちについて比較しながら質問した。また、小学校から中学校への移行に伴う体験や

気持ちについても質問した。

【結果】　小学校と中学校の教育環境適応尺度得点には有意な差は見られず、下位尺度において

は、学習意欲に有意な差が見られたが、その他に有意な差は見られなかった。また、学習意欲

小学校から中学校への移行と中学校の学校適応感に関する研究
　同一公立学校域でのかかわりを通して

09ML60004　由田　貴史
指導教員　元永　拓郎
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の向上は男女に共通していた。個々の小学校適応感得点と中学校適応得点を算出し、得点差ご

とに度数分布図を作成すると、0を中心に±20 の範囲にほぼ正規分布していた。

　面接調査の結果をみると、事例 aさんは、中学校得点が小学校得点よりも 7点高かった。友

人との別れを「寂しい」と語っていた一方で、中学校入学に対して「ワクワクする」と好奇

心を示していた。事例 bさんは兄がおり、兄から中学校について勉強や教諭についての情報

を得ていた。小学校適応得点よりも中学校適応得点が 9点高かった bさんは「早く中学校に

入って新しいグループを作りたい」と思っていた。事例 cさんは中学校入学時に他県から引越

しをしてきた女子生徒であった。cさんの小学校適応感得点は、66 点であったが、中学校適応

感得点は、46 点と 20 点低下していた。事例 dくんは 2歳年上の姉が同じ中学校におり、高校

受験を控えている姉の影響もあり、必死に勉強に取り組んでいる。小学校適応感得点は 51 点、

中学適応感得点では 50 点であった。

【考察】　本研究においては、下位尺度得点の学習意欲には小中間で有意な差が見られた。この

ような要因として、A中学校で行われている小学校への出張授業や、同一学区内のB小学校

C小学校D小学校の 6年生が中学校の授業に参加する事が、中学校移行後の学習意欲を高め

ているのではないかと考えられる。また、保護者の 70％が中学校入学時に励ましの言葉をか

けている事や、調査対象者の 50％に兄や姉が居たことからも、学習面に対する中学校の状況

を聞いていた事が予想される。

　4名に対する半構造化面接の内容を踏まえて小学校適応感得点と中学校適応感得点を検討す

ると、面接結果と適応感得点変化はある程度一致していたと考えられる。面接調査において体

験や気持ちを聞くと、得点が上昇するような体験や低下する体験としていくつかの出来事が特

定できた。

　移行に伴い学業に対する姿勢の変化が見られた。4名の事例に共通しているが、中学校の勉

強が難しくなるという情報を兄弟や通信教育など、何らかの方法で見聞きし、中学校へ移行す

る。実際、中学校に入学すると、面接調査で明らかになった様に、小学校よりも勉強している

と述べられた。

【まとめ（今後の支援に向けて）】　一部の生徒には小学校学校適応感得点と中学校適応感得点

に差が見られた。適応を良い方向に向ける試みとしては、生徒全体に対する情報提供といった

支援が重要であろう。また、早川ら（2010）提案しているような小学校から中学校への連携シ

ートといった紙面での申し送りも効果的であろう。また、本研究で用いたように個別に面接を

行う事が個々の生徒の体験と気持ちの理解につながり、個別の支援ともなるだろう。

　小中連携は容易ではないが（毛利 2008；富家ら 2009；早川ら 2010）小中双方の考え方や立

場を認めた連携が児童生徒の支援になると考えられる。
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【問題と目的】　近年，過去に例をみないほどの外国人留学生が日本の大学で勉学に励んでいる

が，新しい文化に直面することは困難があると考えられる。自尊感情をRosenberg（1965）は，

自己に対する肯定的感情，自己を価値ある存在としてとらえる感覚であり，自己能力や価値に

ついての評価的な感情や感覚であると述べている。また，自尊感情の高い人は，低い人に比べ

て，自己評価が肯定的であるという報告がある（Brown，1993）。Erikson（1959）は，アイデ

ンティティの形成は青年期後期における発達段階であると述べており，留学生は青年期後期に

おける時期に異文化での適応をせまられ，自分のアイデンティティを見失う可能性が予測され

る。Phinney，Freguson，&Tate（1997）は，民族的アイデンティティをマイノリティがどの

ように捉えているかが大切だと述べている。植松（2004）は，民族的側面について自民族のア

イデンティティを獲得している「民族同一性」と他民族を優先する内容の「他民族志向」に分

けた。そしてこの民族性が滞在国の対人スキル獲得や異文化適応を促し，個人の民族性の違い

によって異なる適応のタイプがあることを明らかにした。この点に着目し，本研究では民族性

として自分の民族を留学先の他民族よりも優勢に捉えている「自民族志向」と，他民族を自民

族より優勢に肯定している「他民族志向」のどちらかに分けた。そして，外国人留学生が，ど

のように適応しているのか，自尊感情と自我アイデンティティ，民族性との関連性について調

査することを目的とした。仮説は以下の 4点である。①自尊感情と自我アイデンティティが高

い人は，異文化において適応が高い，②自民族を肯定的に捉えている人の方が，自尊感情と自

我アイデンティティが高い，③自民族を肯定的に捉えている人の方が，他民族を自民族よりも

優先に捉えている人より，異文化において適応が高い，④自民族を肯定的に捉えており，自尊

感情と自我アイデンティティが高い人は、低い人と比べて異文化適応が高い。

【方法】　私立大学に所属している外国人留学生（大学生，大学院生，別科）に対して質問紙調

査を行った。有効回答数は 130 であった。調査項目は，（1）「自尊感情尺度（山本，松井，山城，

1982）」，（2）「多次元自我同一性尺度（谷，1997a；1997b；1998；2001）」，（3）「民族同一性尺度，

他民族志向尺度（植松，2004）」，（4）「異文化適応感尺度（植松，2004）」であり，フェイスシ

ートで、性別，年齢等を尋ねた。

【分析】　分析 1において，異文化適応感尺度それぞれの下位項目，及び異文化適応感の合計点

を従属変数とし，自尊感情（高・低）×自我アイデンティティ（高・低）を独立変数とした 2

日本における外国人留学生の異文化適応
─自尊感情，自我アイデンティティ，民族性の関係─

09ML60005　土井瑠美子
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要因の分散分析を行なった。分析 2では，自尊感情，自我アイデンティティ，異文化適応感そ

