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2011 年度　大学院臨床心理学専攻
修士論文要旨

学籍番号 氏名 担当教員 修士論文題目

09ML60016 山﨑　淳也 元永　拓郎 児童養護施設入所児童の家族イメージの変化に関する
研究―家族関係再構築プロセスに着目して―

10ML60001 高橋　紫織 張田　真美 中学生における不登校傾向と親子関係イメージとの関
連―円環イメージ画を用いて―

10ML60002 安野　摩耶 元永　拓郎 大学生の学生相談機関への来談意思に関する研究
―どのような工夫が来談意思を促進させるか―

10ML60003 清水　啓介 木原久美子
学級における居場所感とソーシャル・サポートが、自
己肯定意識の形成に及ぼす影響―大学生による中学生
期の振り返りの分析―

10ML60005 谷口.桃子 張田.真美 児童養護施設職員による入所児童の問題行動への働き
かけ―その中で起こる関係性変容に着目して―

10ML60006 會田　麻莉 大江　朋子 競争的対人相互作用が自尊感情および抑うつ状態に及
ぼす影響―勝敗の意識を操作した実験的検討―

10ML60007 岩田　瑞穂 森脇　愛子 大学生における携帯メールでのコミュニケーションで
生じるストレスと「ひとりでいられる能力」との関連

10ML60008 佐藤　恵美 池田　政俊 大学生の境界性パーソナリティ特性と創造性
―独自性欲求に着目して―

10ML60009 常山美和子 池田　政俊 大学生の自尊感情と自己愛傾向
―小学生時の親への愛着との関連―

10ML60010 武田　英彦 毛利　伊吹 成功体験・失敗体験に関する自伝的記憶と大学生の進
路選択行動との関係

10ML60011 冨樫　恵理 池田　政俊 大学生における過去のいじめ被害体験と現在の友人関
係―社会的スキルに着目して―

10ML60012 石川　　直 繁桝　算男 他者の存在が独裁者ゲームに及ぼす影響

10ML60013 岡部　健二 元永　拓郎 定年を迎えた男性が地域活動に参加する動機とその促
進要因─子育てボランティアを中心に─

10ML60014 飯塚小百合 木原久美子 自閉症児の療育における関与者の省察の変容プロセス
―関係発達の視点からの検討―
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児童養護施設入所児童の家族イメージの変化に関する研究
―家族関係再構築プロセスに着目して―

09ML60016　山﨑　淳也
　　　　　　　　　　　　　　　　　指導教員　元永　拓郎

【問題】　現代社会における要保護児童は年々増加の一途をたどっており、児童養護施設へ
入所する児童も増加の傾向にある。様々な要因によって家族から分断された子ども達にとっ
て、家族イメージとは「恨みによる悪いイメージ」であり、「永遠の同伴者」としての家族
の存在は子ども達の心に形成されないとしている。このような状況の中、近年、児童養護
施設では家族再統合を目指して家族関係再構築への取り組みが行われている。本研究では、
入所児童がどのようなプロセスで家族との関係性を再構築していくのかに着目し、家族関
係再構築に向けた取り組みについて論じる。また、その取り組みにより、入所児童の家族
イメージにどのような変化を与えるのかについて論じたい。

【目的】　本研究では、児童養護施設に入所する児童が入所期間中に、家族イメージをどの
ように変化させていくのかについて家族関係再構築プロセスとの関連で検討する。調査 1
では、家族関係再構築プロセスを調査する。調査2では、子どもの入所時と現在の家族イメー
ジについて調査する。そして、これらをもとに家族関係再構築プロセスと子どもの家族イ
メージとの相互の影響の及ぼし合いについて検討し、心理的支援のあり方について若干の
考察を行う。

【対象と方法】　首都圏郊外にある児童養護施設Aを対象施設とし、調査 1では、対象児童
の担当職員 3名、ファミリーソーシャルワーカー（以下、FSWとする）、心理職の計 5名
を対象とし、調査 2では、入所児童（男児 3名、女児 2名）計 5名を対象として調査を行った。
調査 1、調査 2では、事前に作成した面接のプロトコルに沿って半構造化面接を行った。面
接の内容は、調査 1では、「家族関係再構築プロセス」と「「家族関係再構築プロセスによ
る家族の変化」を中心に尋ねた。調査 2では、「入所時の家族イメージ」と「現在の家族イメー
ジ」を中心に尋ねた。面接においては、IC レコーダーへの録音許可をもらい、後に逐語記
録を作成し、戈木（2008）によるグラウンデッド・セオリー・アプローチをもとに分析した。
さらに調査 2では、より豊かな家族イメージを表現出来るように描画法（S-HTP）を用いた。
また、入所時の家族イメージとの変化を見るため、入所時に描かれた描画（HTPP）から家
族関係が反映されやすいHouse を用いて分析した。分析は、三上直子（1995）による「S-HTP
法－統合型 S-HTP 法による臨床的・発達的アプローチ－」に基づき行った。なお、描画に
おいては、論文掲載の承諾が得られた描画のみを補助的に使用した。
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調査 1、調査 2の結果を踏まえ、戈木（2008）によるグラウンデッド・セオリー・アプロー
チに基づき、状況、行為・相互行為、帰結に分けモデル図を作成し、家族関係再構築プロ
セスと子どもの家族イメージの変化について考察した。