れぞれの下位項目，及び異文化適応感の合計点を従属変数，民族性（自民族志向・他民族志向）

を独立変数とし，平均値の差の検定を行った。分析 3では，交互作用を確認するため，異文化

適応感を従属変数とし，自尊感情（高・低）×自我アイデンティティ（高・低）×民族性（自

民・他民）を独立変数とした 3要因の分散分析を行なった。

【結果と考察】　異文化適応感尺度を因子分析した結果，「対人関係・文化・知識」，「精神的健

康」，「行為の順調さ」，「言語」の 4因子が抽出された。

　分析 1では，自尊感情と自我アイデンティティが高い人は，異文化適応全体と「精神的健康」

において適応が高いことが示された。分析 2では，「自我アイデンティティ」，「行為の順調さ」

「言語」，異文化適応感全体において有意な差が見られたことから，自民族志向である人は他民

族志向を優先している人と比べて適応が高いことが示された。分析 3で主効果が，「精神的健

康」において「自尊感情」，「行為の順調さ」において「自我アイデンティティ」，「言語」にお

いて，「自尊感情」にみられた。異文化適応全体では，「自尊感情」と「自我アイデンティティ」

に主効果がみられた。「言語」において 2次の交互作用がみられたため，「自尊感情」，「自我ア

イデンティティ」，「民族性」の各水準別に 1次の分散分析を行なった。その結果，自尊感情低

群と高群において自我×民族に，自我アイデンティティ低群において自尊×民族に，自民族志

向・他民族志向において自尊×自我の交互作用がみられた。また，自我アイデンティティの高

群において「自尊」，自民族志向において「自尊」の単純主効果がみられた。この結果から，「民

族性」においてどこにも主効果がみられなかった。つまり，民族性に差がないことが明らかと

なり，分析 2と異なった結果となった。有意水準を下げて再度検定をしたところ（P＜ .10），

「言語」において「民族性」の主効果がみられた。よって，民族性の平均値の差においては，

自民族志向の人が他民族志向である人よりも「行為の順調さ」の適応が高いとは言いきれない

結果となった。また，「行為の順調さ」や異文化適応感全体について，民族性の差はないこと

が示唆され，仮説 2と 3は今後のさらなる検討が必要である結果となり，仮説 4は否定された。

上記の結果から，異文化適応において主に「自尊感情」，「自我アイデンティティ」を高く持っ

ていることが「民族性」をどのように捉えているかよりも重要であった。「言語」においては，

「自尊感情」，「自我アイデンティティ」と「民族性」が影響していることが示された。属性の

差の検討において「日本人と同じくらい喋れる」方が、「相手の話す速度が早いと聞き取れず、

自分の言いたいことが伝えられない」と感じている人より全ての異文化適応感因子に有意に得

点が高かったことから、異文化適応において言語の習得度が重要であると示唆された。「対人

関係・文化・知識」においては、全ての検定において「自尊感情」、「自我アイデンティティ」

「民族意識」との関連がみられなかったことから、異文化においての体験などが関係している

可能性が考えられ、今後の研究で明らかにしていきたい。
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【問題と目的】　心理療法がその効果を生むための要因として，クライエントが心理療法に動機

づけられていることが重要であり，心理療法のひとつである自律訓練法においても，技法への

動機づけを高め，練習者が積極的に練習を行っていけるよう，指導者によって様々な工夫がな

されている。自律訓練法の練習初期の段階では，練習者にちょっとした練習効果に気づかせる

ことができると治療意欲や動機づけに役立つといわれる。しかしながら，自律訓練法の練習効

果を実感するまでには，一定の練習期間が必要となり，導入時にそれを体感・確認することは

難しい。そこで本研究では，自律訓練法の導入時に行うChevreul 振子暗示が，自律訓練法の

練習への動機づけに及ぼす影響を検討した。

　Chevreul 振子暗示は，簡便に実施でき比較的多くの人が反応しやすく，反応を視覚的に確

認できるため，催眠や自己暗示への誘導，セルフコントロール法など今日様々な場面で利用さ

れている。自律訓練法の導入に振子暗示を用いた場合，被暗示者が，自分にも被暗示性がある

のだと印象づけるのに役立つという特徴を，自律訓練法の要素である自己暗示の説明にも応用

することができると考えられ，振子暗示により自己暗示の効果を体感・確認することで，自己

暗示への信頼感が高まり，自己暗示の効果を応用した自律訓練法の練習の動機づけも高められ

るのではないかと考えた。

【方法】　自律訓練法の説明を行う統制群と，自律訓練法の説明に加えて振子暗示を行う実験群

を設定した。自律訓練法練習への動機づけおよび自己暗示の信頼感を測る質問を作成し，統制

群・実験群ともに実験操作前後で質問への回答を求めた。回答方法は 5段階の多肢選択による

評定と，評定理由の自由記述であった。質問紙の得点と自由記述の内容から，自律訓練法の練

習動機づけの変化，および両群の動機づけの程度を検討した。

　実験参加者は心理学の講義を受講する大学生で，これまでに自律訓練法の学習や練習経験が

なく，実験中の自律訓練法の説明を理解できた者を分析対象とした。分析対象は，統制群で

21 名（男性 9名，女性 12 名；平均年齢 19.00 歳，標準偏差 0.79），実験群で 63 名（男性 29 名，

女性 34 名；平均年齢 19.51 歳，標準偏差 0.88）であった。

【結果と考察】　統制群と実験群のポストテストにおける自律訓練法動機づけ得点の比較で，実

験群の得点が高い傾向にあり，また実験群内での自律訓練法動機づけ得点が，プレテストより

もポストテストで有意に高まっていたことから，実験群で行った振子暗示の操作が，自律訓練

法の練習動機づけを高める可能性が示唆された。また，実験群を振子暗示の成功者と失敗者で

Chevreul 振子暗示が自律訓練法の動機づけに及ぼす影響

09ML60006　八木　大地
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分けてみると，振子成功群のポストテストにおける自律訓練法動機づけ得点は統制群と比べて

有意に高く，振子成功群内ではプレテストよりもポストテストでの自律訓練法動機づけ得点が

有意に高くなっていた。実験群におけるポストテストでの自律訓練法動機づけの質問で得点が

高かった者の評定理由として，約 40％に「実験を行うことで興味をもったから」「振子の実験

が楽しかったから」という，振子暗示に対する興味を示す反応がみられ，振子暗示の実施が自

律訓練法練習への動機づけに影響があったと考えられた。一方，振子失敗群は，振子成功群と

比較してポストテストでの自律訓練法動機づけが有意に低く，振子失敗群内のプレテストとポ

ストテストの比較で自律訓練法動機づけの有意な低下が認められた。これにより，振子暗示を

行いそれに成功することで，自律訓練法への動機づけが高められると考えられた。振子失敗群

の動機づけが高まらなかった理由としては，自由記述の回答に「自分には暗示が効かないのか

と思った」「動かなくて残念だった」という内容がみられ，振子暗示に失敗したために，自律

訓練法が自分には向いていない，練習による効果が期待できないと感じられ，そのため自律訓

練法の練習に向けた動機づけが下がったのではないかと考えられた。

　自己暗示信頼感の得点は，統制群と振子成功群の比較において差が認められず，振子暗示の

操作とその成功体験が，資料による説明以上に自己暗示への信頼をもたらさなかったことが示

唆された。この理由として，本研究の質問紙では心身両面の暗示効果への信頼感が含まれてい

たのに対し，振子暗示による反応が，身体的な反応であることが関連していると思われた。振

子暗示は，振子の動きという視覚的現象として反応を知覚できることで，暗示に対する信頼感

を高める効果があるとされるが，心理的変化を目的とする自己暗示にまで，理解を進めること

ができなかった可能性が考えられた。振子暗示は実施が簡便であり視覚的に反応を確認できる

という長所が挙げられるが，一方で自己暗示による心理的な変化の理解には及ばない可能性が

あると考えられた。

　自己暗示信頼感の得点とポストテストでの自律訓練法動機づけの得点に相関関係は見られ

ず，自己暗示という要素を信頼する・しないに関わらず，振子暗示に成功することが，自律訓

練法の動機づけに影響していた。これには，振子による視覚的な暗示反応が，自己暗示への疑

問や興味を生じさせ，振子暗示に関連する自律訓練法という技法そのものへの興味を高めた

可能性が考えられた。実験群のポストテストにおける自律訓練法動機づけの質問の評定理由に

「振子がおもしろかった」「なぜ振子が動くのか気になったから」「もっと自己暗示について知

りたくなったため」という振子暗示の実験に関連する記述があり，振子暗示を行ったことで自

己暗示へのおもしろさが感じられ，同じ自己暗示の仕組みを利用した自律訓練法への興味へと

シフトした可能性が考えられた。

　自律訓練法導入時における振子暗示は，自己暗示への信頼感や被暗示性の理解が高まり，そ

れにより自律訓練法への動機づけに影響するというプロセスではない，自己暗示という現象そ

のものへの興味が，自律訓練法への動機づけに影響している可能性が示された。
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【問題】　近年、「高齢化社会」、「高齢社会」という言葉を耳にする。我が国は現在、高齢化率

が 22％となり 5人に 1人が高齢者、10 人に 1人が 75 歳以上という状況にある。この高齢化の

要因には 65 歳以上の人口の増加と若年人口の減少の 2つが挙げられている。このことは、現

代の社会において多くの人が退職後若しくは家庭での役割に一段落着いた後 20 年ないし 30 年

の人生の時間を持つことを示す。65 歳以上の時期は退職や引退という環境の変化と共に加齢

に伴う症状、身体的衰えも生じる。柴田（2001）は、支援される立場になることは「自分らし

い生活」を脅かされる状況に陥りやすいと述べている。

　そこで本研究では、高齢となった時に充足した生活を送る為に効果のあるものとして生きが

いに注目した。生きがいは高齢者の社会的な問題である閉じこもりや寝たきり、認知症等の予

防に大きく働きかけることが出来ると考えた為である。

　過去の研究では生きがいという言葉について、生きる目標、目的、価値、意味、理由、喜

び、張り合い、充実感を統合したものとされる（熊野　2003）。また、生きがいには「感情と

しての生きがい」、「認識としての生きがい」（返田　1981）、「対象としての生きがい」（神谷　

1966）の 3つがある。

　本研究では生きがいを生きていくことの喜びや生活における張り合い、充実感と捉え、人が

生きがいを感じるまでには、その対象となる人やもの、出来事と自分自身が感じた生きがいを

確認する為のフィールドの 2つが必要なのではないかと考えた。そして、高齢者の生きがいに

は対人関係が影響するという浅野（1992）の研究から、生きがいを感じる対象に注目し、前田

（1999）の研究において共に余暇を過ごしたり何気ない会話を楽しむような相互作用を指す「対

人交流」という言葉を用いて、生きがいの中に「対人交流」がどのように含まれるのかを検討

した。

【目的】　本研究は、他者との関係の中でも家族や友人等、人との関わりの在り方の何から生き

がいが生じているのかについて検討することを目的とした。

【対象と方法】　調査はデイサービスセンターを利用している 65 歳以上の方、且つ自力通所が

可能で日常的な会話の受け答えも可能な方を対象とした。スケジュールの都合上、60 代後半

から 80 代後半にかけての計 12 名に対し半構造化面接を実施した。

　調査の内容は、氏名や性別について、現在生きがいを感じていることについて、若い頃生き

高齢者における生きがいについての研究
─生きがいを感じる対象に注目して─

09ML60007　長谷川和泉
指導教員　毛利　伊吹

106



がいを感じていたことについて、現在と若い頃に感じた生きがいは同じか否かについての大き

く 4つを尋ねた。生きがいの補足説明としては「喜び」、「張り合い」、「充実感」という言葉を

用いた。

　調査は 1回あたり 40～60 分、協力者へは書面を用いて口頭で説明、同意書へ署名を求め、

調査内容は許可を得て録音、終了後には謝礼を渡した。

　分析では、逐語記録を要約し、類似する内容のものをまとめ、カテゴリーに分けた。そして

その中を「対人交流」に注目して更に他者との具体的な会話や行動が伴う「直接的対人交流」

と、心の中で他者を想定しての「間接的対人交流」に分け、これらがどの程度生きがいに含ま

れるのかに焦点を当てた。

【結果と考察】　結果、現在、若い頃を問わず生きがいには、家族や友人・知人との対人交流に

関わる語りが 8割を超して見られ、高齢者が生きがいを感じる対象には他者との関係があると

いうことが明らかになった。現在も若い頃も生きがいの対象となる対人交流には、他者との直

接のやり取りがある「直接的対人交流に関わるもの」が多く見られた。趣味や健康維持等の対

人交流以外のものについても語られたが、それらの中にも「間接的対人交流に関わるもの」が

含まれた。実際の人との関わりや人との繋がりがあるというイメージの有無が生きがいを生じ

させる重要なポイントなのではないかと推測する。そして、家族や友人、その他の施設利用に

よる他者との交流により自分の存在価値を感じ、それぞれの居場所を見出すことが生きがいを

感じる上で必要なのではないかと思われる。

　本研究では現在と若い頃の辛さについても尋ね、これについては対人交流に関わる語りが多

く見られ、特に家族という関わる頻度の高い対象においては、その関わりが生きがいの対象で

あると同時に辛さを生じさせる対象にもなり得ることが伺えた。

　これらのことから、生きがいを感じる対象には、元々の生活環境から身についた状況の受け

止め方、関わり方、価値観が影響を与えていると推測する。そして、高齢者が感じる生きがい

をより高める為には、生きがいとなっているものの個別性を理解し、1人 1人がそれらを長く

維持することが出来るように環境を工夫、調整することが大切であり、今後高齢者が地域にて

利用できるサービスへの支援としては、それぞれの抱く思いを大切に、個人と地域や施設との

間の「繋ぎ」の役を担うことが挙げられるのではないかと考える。
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【1、問題と目的】　自閉症スペクトラムの子どもをもつ保護者の研究では、子どもの障害が生