【結果と総合考察】　家族関係再構築プロセス調査（調査 1）では、施設は子どもが入所した
段階から家族関係再構築に向けた親子への働きかけを行っていた。まず、今後の子どもと
家族との関わり方について、児童相談所の児童福祉司と施設が連携して、短期・中期・長
期の計画を作成していた。その後、施設は、家族関係再構築のための取り組みとして、「親
に対する子どもとの関係作りに向けた働きかけ」、「子どもに対する親との関係作りに向け
た働きかけ」、「親子の関係作りに向けた働きかけ」、｢入所の経緯を子どもに説明｣ するな
どの働きかけが行われていた。それにより、「親子の共有時間の増加」、「外泊中の体験の変化」
など、「家族関係再構築のプロセスにおける親子の変化」が表れていた。
　家族イメージ調査（調査 2）では、入所時の家族イメージとして、「体験に基づくマイナ
スイメージ」、「入所に伴うマイナスイメージ」、「曖昧なイメージ」、「漠然としたマイナス
イメージ」が挙げられた。これらのイメージは、「入所後の家族交流」や「家族交流を通し
て体験」をする中で、現在では、「ポジティブなイメージ」、「ネガティブなイメージ」、「頼
れない親のイメージ」、「客観的なイメージ」へと変化していた。また、描画においては、
入所時に描かれていた家に比べ、かなり大きく描かれていることから家族の存在価値や家
族への依存度が高まっていると推測され、人と家の関係性からは、子どもが家族との関係
性に拠り所を求めていると推測される。
　調査 1と調査 2より、入所児童の家族イメージは、家族関係再構築プロセスの具体的な
取り組みにより変化していることが明らかとなった。これは、「外泊を体験してのポジティ
ブな体験」、「外泊を体験してのネガティブな体験」、「行事を通した親子の交流」、「他の家
族からの体験」、「施設生活からの体験」が変化の要因として挙げられた。入所児が描く家
族イメージとは、家族関係再構築への取り組みの中で、どのような体験をするのかにより「ポ
ジティブなイメージ」、「ネガティブなイメージ」、「頼れない親のイメージ」、「客観的なイメー
ジ」というように断片的なイメージが作られていることが分かった。家族関係再構築とは、
入所児の家族イメージを「ポジティブなイメージ」に変化させていくことが目標なのでは
なく、「ネガティブなイメージ」を持つことがあっても、それらを受け入れることが出来る
ことを目標とするべきであると考える。
　これらのことから本研究では、断片的な家族イメージを「統合された家族イメージ」へ
と繋げていく、「家族関係再構築のための新たな支援」の必要性が浮かび上がった。しかし、
家族イメージを統合するためには、より綿密な心理的援助が必要であると考える。そのた
めには、子どもが「自分は親から大切に思われている」という体験や「家族の中に存在感
が確認できる」という体験が出来るような取り組みや心理的援助をしていかなければいけ
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ない。また、それと並行して心理職は、親との関わりにおいて、親に対するカウンセリン
グや心理教育、養育相談など、親のサポートも重要であると考える。担当職員と心理職が
家族関係再構築に向けて連携して取り組んでいくことが「家族イメージの統合」に近づく
ものであると考えられる。
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中学生における不登校傾向と親子関係イメージとの関連
―円環イメージ画を用いて―

10ML60001　高橋　紫織
指導教員　張田　真美

【問題と目的】平成 22 年度における中学生の不登校人数は，93296 人であり，37 人に 1 人
いる状態である。文部科学省は，年間 30 日間以上の長期欠席をした者を不登校と定義し
ているが，石川（2000）は，この定義に当てはまらない現代型の不登校に注目している。
五十嵐・萩原（2004）においても，登校しつつ登校回避がある状態は，不登校に至らない
までも学校生活を楽しむことに困難が生じており，欠席の有無に関係なく，不登校の前駆
的状態として「不登校傾向」であるとしている。
　板橋・佐野（2004）によると，1960 年代では，不登校の成因のひとつとして，母子関係
が指摘されていたという背景があったが，1990 年代以降，母親がどのように変わっていく
かという変容過程についての研究もみられるようになったと述べている。このように不登
校については，母親の研究が多くみられるが，前田他（2010）は，父親の役割が母親に比
べると見過ごされがちであると指摘している。家族療法の観点から考えても，不登校を母
親だけではなく，両親の問題として考えていく事は，母親援助においても重要だと考えられ，
不登校を母親だけ，父親だけと押し付けない見方が必要だと考えられる。しかし，それは
決して親を不登校の要因と捉えるのではなく，不登校の子どもを支援するために親子関係
に焦点を当てて考えていきたい。また，その際，子どもの立場から親子関係を捉える視点
が重要だと考える。大河原（1994）は，親がどう接しているか，ということよりも，子ど
もがどう捉えているかということを問うことに意味があると述べている。つまり，子ども
から見た，自分と親との関係イメージを明らかにすることが，不登校の子どもを支援する
上で重要になると考える。
　そこで本研究では，中学生の子どもがイメージする親子関係と不登校傾向との間に関連
があるかを検討し，不登校傾向の子どもが抱く母子・父子関係イメージの特徴について明
らかにしていくことを目的とする。