涯にわたって重篤な発達障害を残すことが明らかになるにつれて、子どもの最も重要な支援者

でありまた代弁者であるという保護者の立場（永井，1992）が注目されるようになったが、自

閉症スペクトラムの子どもについては未だに決定的治療法もなく社会的にも理解されがたい状

況にあり、保護者においても周りから理解されることも少なく、自閉症スペクトラムの子ども

のもつ特性による行動に悩まされつつ子育てをしているのが現状である。もっと自閉症スペク

トラムの子どもをもつ保護者への理解を深めるため、保護者が自閉症スペクトラムの子どもの

保護者になる経験を通して生じる保護者自身の変化に目を向けるのも大切な試みではないかと

考えた。自閉症スペクトラムの子どもの保護者になることのスタートは、子どもが自閉症スペ

クトラムの障害をもっていると告知された時からである。それからは自閉症という特性をもっ

た子どもとの生活、いろいろな思いを抱え込みながらの日々、そこを乗り越えて、その子ども

の特性をそのまま受け入れられる保護者になっていく姿があると考えられる。

　本研究では、自閉症スペクトラムの子どもを育てる保護者の「保護者の発達」を検証するた

め、そこに関係すると思われる保護者の障害受容、ストレッサー、ソーシャルサポートの関係

について明らかにすることを目的とした。

【2、方法】　Ｚ県のＡ地区・Ｂ地区の自閉症親の会に属する自閉症スペクトラムの子どもを育

てる保護者 95 名、国立大学付属特別支援学校中学部・市立養護学校中学部に通う自閉症スペ

クトラムの子どもを育てる保護者 15 名、計 110 名を対象に郵送による質問紙調査を行った。

【3、結果と考察】　郵送にて回答を依頼し、回収率は 62％（68 人）であった。診断されてい

ない子どもが 2名、精神遅滞の子どもが 5名と 30 歳～45 歳の自閉症スペクトラムの子どもを

もつ保護者のデータも分析から外し、本研究は、7歳～28 歳の自閉症スペクトラムの子どもを

もつ保護者 57 名を対象とし、診断を受けてから現在に至るまでの障害受容の気持ちの変化を

質問紙調査で明らかにした。3つの段階モデル・慢性悲哀モデル・螺旋モデルを提示し選択し

てもらい、段階モデルを選択した保護者には現在の気持ちの段階を選択してもらった。提示し

た気持ちの段階は、我が国の段階モデルの研究で代表的な鑪（1963）の段階の理論を使用した。

結果からは、段階モデル・悲哀モデル・螺旋モデルの 3つのモデルのうち、段階モデルが 70

％（40 名）悲哀モデル 18％（10 名）、螺旋モデル 5％（3名）であった。また、段階モデルに

おいての現在の気持ちの段階の内訳は、1つの段階を選択した人が 45％（18 名）、2つの段階

自閉症スペクトラムの子どもを育てる保護者の障害受容と発達

09ML60008　油井理恵子
指導教員　木原久美子

108



を選択した人が 23％（9名）、3つの段階を選択した人が 15％（6名）、4つの段階を選択した

人が 13％（5名）などであった。1つまたは 2つの段階を選択した多くの人達は、提示した 8

段階中 5段目以降の段階、〈子どもへの見通しと本格的努力の段階〉、〈努力や苦悩を支える夫

婦・家族の協力の段階〉、〈親自身の人間的成長を子どもに感謝する段階、〉〈社会的活動への参

加の段階〉と我が子に対するかかわり方も分かってきて、家族で協力し合い前向きに子育てを

している姿、子どもの障害を認めようとするがなかなかできなかった段階を乗り越え、苦悩的

体験をも克服した姿が窺えた。しかし、3つ以上の段階を選択した人達は、1段階目、2段階

目の〈子どもの障害を認めようとするがなかなかできない段階〉や〈苦悩的体験（苦悩・絶望・

不安）の段階〉などの悲哀のなかにいて、少し先の見通しがもてるようになりつつも後戻りす

る姿が窺えた。1段階目、2段階目を選択している人達は 4段階目の仲間と出会えた段階を選

択しており、1段階目や 2段階目の思いを克服するためには仲間の存在が大きいと考えられた。

慢性悲哀モデル、螺旋モデルを選択した人達からも、そのモデルなりの悲哀と段階が存在する

可能性が高いと考えられた。今回の結果は段階モデルを支持しつつも、悲哀の段階を含む事例

があることが示された。

　本研究の自閉症スペクトラムの子どもを育てている保護者は、ストレッサーをかかえつつ子

育てにエネルギーを注いでいることが分かった。同じ障害をもつ子どもの保護者、学校の先生、

親の会、療育の人、医師などの存在が自閉症スペクトラム児の保護者を支えていること、配偶

者や自分の親や子どものきょうだいなど、家族の存在が大きいことも考えられた。配偶者の協

力や医師の存在がストレッサーを軽減したり、同じ障害をもつ子どもの保護者や配偶者や子ど

ものきょうだいの存在が保護者の発達を促していることも示された。日々の子どもとの生活に

より、大変な思いをしつつ確実に障害に対する考え、我が子に対しての思いに変化が起こって

いることも明らかになった。

　その変化こそが、障害・我が子に対する価値の転換であり、自閉症スペクトラムの子どもを

育てる保護者の質的変化を伴う「保護者の発達」であると考えられるのではないだろうか。

　生涯にわたって重篤な発達の障害を残すと言われる自閉症スペクトラムの子どもをもつ保護

者に対する支援は、自閉症スペクトラムの子どものもつ特性をしっかり理解した上で、なおか

つ日々かかわっているからこその保護者の苦悩を受けとめなければ真の意味の支援はできない

ことを痛感し、自閉症スペクトラムの子どもを育てる保護者の「保護者の発達」に至るまでの

数々の思いを真摯に受けとめていきたいと考えている。
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【問題と目的】　従来，家族は暖かい支援の場であり，女性が家族役割を担うのは当然，それは

家族の幸福にも女性の幸福にもつながるとされてきた（柏木・永久，1999）。しかし，近年，

家族の機能と家族役割の問い直しが進み，家族のなかで心理的・物理的に独立した個人空間

を求める傾向が女性を中心に強まりつつあるとされ，このような現象を社会学の分野で目黒

（1987）は家族の個人化と呼んでいる。心理学の分野でも，育児だけに専念することでは女性

のアイデンティティを支えられなくなっていると言われており（岡本，1991；1995），母親の

間で，妻・母親役割以外に「個人としても生きたい」とする個人化傾向が強まっていることが

明らかにされている（柏木ら，1999；平山，1999；永久・柏木 2000）。

　人が持つ時間資源や心的エネルギー資源は個人の中では有限である。母親が家族役割以外の

個人としての生き方を実際に求めるならば，家族の関係性のための資源配分を減少させ，家族

の絆を弱めるとの見方につながる（永久・柏木 2001）。しかし，共働き夫婦において家事，育

児のほとんどを女性が担っている今日の状況（総務省，2006）から，個人としての生き方を持

つ重要性の認識は，あくまでも理想にとどまり現実のあり様とは異なると推測される。そこで，

本研究では，個人化行動を，「個人としての生き方を求める行動」と定義し，価値観の測定で

はなく，実際の行動を捉えることで母親の個人化行動と家族機能について検討する。先行研究

においては，家族について母親の側から測定したものが多く，母親以外の家族から検討された

研究は少ない。そこで，本研究では家族機能について母親だけでなく子どもにも調査を行い，

母親以外の家族成員の家族機能を測定することで，母親の個人化行動が家族に及ぼす影響を検

討する。母親が個人としての生き方を志向し，実際に個人として生きることは，社会の変化に

適した行動であり，家族の絆を弱めるといったような家族機能の低下を示すものではなく，子

どもの認知する家族機能にマイナスの影響を及ぼすものではないということを見出すことを目

的とする。

【方法】　北陸地方の公立小学校に在籍する 5，6年生とその母親 100 組と東京都下の公立小学

校に在籍する 5，6年生とその母親 88 組を調査対象とした。各小学校の教員を通し，母親用の

質問紙と子ども用の質問紙を自宅に持ち帰らせ，回答を行ってもらい再び学校に持参する形式

で質問紙調査を行った。なお，子ども用と母親用の両質問紙にはそれぞれ同一の番号をあらか

小学生を持つ母親のライフスタイルが
子どもの認知する家族機能に及ぼす影響
─母親の個人化傾向に着目して─

09ML60010　岡村　滋子
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じめ記入し，これによって子ども用と母親用の質問紙が照合できるようにした。調査時期は