【対象と方法】　公立中学校1年生から3年生，計356名を対象に調査を実施した。使用尺度は，
（1）不登校傾向尺度（五十嵐 ･萩原 ,2002）の 13 項目，（2）学校享受感尺度（古市・玉木 ,1994）
の 10 項目である。また，母子・父子関係イメージを捉えるために，松尾・小川（1998）によっ
て開発された円環イメージ画を使用した。円環イメージ画は，母と子に見立てて描かれた
二つのイメージ円によって構成されるイメージ画によって，母子関係イメージを捉える投
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映的な手法である。本研究では，一緒に住んでいる・いないに関わらず，母親と一緒にい
るとどのような感じがするかをイメージしてもらった後，1枚の用紙の中に 2つの円を使っ
て自由に表すよう教示した ( 父親も同様に行った）。「関係」，「位置」はカテゴリーに分け，「円
の大きさ」，「距離」は実際に長さを測り分析した。
　調査は，2011 年 9 月上旬に行われた。各学級で学級担任が一斉に調査用紙と回収封筒を
配布した。その場で生徒に調査用紙に記入をしてもらい，回答終了後に用紙を封筒に入れ
て封をしたものを回収してもらった。

【結果と考察】有効回答者数は，調査用紙に不備があった者を除いた 308 名（男子 139 名 ,
女子 169 名）であった。不登校傾向は，「別室登校を希望する不登校傾向」，「遊び・非行に
関連する不登校傾向」，「精神症状を伴う不登校傾向」の 3因子に分かれた。またその 3つ
の不登校傾向得点を合わせたものを「全不登校傾向」とした。それぞれの不登校傾向の得
点を高群・低群とに分け，「関係」，「位置」，「円の大きさ」，「距離」との関連を調べた。
「全不登校傾向」では，高群が低群よりも，父親と子との距離が有意に長いという結果が示
された。つまり，学校に行きたくない気持ちがありながら学校に行っている子は，父親と
自分との心理的距離の遠さに関連があったと言える。石川（2000）は，不登校の解決には
父親の介入が必要であることを示しているが，不登校傾向においても，特に父親との距離
感について考えることが重要であると推察される。
　「別室登校を希望する不登校傾向」では，「関係」，「位置」，「円の大きさ」，「距離」にお
いて関連が認められなかった。男女に分けるなど，細かな分析が今後望まれる。
「遊び・非行に関連する不登校傾向」では，母親と子との距離および，父親と子との距離が
高群において有意に長いという結果が示された。母親および父親との心理的距離の遠さが
「遊び・非行に関連する不登校傾向」と関連しており，両親の心理的距離と「遊び・非行に
関連する不登校傾向」の結びつきがあると考えられる。
　「精神症状を伴う不登校傾向」では，父子との「関係」において，高群が低群よりも＜内包 ( 父
親の円の中に子の円を描く ) ＞のイメージをする者が多い傾向にあることがわかった。五十
嵐・萩原（2008）では，親の円の内側に自分の円を描いた状態を「過度の密着状態」と表
しているが，父親との過度の密着は，気分が落ち込む等，身体化につながる可能性が考え
られる。それは，過度の密着というよりも，父親に取り込まれているとも考えられ，父親
からの解放が，心理的に開放的された状態を表しているのではないかと推察される。また，
父子において「円の大きさ」との関連もみられ，高群が低群よりも，父親の円が有意に小さい，
父親と一緒にいる時の自分の円も有意に小さいという結果が示された。松尾・小川（1999）
では，「円の大きさ」は存在を表していることを示しており，今回の結果では，父親の存在
が小さいだけでなく，父親と一緒にいるときの自分自身も小さく表現され，父親と一緒に
いるときの子の気持ちが重要になると推察される。
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今回の結果から，不登校傾向を考えていくには，母親だけでなくむしろ父親との関係に焦
点を当てていく必要があると考えられる。今後は，特に父親との円の大きさが極端に異な
るケースや，距離が大きく離れているケース等の事例を質的に研究していくことが望まれ
る。
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大学生の学生相談機関への来談意思に関する研究
―どのような工夫が来談意思を促進させるか―

10ML60002　安野　摩耶
指導教員　元永　拓郎

【問題】大学生のメンタルヘルスのため、近年では大学構内に学生相談機関が設置されてい
る。日本学生相談特別委員会（2001）の 2000 年度の調査によると、大学での学生相談機関
への来談率が 2.8％と来談率が低いことが示された。そのため、学生相談機関がどのように
したら利用しやすくなるのかについてさまざまな方面から検討されている。
　学生相談機関への来談意志の先行研究では、学生相談機関が利用しやすくなるための取
り組みとして、相談行動の促進や学生相談機関へのイメージ変化、学生相談機関の情報の
提示などが挙げられている。しかし、これらの取り組みを学生に提示し、実際に学生相談
機関が利用しやすくなるのかについて調べた先行研究は少ない。

【目的】研究１では、大学が学生相談機関を利用しやすくするために現在取り組んでいる工
夫及び利用しやすくなるためにどのような工夫を求めているのか学生に尋ねる。そして、
大学内での学生相談機関に対する、学生の来談意思に影響を及ぼす可能性のある工夫や取
り組みを明らかにする。
　研究２では、研究１の結果をもとに、大学内での学生相談機関のあり方や提案が、来談
意思に影響を及ぼすのか検討した結果を学生に提示し、来談意志にどのような影響を及ぼ
すのか評価してもらい、来談意思を高める効果的な工夫や取り組みとはどのようなものか
考察を進める。
　また、支援が必要な学生の中で、利用促進にいたらない学生に対して、どのような工夫
が考えられるか検討をする。それらを含め今後の学生相談機関のあり方について知見を得
たい。

【研究１の対象と方法】対象は、大学に学生相談機関が設置されている学生９名（男性６名、
女性３名、平均年齢 21.8 歳、SD=1.55）である。調査方法は、半構造化面接を行い「学生相
談機関が利用しやすくなる工夫」などについて約 30 分間の面接を行った。分析方法は、グ
ラウンデット・セオリー・アプローチを用いて、学生相談機関が利用しやすくなる工夫を
中心に切片化を行いカテゴリーごとに分類した。

【研究１の結果と考察】大学が行っている、学生相談機関が利用しやすくなる取り組みには、
「情報の提示」や「健康診断時の面接」といった「カウンセラーとの接点を作る」というこ
とが行われていた。一方、学生が求めている学生相談機関が利用しやすくなる工夫には、
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「認知度を上げる」と「カウンセラーとの接点作り」、「人の勧め」、「入りやすい空間作り」、
「利用体験」、「インターネットでの対応」の６つが挙げられた。学生は、学生相談機関をよ
り利用しやすくなるために、さまざまな取り組みを求めている可能性があると考えられる。
また、これらの中でも「認知度を上げる」という意見が多く、学生は学生相談機関につい
ての情報が少ないことで、利用しづらいと感じている事がわかった。また、「人の勧め」に
より実際に利用できた学生がおり、「人の勧め」により、学生相談機関を利用することへの
後押しや、誰でも利用できる場であるという安心感を得られるという意見が得られた。

【研究２の対象と方法】全国に複数のキャンパスを有している総合大学に所属している大学
生 215 名（男性 90 名、女性 125 名、平均年齢 19.91 歳、SD＝ 1.26）に対し、質問紙調査を行っ
た。質問紙では、性別などの属性や学生相談機関の認知度、学生相談機関への利用度、知
りたい情報の種類などを尋ねた。学生が誰かに相談する事をどのように捉えているのかを、
永井・新井（2008）が作成した、相談行動の利益・コスト尺度改訂版を用いて調べ、学生
相談機関に対してどのようなイメージを抱いているのかを、伊藤（2006）が作成した学生
相談機関イメージ尺度を用いて調べた。また、学生相談機関が利用しやすくなる工夫として、
「カウンセラーとの雑談」と「カウンセラーによる講義や講演」、「相談室の見学会」、「友人
からの勧め」、「教員からの勧め」、「健康相談時の面接」、「カウンセラーの顔写真」の８項
目を提示し、４件法で利用しやすくなるか評価してもらった。

【研究２の結果と総合考察】学生相談機関への認知度では、７割以上の学生が設置されてい
る事を知っていた。しかし、設置されている場所について知っている学生は、その中の２
割もおらず、認知度が低いことがわかった。そのため、学生相談機関について知りたい情
報は、「場所」という意見が多かった。また「相談内容」や「利用状況」を知りたいという
意見もあり、どのような時に利用していいのか、誰も利用していないところには利用しづ
らいといった不安を抱いているのではないかと考えられる。
　利用しやすくなる８項目では、「健康診断時の面接」と「メール相談」、「カウンセラーの
顔写真」は７割の学生が利用しやすくなると評価し、「カウンセラーとの雑談」と「カウン
セラーによる講義や講演」、「見学会」は６割の学生が利用しやすくなると評価した。しかし、
「友人からの勧め」と「教員からの勧め」では、５割の学生が利用しにくくなると評価した。
誰かの勧めにより、利用しにくくなる理由として、勧められた場合利用したことを知られ
てしまうのではないかといった利用している事を知られたくない気持ちがあるのではない
かと考えられる。
　また、学生相談機関に対して利用したくないといった否定的な印象を抱いている学生は、
これら８項目を用いても利用促進には繋がらなかった。否定的な印象を抱いている理由と
して、学生相談機関への何をしているのか分からないといった認知度の低さと、利用する
ことで不利益なことがおこるのではないかと不安を抱いている事がわかった。そのため学
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生相談機関について情報を提示する際には、否定的な印象を取り払うための工夫が必要で
あると考えられる。そのためには、学生が学生相談機関に対してどのような印象を抱いて
いるのか継続的に調べ、学生の要望にあった工夫を取り組んでいく必要があると考えられ
る。
　さらに、現在学生相談機関を利用する必要がないと考えている学生に対しては、今後何
かあった時に学生相談機関が問題解決策の一つに含まれるような働きかけが必要であろう。
そのためには、学生相談機関以外の大学の機関との理解や連携が重要であると思われる。
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学級における居場所感とソーシャル・サポートが、 
自己肯定意識の形成に及ぼす影響