2010 年 10～11 月である。子ども用の質問内容は西出（1993）の家族アセスメントインベント

リーを小学生向けに易しく作成し直した全 25 項目の質問と性別，学年である。母親用の質問

内容は西出（1993）の家族アセスメントインベントリーと，百瀬（2009）の「個」として生き

る志向尺度を，行動を問う質問内容に変更した全 21 項目の質問と，年齢，学歴，職業，働い

ている場合は労働時間，そして家族構成，自分の母親が働いていたかどうかを尋ねるものであ

る。

【結果と考察】　本研究では，親子で揃っているデータ 116 部を分析対象とした。分析対象者は，

小学 5年生が 59 名，小学 6年生が 57 名（男子 53 名，女子 63 名）で，その母親の平均年齢は

40.6 歳（SD 4.16）であった。子どもの認知する家族機能と母親の認知する家族機能を母親の

「個」として生きる行動と検討するために t検定を行ったところ，「個」として生きる行動得点

高群は低群よりも子どもの認知する家族機能得点（t（114）=2.28，p<.05）と母親の認知する家

族機能得点（t（114）=3.05，p<.01）が有意に高かった。このことから，母親の「個」として生

きる行動は，子どもと母親の認知する家族機能にポジティブな影響を与えていたことが示唆さ

れた。母親が家庭での役割以外の行動を行っていることは，母親だけでなく子どもの認知する

家族機能を高める要因となっていると考えられる。

　子どもの手本となる母親が母親という役割だけではなく，家庭外へ達成感を求め，交友関係

をひろげることは，母親の生活の満足度を上昇させ，それに伴って家族機能を高く認知するこ

とができるのではないかと考えられる。母親が「個」としての生き方をすることで達成感を味

わい，自分のライフスタイルを確立し，その母親をみて育つ子どもも母親と同じように家族機

能を高く認知すると考えられる。

　母親が「個」として生きる行動を行いながらも家族機能を高く認知しているということは，

子どもをもつという選択が，女性にとってマイナスにならないような条件を模索し，その上で

価値ある子どもをもちたいと考えているのではないかという指摘（柏木ら，1999）と一致する

と考えられる。

　母親が「個」として生きることは，家族の絆や家族への関心を弱めることを意味するのでは

なく，母親が自分の時間を持つことが可能となりつつある家族のあり方と考えられる。「個」

として生きる行動と年齢や学歴などさまざまな属性との検討において関連はみられなかった

が，母親が「個」として生きていても子どもが認知する家族機能にマイナスの影響はないとい

うことが明らかにされた。子どもが認知する家族機能は母親と子どもがかかわる時間の多さで

はなく，かかわりあいの質に関係がある可能性が考えられる。本研究において，母親の意識の

うえでは，母親が家庭での役割と家庭外での「個」としての行動をバランスよく両立すること

が家族機能を高めることが示唆された。
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【問題】　近年，医療技術の進歩やQOLの向上にともなって，臨床心理士（以下，CPと表記）

の活動範囲は，従来主たる領域となっていた精神科にとどまらず，心療内科をはじめ小児科，

産婦人科，歯科など臨床各科に拡大してきた（佐々ら，1993）。CPの役割は多岐にわたって

おり，眼前のクライエントの話を聞くだけでなく，クライエントを取り巻くさまざまな職種の

専門家と一緒に関わることが以前にも増して求められている（岸本，2008）。

【目的】　本研究では，CPと病院内での同一科内他職種との連携プロセスを記述的に明らかに

し，今後CPが他職種とどのように関わっていくことがよいか検討して実践活動への示唆を得

ることを目的とする。

【対象と方法】　対象は，病院に勤務しているCP8 名とした。面接は 30 分程度の半構造化面接

を行い，『臨床歴と病院での勤務歴』『どのような連携を行っているか』『他職種と連携する際

の問題点は何か』『連携を行うために工夫していることは何か』『先生にとって連携とは何か』

『連携への考え方が病院に入った当初から変化したか』『今後の連携についてどのように考えて

いるか』をメインの質問項目とした。

　分析方法は，木下康仁（2007）の修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチの手順を参

考にして分析した。まず逐語記録を作成し，概念生成を行った。次に，概念からカテゴリー，

およびコアカテゴリーを形成した。最後に，概念やカテゴリー間の相互関係を表す結果図，お

よびストーリーラインを作成した。

【結果と考察】　8名の面接データを分析した結果から，43 の概念が生成された。さらに，43

の概念から 11 のカテゴリーが生成され，最終的に 5つのコアカテゴリーに集約された。結果

図は以下の図 1のようになった。

　連携を困難にする要因には，CPに関係している要因と環境的要因があり，困難に対して

CPはある程度のスタンスを持ちながら，直接的に対応していた。しかし，環境的要因によっ

て困難になった場合，CPが対応しているという概念は抽出されなかった。これは，環境的要

因に対応するには長期的な対応が必要であり，CPが即時対応できないということではないだ

ろうか。

　病院勤務当初は，医療職に対してライバル心を持っていたり，関係性の範囲が狭いことに問

題を感じなかったりと，連携意識が低いことが多かったと考えられる。しかし，病院で勤務す

病院内における臨床心理士と他職種との連携プロセス
─病院勤務をしている臨床心理士を対象とした面接調査─

09ML60011　高木　義弘
指導教員　池田　政俊
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るにつれ，連携の重要性を認識するように変化していった。この変化は患者を支援していく際，

CP一人で動くことに限界を感じ，他職種との連携が必要になるとCPが認識するようになる

からではないか。

　今後の課題は，CPの専門性の向上や医学知識の習得などCPの資質を向上させることと，

病院内の連携システム構築や心理職の意義や役割をアピールするなど，連携に向けて他職種に

働きかけることの 2点に集約された。

　以上のように，CPがチーム医療の中で他職種と関わっていく際，情報共有や目標統一のた

めにCPが他職種と話す時間を見つけたり，連携を行う際の下地作りとして他職種との関係性

を構築するなどの工夫を行い，積極的に他職種と関わることが必要だと考えられる。また，与

えられた仕事をこなして他職種に認めてもらうことも重要である。他職種に向けて長期的に働

きかけ，システム作りに貢献していくことがCPとしてチーム医療に寄与することになるので

はないだろうか。

連携を困難にする要因

○心理士の要因による連携の困難
・所見を書くことの難しさ
・時間のなさ
・病院での居場所のなさ
・心理士の動き方による他職種との摩擦
・住み分けの難しさ

○環境的要因による連携の困難
・システムの未構築による医師とのズレ
・医師優位の方向性

連携に影響を与える要因
○個別の差異
・医師ごとのスタンスの違い
・所属科による心理士の考え方の違い
・所属による心理士の動きやすさの違い

○ポジティブな外的要因
・医師からのアプローチ
・患者による医師と心理士の繋ぎ

○連携を円滑にする直接的方法
・口頭，カルテでの情報共有
・時間を見つける
・医療職への伝え方
・所見報告内容の選択
・医師に心理への理解を深めてもらう
・目標統一のための話し合い
・心理士の意図を医療職に伝える

○心理士が意識しておくこと
・心理士の専門性
・心理士業務としての検査
・潤滑油としての役割
・心理士同士の繋がり

○連携を行う際の心理士のスタンス
・心理業務中心の対応

・心理業務以外の対応によるチームへの
溶け込み方

・心理士としてのジレンマ

連携が円滑となる要因

○病院勤務当初の連携に対する考え方
・医療職へのライバル心
・関係性の範囲の狭さ

・病院勤務当初からの連携意識

○現状の連携に対する考え方
・チームで動く必要性
・医療職との関係性構築の必要性
・情報共有のための下地作り
・患者への多角的視点の必要性
・体験的な他職種理解

・情報共有
・役割分担
・サポートとしての心理士
・連携のあたりまえさ

連携の考え方に対する変遷 今後の課題

○心理士の個人的な資質の向上
・心理士の専門性の向上
・医学知識の習得

○他職種連携に向けて
・効率の良いシステム作りの必要性
・心理をアピール

図 1　病院内でのCPと他職種との連携プロセスの結果図
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【目的】　悪い結果が予測されるにもかかわらず頻回に繰り返され、自己統制の欠如が示唆され