―大学生による中学生期の振り返りの分析―

10ML60003　清水　啓介
指導教員　木原久美子

【問題と目的】

　一般に、中学生という時期は思春期にさしかかり心理的離乳という親からの分離、自立
へと向かう子どもから大人への移行期であり、児童期の親子関係から友人関係へと対人関
係が広がりを見せる時期である。そのため、小学生や高校生と比較すると、いじめや不登
校など学級の友人とのかかわりの中で問題が生じやすい時期であり、この時期における友
人とのかかわりは非常に重要だと言えよう。本研究ではこの点について学級の「居場所感」
と「ソーシャル・サポート」をキーワードに検討をし、中学生期における学級の居場所感
とはどのようなものか、居場所感形成には何が必要かということを明らかにする。
　また、石本（2010）は、大学生の自己肯定意識形成には、友人関係を介して形成される
居場所感が重要であることを示しているが、大学生期に親密な友人関係による居場所感を
形成するための土台については明らかにしていない。この点について本研究では、友人関
係の構築が発達課題となる中学生期の学級の居場所感に着目し、「中学生期の学級の居場所
感は、大学生の自己肯定意識形成に影響を与えている」という仮説を立て、大学生の振り
返りを通して検証し、青年期において中学生期の持つ意味を明らかにする。
　以上述べたように、本研究では大学生を対象にして振り返りの分析を行うことで、中学
生期における学級の居場所感の形成過程、構造を明らかにするとともに、それが大学生に
なった現在の自己肯定意識形成にどのような影響を与えているのかということを検討する。
本研究の意義としては、中学生の不登校やいじめといった問題に対して、その後の青年期
の自己肯定意識の発達を見据えた上で、「個人」ではなく「学級」という観点からの支援に
おける知見を見出すことである。本研究から得られる知見は心理学と教育学の双方に跨る
ものであり、学校現場で臨床心理士が担うリエゾン機能においても促進的に働くことが期
待されよう。

【方法】

・予備調査

　「中学生期における学級の居場所感尺度（以下居場所感尺度）」、「中学生期におけるソー
シャル・サポート尺度（以下ソーシャル・サポート尺度）」を作成するため、2011 年 1 月、
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私立A大学学部生 92 名を対象に、中学生期の居場所の条件と、ソーシャル・サポートには
どのようなものがあったかの 2点について自由記述式質問紙調査を行った。有効回答数は
85 名（男性 35 名、女性 50 名、平均年齢 20.4 歳、SD＝ 1.60 歳）であった。調査開始時に
文書と口頭で説明し、合意を得ている。
・本調査

　2011 年 10 月、11 月に予備調査協力者とは異なる私立A大学文学部学生 142 名、私立Ｂ
大学社会学部学生 17 名、私立Ｃ大学社会福祉学部学生 13 名に対して質問紙調査を行った。
有効回答者は 159 名.（男性 75 名、女性 84 名、平均年齢 21.6 歳、SD＝ 1.99 歳）であった。
調査開始時に文書と口頭で説明し、合意を得ている。質問紙の構成はフェイスシート、予
備調査で作成した「居場所感尺度」、「ソーシャル・サポート尺度」と、「自己肯定意識尺度（平
石 ,1990）」であった。

【結果と考察】

　大学生が振り返る中学生期の学級の居場所感は、因子分析の結果、「自己肯定感」「自己
効力感」「所属意識」「重要他者の存在」であった。中学生を対象とした先行研究では、様々
な他者との関係性の中で育まれる心理的感覚が多く抽出されたが、大学生による振り返り
を行った本研究では「所属意識」や「重要他者の存在」等、より具体的な他者の存在に関
する感覚が抽出されたことが特徴的であった。中学生期に友人を介して様々な経験をする
ことで、後になって自分に対するその頃の経験の意味が分かり、そのような経験を共にし
た他者の存在の大切さに気付くのだと考えられる。
　大学生が振り返る中学生期の学級のソーシャル・サポートは「情動支援」「companionship」
「道具的支援」であった。「道具的支援」は得点が低く、居場所感形成とも相対的に関連が
低いことが明らかとなった。
　相関係数を算出したところ、ソーシャル・サポートと居場所感は高い相関関係にあり、
単回帰分析の結果、ソーシャル・サポート得点が高い者ほど居場所感得点が高いことが分
かった。
　中学生期の居場所感と大学生である現在の自己肯定意識については、重回帰分析の結果、
両者は単純な関係にはないことが明らかとなった。中学生期の居場所感が高い者ほど大学
生である現在の自己肯定意識が高いとは一概に言えず、中学生期にソーシャル・サポート
を多く受け、且つ「中学生期が現在の自己形成に影響を与えていると感じる」という項目
に「はい」と答えた者の自己肯定意識のみ、中学生期の居場所感から影響を受けていた。
これにより、大学生の自己肯定意識の形成の基盤は中学生期における学級の居場所感のみ
ではなく、他にも様々な時期や要因が存在することが分かった。しかし、中学生期の居場
所感が数多くある要因の一つとして挙げられたことから、中学生期における学級の居場所
感へ注目することの意義が示された。
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【課題】

　本研究の一番大きな課題は、中学生期のみに焦点を当てたことにより生じた。すなわち、
小学生期や高校生期、大学生期などの時期や、その時期の要因が研究に含まれていないこと、
また、中学生期に居場所感を形成していなかった者についての検討を行っていないことで
ある。今後、この点についてはより詳細に検討することが望まれる。
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児童養護施設職員による入所児童の問題行動への働きかけ
―その中で起こる関係性変容に着目して―

10ML60005　谷口　桃子
指導教員　張田　真美

【問題】児童養護施設入所児童は，不適切な養育環境や，家族からの分離，喪失体験から，
大人への信頼感や大人との愛着形成に様々な傷つきを受けており，乳幼児期の心身の発達
課題を未解決なまま残している（国分，2005a）。入所児童の問題行動を指摘する研究は多く，
坪井（2005）の調査では，施設入所児童は一般の児童よりも行動や情緒の問題を抱えてい
ることが示された。その内訳は，東京都児童福祉審議会（2008）によれば，情緒的な問題（夜尿・
失禁，パニック，人間関係不調等）が 28.8％，反社会的行為（無断外泊・無断外出，万引き・
窃盗，金品持ち出し，暴力・破壊行為，飲酒・喫煙）が 16.7％，非社会的行為（引きこもり・
不登校，授業妨害，施設内いじめ，その他社会性の未熟）が 20.7％，精神・発達的な問題
（精神の病気，知的障害，広汎性発達障害等，LD，ADHD）が 16.9％である。石（2006）は，
小学校低学年より注意の問題が現れ，思春期になると不安や抑うつ，攻撃の問題へと移行し，
行動や情緒の問題が目立つ傾向があるとし，思春期児童の問題行動への対応が施設の重要
課題となるとしている。
　佐藤（2008）は，子どもたちの試し行動やゆがんだ形での欲求表出は，職員にとっては
受け止めがたい行動であるとした上で，「職員に受け止めてもらえないと子どもが判断すれ
ば，その職員への表出は消えるだろう。その職員への表出はなくなっても，子ども自身の
欲求が消えたわけではない。従って子ども達の欲求表出は収まることなく肥大化し歪曲し
てしまう」と述べている。坪井・三後（2011）は，子どもの問題行動に対する職員の対応
として「共感的対応」「ネガティブな感情的対応」「距離をおく対応」の３つの対応を示した。
「共感的対応」は，本来子どもにとっても職員にとっても「望ましい対応」ではあると思わ
れるが，この調査では対応の望ましさと，職員の感情との間に葛藤があるとき，職員はよ
り「難しさ」に直面することも示唆された。職員が子どもとの間に関係を構築することは
容易なことではない。

【目的】本研究では，施設職員が児童の問題行動へかかわっていく上で，その関係性がどの
ように変化していくのかについて調査を行い，問題行動への働きかけの前後の関係性変容
を明らかにする。また，その働きかけが有効に働く関係がどのようなものであるかについ
ても明らかにしたい。

【方法】首都圏にある児童養護施設の職員のうち，勤続年数３年以上の職員８名に協力を依
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頼し，１人１回 20 分～ 30 分程度の半構造化面接を施設内の応接室にて実施した。実施時
期は，2011 年 10 月である。面接内容は許可を得た上で録音した。面接内では，過去に担当
していた児童を一人思い浮かべていただき，その児童の問題行動への対応や，児童と職員
の関係性の変化などについて詳しく訊いた。分析は，Strauss&.Corbin（1990　操・森岡訳
　2004）と，戈木（2007）のグラウンデッド・セオリー・アプローチを用いた。次に，戈
木（2006）を参考に，作成したカテゴリーを「状況，条件（condition）」，「行為／相互行為（action/
interaction）」，「帰結（consequence）」の，３つのパラダイムを使って現象ごとに分類した。
続いて，個々のカテゴリーの関連性を意識して，カテゴリー関連図を作成した。

【結果と考察】初期の職員と子どもの関係においては，〈引き際が分からない関係〉が生じ
ており，〈新人職員の関係構築における困難〉や〈職員と子どもの施設生活期間の差〉，〈新
入り職員の関係構築の困難さ〉といった問題が起きていた。新人職員は，年齢の近さから
対応のしづらさを感じており，寮舎に新しく配属された職員は，ベテラン，新人に関わらず，
プレッシャーや対応のしづらさを感じるということであった。しかし，ベテランにおいては，
子どもの成長を長い目で見ることができ，プレッシャーや対応のしづらさに関する悩みに
深くはまらずにいられること，また深く考えすぎないようにしていることが分かった。
　問題行動への対応に当たる職員は，担当の職員同士で考え方や情報を共有し，【問題行動
が起きた時の対応】，【問題行動が起きた後の対応】，【問題行動への対応後の対応】，【問題
行動の予防的対応】，【日常的な対応】を一貫した態度で行う。問題行動そのものだけでは
なく，問題行動を引き起こしている根本の原因を探り，そこの問題を解決しようと試行錯
誤する。また，問題行動が起きていない時でも，職員は常に子どもたちの内面の動きに気
を配っていることが分かった。これらの対応により，子どもは徐々に変化していくが，そ
れは問題行動の落ち着きなどに必ずしも結びつくものではなく，問題行動と対応の繰り返
しとなる。新人職員はこういった，対応と問題行動の繰り返しから，対応のしづらさや不
全感などを強く感じるのかもしれない。
　対応が繰り返されると，〈子どもの性格を職員が理解する〉ようになり，子どもも職員を
理解するため，〈お互いを分かり合う関係〉になる。職員のチームとしての対応が継続され，
関係が安定してくると，〈引き際が互いに分かる関係〉や，〈余裕をもってかかわれる関係〉，
〈安心感、信頼感のある関係〉が生じることが分かった。担当を離れた後や，退園後でも関
係は続いていくようである。この退園後のかかわりは，ベテラン職員にとっては心の支え
となるものである。早期離職が問題となっている昨今，退園した子どもとのポジティブな
かかわりをベテラン職員から新人職員へフィードバックすることは，早期離職を食い止め
る一助となるかもしれない。働きかけが有効に働く関係については，今回は明らかになら
なかった。職員から，「良かった」と思える対応が報告されなかったためである。唯一，〈距
離を置く対応〉についてだけは良かったかもしれないという語りが得られている。今後，
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この《距離》という問題に焦点を当てて研究していくことで，職員と子どもの関係について，
さらに深い推察が得られると思われる。
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競争的対人相互作用が自尊感情および抑うつ状態に及ぼす影響
―勝敗の意識を操作した実験的検討―