る行動は嗜癖的行動と呼ばれ、現在は薬物依存やタバコ依存、ギャンブル依存、買い物依存、

といった言葉によって日常的に用いられている。

　本研究では、薬物の摂取を必要とする嗜癖的行動として喫煙行動（摂取する薬物はニコチン）

を、薬物の摂取を必要としない嗜癖的行動としてギャンブル行動を対象とした。そして、第 1

研究として質問紙調査を用い、第 2研究としてMRI 装置を用いた実験を行い、嗜癖的行動前

後の状態の比較を通して、嗜癖的行動間の共通点・相違点から嗜癖的行動の治療及び維持メカ

ニズムに関する示唆を得ることを目的とした。

【第 1研究の方法、結果】　第 1研究では、個別記入式の質問紙である「気分調査票尺度」、

「VAS尺度」、「依存度スクリーニング尺度」を用い、対象（タバコ条件、ギャンブル行動条件、

その他条件）となる行動への依存度と、行動前後の気分及び行動前後で生じた気分変化との関

連について調査した。質問紙調査は帝京大学および慶應義塾大学の講義内で行い、121 名（男

性 70 名、女性 51 名）の回答を得た。回答者はタバコ、ギャンブル行動、その他の 3条件に分

けられ、さらに各条件は依存度高群、依存度低群に分けられた。行動前後の気分に関する「気

分調査票尺度」の尺度得点、行動前後の気分変化に関するVAS評点（「VAS尺度」の行動前 -

行動後の得点）を算出し、多変量分散分析を行った結果、タバコ依存度の高い者は他の条件と

比較して、喫煙前から喫煙後にかけてより大きな「くつろぎ」感の気分変化を自覚しており、

喫煙によってくつろいだと感じていることが示された。また、ギャンブル依存度高群はギャン

ブル依存度低群よりも「抑うつ」の気分変化を大きく自覚しており、ギャンブル行動前から後

にかけて、抑うつ気分が増大していた。このような結果から、嗜癖的行動間では行動の結果と

して生じる気分の変化の様相は異なり、さらに特定の気分に関しては依存度の高い者の方が依

存度の低い者よりも変化が大きいことが明らかになった。

【第 2研究の方法、結果】　次に第 2研究として、タバコ依存度の高い者を喫煙群（男性 4名、

女性 1名）、非喫煙者を統制群（男性 3名、女性 2名）とし、MRI 装置を用いて喫煙関連刺激

（タバコと関連した写真）及び統制刺激（風景写真）を呈示されている際の脳活動を測定し、

禁煙時に喫煙関連刺激を呈示された際の脳活動と喫煙後（統制群の場合は 20 分間の休憩後）

に喫煙関連刺激を呈示された際の脳活動を調査し、喫煙前後で生じた脳活動の変化についても

検討した。なお、第 2研究で行ったすべてのMRI 撮影実験は、慶應義塾大学人文グローバル

「嗜癖的行動」の治療に関する基礎的研究

09ML60012　阿部　正信
指導教員　高田　孝二

114



COE・MRI 運営委員会が定めたMRI 安全倫理委員会、および慶應義塾大学文学部研究倫理委

員会、慶應義塾大学医学部研究倫理委員会において審議・承認されており、慶應義塾大学と帝

京大学の共同研究として行った。そして、MRI 装置による脳活動の測定の前後に個別記入式

の質問紙を用いて喫煙渇望を測定し、喫煙の前後に唾液アミラーゼ活性を用いてストレスレベ

ルの測定を行った。分析は、喫煙関連刺激を呈示されている際の脳活動と統制刺激を呈示され

ている際の脳活動の差を、禁煙時・喫煙後それぞれで算出し、比較した。その結果、タバコ依

存度の高い者は喫煙関連刺激を呈示された際、後頭葉、頭頂葉、前頭葉の一部が有意に活動し

ていた。また、禁煙時における喫煙関連刺激に対する脳活動と喫煙後における喫煙関連刺激に

対する脳活動を比較した結果、有意差は無かった。なお、統制群に関しては、喫煙関連刺激と

統制刺激間において有意差は無かった。本実験の結果より、タバコ依存度の高い者は禁煙時お

よび喫煙直後においても喫煙関連刺激に対して視覚的な注意が向きやすい状態にあり、禁煙時

のみならず喫煙後においても容易に渇望が増加しやすい状態であることが示唆された。

【結論】　本研究では、嗜癖的行動を遂行する過程で生じた気分変化に関しては、嗜癖的行動間

での相違点が明らかになり、タバコ依存度が高い者における喫煙関連刺激を呈示された際の脳

活動に関しては、禁煙時のみならず喫煙直後もなお、渇望が高まりやすい状態にあることが示

唆された。したがって、治療及び今後の研究を行うに当たっては、これまで行われてきたよう

な、薬物依存を対象としていた方法論をそのまま薬物の摂取を必要としない嗜癖的行動へと援

用するのではなく、個々の嗜癖的行動の特徴に沿う必要があり、さらに禁断後のみならず嗜癖

的行動後（例えば喫煙後）にもまた焦点を当てる必要があることが示唆された。
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【問題と目的】　円形脱毛症（AA：alopecia areata）は後天性AAの中で最も頻度が高く，研