10ML60006　會田　麻莉
指導教員　大江　朋子

【問題】　職場では，メンタルヘルスの不調として人間関係や上司とのコミュニケーションが
問題となっている。また学校においても対人関係や友人関係が取り上げられ，調査がされ
ており，子ども達も，人から評価される場面では異常なまでに神経をすり減らし，疲れて
いる様子が報告されている。メンタルヘルスの不調やストレスに影響するものとして，様々
な原因が挙げられるが，本研究では「対人コミュニケーション」に着目した。社会生活を
営むというとき，人間関係とか，あるいはまた集団の関係における社会的相互作用の形式
として，しかも主要な形式として，協同や競争ということが問題となることから，協力的
－競争的状況について検討することは有意義であると考えられる。研究Ⅱでは，さらに競
争的状況の中でも，勝敗の有無に着目した。

【目的】　本論文は，研究Ⅰと研究Ⅱで構成されている。研究Ⅰでは，知らない者同士を二
人一組とし，競争または協力的な相互作用場面におかれた時の，個人の自尊感情及び抑う
つ状態への影響を検討することを目的とした。身体動作として，競争的状況では，二人一
組でジャンケンをしてもらった ( 以後，ジャンケン群）。協力的状況では，二人一組で手遊
びをしてもらった（以後，手遊び群）。競争的状況と協力的状況とで比較するために統制群
を設定した。統制群は，2名同士は対面せずに，身体動作もしてもらわなかった。相互作用
状況だけでなく，相互作用の長さによる効果を検討するために，それぞれの動作を 3回行
う条件と，6回行う条件を設定し，検討することとした。
　研究Ⅱでは，競争的状況に着目し，勝敗を意識することによる自尊感情および抑うつ状
態への影響を検討することを目的とした。勝敗を意識させる条件として，ジャンケンの勝
敗のみをカウントする群（以後，勝敗カウント群）と、勝敗を意識しない条件として，あ
いこのみをカウントする群（以後，あいこカウント群）を設定し，検討することとした。
勝敗の意識の有無を比較するために統制群を設定した。統制群では，ジャンケンの回数の
みをカウントすることとした。研究Ⅰと同様に相互作用の長さの効果を検討するために，
研究Ⅱでは動作を 5回行う条件と 10 回行う条件を設定した。また，競争を意識した時と，
しない時のストレス測定するために，唾液アミラーゼモニターを用いて測定し，検討する
こととした。

【方法】 東京都内にある１大学の心理学科学生 121 名（男性 60 名，女性 61 名）に実験参加
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してもらった。121 名をジャンケン群（39 名）と手遊び群（37 名）と統制群（36 名）の 3
群に無作為に分け，実験を行った。実験計画は相互作用要因（ジャンケン群・手遊び群・
統制群）×回数要因（３回群・６回群）×性別（男性・女性）従属変数は抑うつ症状を測
定する為に，日本版 Beck.Depression.Inventory-Second.Edition；BDI- Ⅱを使用した。自
尊感情の測定については，自尊感情尺度を使用した。それ以外にも，相互作用に関する質
問紙を使用した。これは，相互作用の作業を行っていて，どのように思ったかを調べるた
めに回答してもらった。
　研究Ⅱでは，東京都内にある 1大学の心理学科学生 76 名（男性 37 名，女性 39 名）に実
験参加してもらった。76 名を勝敗カウント群（26 名）とあいこカウント群（27 名）と統制
群（23 名）の３群に無作為に分け，実験を行った。実験計画は，相互作用要因（勝敗カウ
ント群・あいこカウント群・統制群）×回数要因（5回群・10 回群）×性別（男性・女性）
の 3要因を独立変数とした。従属変数は，抑うつ状態を測定するために，Zung.Self-rating.
Depression.Scale（以下 SDS とする）の和訳版を，自尊感情を測定するために自尊感情尺
度を使用した。相互作用場面をどのように捉えていたかを確認するために，相互作用に関
する質問紙を使用した。研究Ⅱでは，唾液アミラーゼモニターを用いてストレスを測定した。
研究Ⅰ，Ⅱ共に，倫理的配慮として，実験参加の前には実験概要が記載された依頼書を配
布し，実験に参加してもらえるようであれば，署名をもらった。