究報告により差はあるが，日本では人口の 1～ 2％が発症する。発症に性差はなく，いずれの

年代でも生じうる（伊藤 , 1999），一般にも広く知られている皮膚疾患である。症状は 5円玉

から 500 円玉大くらいの脱毛巣が単発する単発型，複数個の脱毛巣が癒合する多発型，脱毛が

全頭，時には全身に及ぶ汎発型などの型がある。病因としては，遺伝素因に基づく自己免疫異

常説が有力であるが，詳細はわかっていない。脱毛面積が 50.0％以上のAAの回復率は，わず

か 3.7％であるとの報告もある（Tosti, Bellavista, ＆ Iorizzo, 2006）難治性の疾患である。AA

は生命に影響を及ぼすものではないが，全頭型や汎発型などの重症例の見た目に深刻な影響を

及ぼす。髪型はその人の性格や行動特性を推測する要因となる（金子 , 2007）ため，特に髪の

脱毛は，精神的な負担が大きく社会生活をおくる上で困難が生じていると考えられる。そのた

め，社会生活をおくる上で，義髪（ウイッグ，かつら）をつけている者は多く，義髪をつける

ことがAA患者のQuality of life（QOL）を高めている（中島 , 1999）との報告もされている。

しかし，義髪がQOLを高める一方，義髪をつけている事を知られてしまうことやAAである

ことを隠していることへの精神的困難を感じているものも多いと考えられる。AA患者のよう

に，精神的困難を抱えている人にとっての自己開示（Self-disclosure）は，身体健康上，また

精神的健康上，重要な効果があることが示されている（Cohen ＆Wills, 1985）。しかし，開示

内容の深刻さが高い状況では，内容の深刻さが低い状況に比べ，自己開示に抵抗を感じること

が示されている（片山 , 1996）。AAは開示内容が深刻なものと考えられるため，開示が精神

的健康を促すとは一概に考えられない。　　

　AA患者の社会生活における精神的状態やメンタルヘルスに関する研究は，日本ではあまり

みられない。海外の研究においては，AA患者が様々な精神的困難に陥ることが示唆されてい

る（Manolache ＆ Benea, 2007；Tucker, 2009）。そこで，本研究ではAA患者の自己開示度

と自己開示に対する抵抗要因が精神的健康にどのような影響を及ぼすのかを検討する。また

AA患者の精神的健康度が年齢，病歴，症状などによってどのように変化し，その間にはどの

ような関係があるのかを検討する。

【対象と方法】　AA患者会の会員 199 名に対して，質問紙調査を行った。質問紙は，精神的健

康度を測る日本版GHQ28，榎本（1997）の開発した自己開示質問紙ESDQをもとに項目選択

した 12 項目を父親，母親，最も親しい友人，一般的な友人に対して行ったもの，どのように

脱毛症の精神的困難と自己開示

09ML60013　村松　丈司
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116



感じた時に自分のことについて話すのをためらうのかを問うものである松島（2004）の自己開

示抵抗要因尺度，および性別・年齢・病歴・義髪の有無・同病の友人の有無・病状，自由記述

などで構成されたフェイスシートからなる。

【結果と考察】　有効回答は 100 名（男性 21，女性 79）であり，分析対象者の年齢は，13～80

歳（平均 37.50 歳，標準偏差 13.40 歳）であった。本研究の結果，AA患者は健常者に比べて

GHQ28 の 4 つの下位尺度すべてで精神的健康度が低いことが示され，精神面でのサポートが

必要であることが示唆された。自己開示度と精神的健康の関連は，父親と母親においては自己

開示を適度に行う中位群が，上位群および下位群より精神的健康度が高くV字型の線形を示

し，最も親しい友人に対してはやや逆のV字型の線形を示し，一般的な友人に対しては直線

的な関係という結果となった。　　　　　　

　因子分析の結果、最も親しい友人に対する自己開示でのみ，AA関連と一般的悩みの 2因子

構造を示し，AA患者は最も親しい友人に対してAAを開示するかを意識していることが示唆

された。精神的健康との関連を見ると，AA関連の開示においてGHQ身体症状では開示度が

低い下位群の健康度が高く，GHQ不安と不眠では適度に開示を行う中位群の健康度が高いと

いう結果となった。また一般的悩みの開示では，自己開示度が高い上位群がGHQ不安と不眠，

GHQ社会活動障害，GHQ抑うつ傾向の面で概ね健康度が高いという結果となった。これは，

AA関連の自己開示については一概に行えば精神的健康が高まるということはないが，一般的

な悩みの自己開示については自己開示度を高めることによって精神的健康も高まることを示唆

している。

　自己開示に対する抵抗に関しては，開示を不安に感じている人の精神的健康度が低いという

結果となった。自己開示に対して不安に感じていることが精神的健康に悪影響を及ぼすことに

つながるため，AAの開示に関しても，例えば明るい雰囲気で伝えるなど自分に合った方法を

考え開示し，回数を重ねることや相手から良い反応をもらうことで不安が軽減されるのではな

いかと考えられる。また，AA患者に関わる人たちは，AA患者が自己開示をした際には批判

は控え受容的に接することで自己開示に対する不安感が低下し，精神的健康度が高まるのでは

ないかと考える。さらに本研究では同じAAの友人がいることで精神的健康度が高まること

が示されたことから患者会などを有効に活用することも重要ではないかと考える。

　今後の課題として，開示の程度だけではなく，開示の質についても問うていく事の重要性が

あげられ，面接調査などの実施により，より個人の物語に焦点をあて調査をすることにより

AAの理解が進むのではないかと考える。また本研究では，AA患者会で調査を行った。結果

は，患者会の結果であり，AA患者全体の結果とみることは難しいことがあげられる。今後は，

患者会に所属していないAA患者への調査も必要であると考える。
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【問題と目的】　Frankl（1963）は、意味を求めることが人間の根本動機であるとし、その意味

への意志が満たされない時に陥る意味喪失感を実存的空虚と呼んだ。笠原（1978）は、空虚感

と青年期心性との関連を指摘しており 、空虚感と青年期発達は密接な関連があると考えられ

る。つまり、空虚感を抱くことは発達上の欠陥というわけではなく、正常な発達過程上必須の

1つの危機経験として意味を持つとされている（Hazell, 1984a, 1984b）。

　適応感とは、個人の適応の 1指標とされる状態であり（谷井・上地 , 1994）、青年期におい

ては、友人関係が学校への適応感と最も関連することが報告されている（大久保 , 2005）。

　Caplan（1974）は、ソーシャルサポート（以下 SS）を「家族や友人、隣人など、ある個人

を取り巻く様々な人々からの有形・無形の援助」と定義し、それが十分に得られる時に、人は

ストレスフルな状況に最もよく対処するとした。そして、嶋（1992）は、青年期における、同

性友人からの SSが心理的健康状態を予測するものとして重要であるとした。

　従って、青年にとって適度な空虚感は正常であるが、過剰であると心理的健康に悪影響を与

えると考えられる。そこで、本研究では青年期のメンタルヘルスを支援する上での一助として、

友人からの SSが、大学生が抱く空虚感の緩和にどのような影響を与えるのかを明らかにする

ことを目的とした。学年が進むにつれて、SSの受容と空虚感の低下が大学生活への適応感に

影響すると考えられる。また、SSの提供者である友人が大学内にいるか否かは、空虚感と適

応感に影響を与えると考えられる。

【方法】　2010 年 6 月下旬から 7月上旬、都内私立A、B大学の 1年生から 4年生を対象に質

問紙調査を行った。使用した尺度は、①実存的空虚感尺度（浦田 , 2005）27 項目、②大学生用

ソーシャル ･サポート尺度（久田・千田・箕口 1989）16 項目、③大学生用適応感尺度（大久

保 , 2005）30 項目である。②の質問紙は「友人」からの項目のみを使用し、回答の際は「援助

を受けていると考えられる特定の友人を思い浮かべて下さい」との指示を与え、記述して貰っ

た。思い浮かばない場合は未回答のまま進んで貰った。

【結果と考察】　都内私立A大学、B大学にて質問紙調査を行い、有効回答数 354 名（女性 166

名、男性 188 名）を分析の対象にした。実存的空虚感尺度得点を各学年で比較した結果、学年

間で有意差は無かった。また、実存的空虚感尺度得点を SSの提供者別で比較した結果、大学

大学生が抱える空虚感に対する
友人からのソーシャルサポートの影響

─適応感に着目して─

09ML60014　片岡　　歩
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内に提供者が居る青年が最も空虚感を抱きにくいことが示された。しかし、大学 3年生におい

て、空虚感を強く抱いている青年の方が、SSを多く感じている。3年生は、学業面、交友関

係共に変化が最も大きい時期であるとされている。それ故に空虚感を抱きやすいと考えられ、

そのため空虚感を緩和すると考えられる SSをより感じやすいと思われる、これらのことから、

空虚感は慢性的に抱くものであるが、SSを与えてくれる友人がより自分に近い大学内にいる

と緩和されると考えられる。

　大学生用適応感尺度を各学年で比較した結果、「居心地の良さの感覚」「被信頼・受容感」「劣

等感のなさ」の 3因子において、2年生と 4年生の間に有意差が見られた。2年生は 1年生の

時よりも学生生活全般に適応してきているものの、今まで以上の変化を求めようとする意識が

低下する時期である。一方 4年生は、大学内に自分の「居場所」を見つけ、自分自身が行うべ

き役割を確立する時期である。そのため、2年生よりも 4年生の方が大学生活に適応している

と感じることは妥当であると考えられる。また、大学生用適応感尺度を SSの提供者別で比較

した結果、大学内に提供者が居る青年が最も適応感が高く、学年別に見ると、1、3、4年生に

その傾向が見られた。適応感は 4年生で最も高くなるが、2年生で一時的に低下するため、学

年の上昇と関連しないことが示されたが、概ね SSを与えてくれる友人が大学内に居ると適応

感は上昇すると言える。

　空虚感、適応感、SSが学年によりどのように影響しあうか、パス図を用いて検討を行った

結果、各学年によって各々に与える影響力に違いが見られた。1年生では仮説通り、SSが適

応感にポジティブな働きをし、空虚感は SS、適応感にネガティブな働きをするという結果に

なった。2年生では、SSと適応感に影響していないという結果が示された。2年生は、今まで

以上の変化を必要としないと考えられるため、大学に適応するために必要であるとされる SS

を感じる割合が他学年よりも少ないと考えられる。3年生では、SSが空虚感に影響を与えて

いないという結果が示された。3年生は、学業面や交友関係においてあらゆる変化が現れる時

期である。それ故、本来であれば空虚感に対して有意に働くとされる SSを多く必要とする時

期だと思われるが、空虚感の高まりにより、これまで感じていた SSを感じづらくなる時期で

あると想定される。4年生では、空虚感は適応感に影響を与えていないという結果が示された。

4年生は、それまでの 3年間で自分の居場所を大学内に見つけ、役割も獲得している時期であ

ると思われる。そのため、空虚感を感じていても、自分がこれまで築き上げてきた物があるた

め、空虚感を感じていても適応していくことが出来るようになっていると思われる。

　大学生活の 4年間は、各学年によりライフスタイルが異なると言えるが、その中で様々な面

で青年を支えるのが友人の存在０－であると考えられる。
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【問題と目的】　現代社会を生きるためには、目的を達成するために必要な行動を自己制御する

能力が必要不可欠であるといえる。そして、その自己制御には時間的志向性が大きく関係して

いることが考えられる。そこで、本研究では、自己制御を“目的を達成するために必要な行動

を適切に制御する能力”と定義し、方略的側面と制御的側面の 2側面から成り立っていると考

えた。そして、現在と未来の志向性に注目し、時間的志向性と自己制御機能との関連を検討し、

未来志向が自己制御にどのような影響を及ぼすかについて検討することを目的とする。

【予備調査】　本研究ではまず、目的達成の方略的な行動を自己制御することに焦点を当てた自

己制御尺度を作成することとした。調査対象者は、臨床心理学専攻の大学院生 25 名であった。

調査は自由記述による回答を求めた。その結果、方略的側面は、「計画の立案・調整」、「方法・

手段」、「環境の調整」、「実行・動機づけ」の 4つに分類された。また、制御的側面は、「睡眠

抑制」、「計画維持」、「持続的実行」の 3つに分類された。上記の自由記述で得られた結果を参

考に、自己制御尺度の質問項目を作成した。最終的に方略的側面から 10 項目、制御的側面か

ら 5項目の計 15 項目を自己制御尺度の質問項目とした。

【方法】　調査対象者は、関東圏内の大学生 509 名（男 315 名、女 194 名）であった。回答に

不備のあったものを除き、最終的に 486 名（男 300 名、女 186 名）、平均年齢歳 19.02（SD＝

1.03、range 18-27）を対象に分析を行った。2010 年 10 月中旬に調査を行った。大学構内で、

講義を担当する教員の了承を得た上で、授業時間の一部を利用し、集団形式によって実施した。

用いた尺度は以下の 3つである。（1）時間的志向性尺度、（2）自己制御尺度、（3）行動評価尺

度。なお、（1）（3）の尺度は既存の尺度を参考に、筆者が独自に作成したものであり、（2）の

尺度は予備調査で作成されたものである。

【結果と考察】　時間的志向性尺度ついて、因子分析を行い、固有値の推移および解釈可能性か

ら 2因子を採用した。項目内容から、第 1因子を＜未来志向＞、第 2因子を＜現在志向＞と命

名した。＜未来志向＞と＜現在志向＞の間には相関が認められなかったことから、異なるもの

を測っているだけでなく、両者は共存しうることが考えられる。そのため、本尺度の特徴とし

て、尺度全体の合計得点を捉えるのではなく、下位尺度の得点に注目することで、志向性のバ

ランスを捉えることができるといえる。次に、自己制御尺度について、因子分析を行い、固有

値の推移および解釈可能性から 2因子を採用した。項目内容から、第 1因子を＜行動制御＞、

未来志向が自己制御に及ぼす影響

09ML60015　　来栖　翔悟
指導教員　繁桝　算男
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第 2因子を＜計画制御＞と命名した。さらに、行動評価尺度について項目分析を行った。G－

P分析と I－T分析の結果から、不適と判断される項目を削除し用いた。それぞれの尺度つい

て信頼性係数を算出したが、時間的志向性尺度の下位尺度である＜未来志向＞以外は、十分な

信頼性を得ることが出来なかった。しかし、項目数の少なさや、項目の内容に著しく方向の違

った項目は含まれていなかったので、本研究ではいずれも使用に耐えうる尺度であると判断し

た。自己制御尺度合計と、その下位尺度である行動制御と計画制御は全てにおいて行動評価尺

度と正の相関が示された。これは構成概念妥当性が支持されたといえる。

　各尺度間の相関関係を算出した結果、未来志向と現在志向はともに自己制御尺度全体と弱い

正の相関が示された。これは、時間的志向性が自己制御に影響を及ぼし得る働きをすることが

示唆された。特に、現在志向よりも未来志向のほうが自己制御全体との相関が有意に高いこと

が示されたことから、未来志向が強い者は現在志向が強い者よりも目的達成のための自己制御

がより働くことが考えられる。時間的志向性と行動制御では、未来志向は弱い正の相関を示し

たのに対して、現在志向とは有意な相関が認められなかった。また、時間的志向性と計画制御

では、両志向ともに弱い正の相関が示され、時間的志向性は計画の制御に影響を及ぼし得る働

きをするといえる。以上より、自己制御の全ての機能に未来志向優位であるとは言えなかった。

自己制御全体としては未来志向が優位な結果となったが、自己制御の下位尺度とは志向性に差

は認められなかった。時間的志向性と行動評価では、未来志向とは中程度の正の相関が示され

たのに対して、現在志向は有意な相関は認められなかった。以上より、行動制御と行動評価の

2側面から、未来志向は行動を生起させるために必要な要素と言えよう。

　続いて、時間的志向性の未来志向的側面と現在志向的側面のバランスによって自己制御との

関連が異なるかを検討するために、調査対象者を＜未来志向＞、＜現在志向＞の各得点の高群、

低群の 4つの型（「両高型」：現在志向、未来志向ともに高い群。「現在型」：現在志向が高く、

未来志向が低い群。「未来型」：現在志向が低く、未来志向が高い群。「両低型」：現在志向、未

来志向ともに低い群。）に分類した。その結果、「両高型」137 人（28％）、「未来型」90 人（18％）、

「現在型」129 人（27％）、「両低型」130 人（27％）となった。そして、時間的志向性の 4つの

型と自己制御機能の関係について、自己制御尺度の合計得点および 2つの下位尺度得点と行動

評価の合計得点ごとに分散分析を行ったところ、全てにおいて 4つの型における主効果が見ら

れた。どれも「両高型」「未来型」「現在型」「両低型」の順に得点が高かった。しかし、時間

的志向性のバランスによって自己制御への影響が異なることがわかった。自己制御機能には未

来志向と現在志向のバランスは重要であるといえ、計画制御においては特に影響を受ける繊細

な機能であることが窺える。

　以上より、未来志向は自己制御にとって機能を高める可能性があることが示唆された。しか

し、現在志向も重要な働きを担うことが考えられる。そのため、時間的志向性をバランスよく

備え、適度な自己制御を働かせることが最もよい状態であり、適応的であると考えられる。
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