【結果】 研究Ⅰでは，相互作用と相互作用の長さが抑うつ状態に影響を及ぼしているか検
討をするために，BDI 得点を相互作用×回数×性別の 3要因分散分析を行った。相互作用
に関しては，BDI 得点で主効果が認められ，手遊び群とジャンケン群（M=15.89）間にお
いて５%水準の有意差が示された。さらに，相互作用×回数の交互作用効果（F（11，100）
=2.72，p<.10）が認められた。
　研究Ⅱでは，自尊感情尺度，SDS 得点，唾液アミラーゼ測定値のそれぞれで，相互作用
×回数×性別の 3要因分散分析を行った。自尊感情尺度では，相互作用の主効果が認めら
れ（F（11,65）=3.98,p<.05），勝敗カウント群と統制群の自尊感情尺度得点平均に５%水準の
有意な差があることが示された。SDS得点については，相互作用で主効果が認められた（F
（11,65）=5.24,p<.01）。勝敗カウント群とあいこカウント群の得点平均に１%水準で有意な
差が認められた。また，勝敗カウント群と統制群の得点平均に５%で有意な差があること
が示された。唾液アミラーゼについては，5回目の動作終了後に測定した唾液アミラーゼ測
定値で相互作用の主効果が有意な傾向にあることが示された（F（11,61）=2.45,p<.10）。

【考察】身体動作における影響について考察するにあたり，研究Ⅱの結果が重要になってく
る。研究Ⅱの結果から，対面でない状況でも，勝敗カウント群では，競争的だと捉えてい
たことから，身体動作のみであっても，相手に競争的だということを伝えられるようである。
また，勝敗カウント群の唾液アミラーゼ測定値が高いものの，SDS 得点は高まらず，自尊
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感情尺度得点が他の群より高かった。これは，相手の顔を見ることなく競争をしたことで，
相手のことを気にせず，勝敗を意識できたからではないかと推測する。
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大学生における携帯メールでのコミュニケーションで生じる
ストレスと「ひとりでいられる能力」との関連

10ML60007　岩田　瑞穂
指導教員　森脇　愛子

【問題】携帯電話の利用率は 13 歳から 19 歳で 83.6％，20 歳から 29 歳で 97.3％と高い割合
を示し（総務省，2009），現代の若者にとってなくてはならないコミュニケーションツール
となっている。特に携帯メールは，携帯電話による音声通話よりも利用頻度が高く，大学生
においても携帯メールの利用率の高さが示されている。携帯メールの利用によって，交友
関係の広がりや友人との親密度が増したというポジティブな側面と共に，文字だけでは細
かいニュアンスが伝わらないために誤解されてしまうのではないかという不安が生じ，す
ぐに返信されるかどうかを非常に気にする傾向など，ネガティブな側面についても指摘さ
れている。携帯メールによって，いつでも誰かと繋がっていられる状況は，相手との関係
維持の一方で，過剰なメールの送受信に繋がったり，メールが返ってこないことで不安や
心配などのストレスを引き起こすことも充分考えられる。しかし，特に携帯メールのやり
とりの実態についてはほとんど見受けられない。音声通話よりも携帯メールの利用頻度が
高いことが示され，特に大学生においても，携帯メールの利用率は高く（服部ら，2003），
重要なコミュニケーション手段となっていると考えられることから，そのストレスの実態
を明らかにすることは，より健康で充実した生活の実現に向けて有用であると考える。ま
た，携帯電話依存については論じられるものの，携帯メール依存傾向についてはほとんど
見受けられない。昨今の携帯メール利用率は高く，他者とコミュニケーションをとる上で，
携帯メールによるやりとりは大変重要な要素となっていると考えられるため，携帯メール
の依存傾向について検討することは重要であると考える。さらに，常に誰かと繋がってい
たいという携帯メール依存傾向の背景には，「ひとりでいられる能力」の確立に関連がある
のではないだろうか。そのため，携帯メールでのコミュニケーションで生じるストレスと，
携帯メール依存傾向，ひとりでいられる能力との関連を検討する。具体的には，ひとりで
いられる能力が低いと携帯メール依存傾向が高まり，携帯メールのやりとりにおいてスト
レスを体験しやすいと予測する。

【研究１】　

【目的】携帯メールを用いたコミュニケーションでどのようなストレス（不快な出来事）が
生じるのかを調べ，その特徴を明らかにすることを目的とした。

【方法】大学生 78 名を対象に，「携帯メールを用いたコミュニケーションで生じた不快な出

心理学紀要16号.indb   66 2012/02/16   14:07:36



67

来事」について，自由記述式で回答を求めた。
【結果と考察】自由記述調査の結果をKJ 法によって分類した。携帯メールでのやりとりで
生じる不快な出来事について，「返信の速度」（例：返信が遅かった），「時間の配慮のなさ」（例：
深夜にメールがきた），「些細なやりとり」（例：大した用事ではないのにメールがきた），「ニュ
アンスの伝わらなさ」（例：やりとりを終わらせたいという意図を理解してくれなかった），
「期待はずれの返信」（例：期待していた内容の返信ではなかった），「文面のそっけなさ」（例：
内容がそっけなかった），「直前の連絡」（例：約束していた当日に予定変更のメールがきた），
「返信の催促」（例：返信を催促された），「アドレスの管理」（例：相手のアドレスが変わっ
ていて連絡できなかった），「返信のしづらさ」（例：やりとりが長くなるような面倒な内容
の相談をされた），「その他」（例：メールマガジンが届いた）の，計 11 のカテゴリーを抽
出した。

【研究２】

【目的］研究１で抽出された項目をもとに，携帯メールを用いたコミュニケーションで生じ
る不快な出来事（ストレス体験）を測定する尺度を作成することを目的とした。

【方法】大学生 196 名を対象に，研究１で抽出された携帯メールを用いたコミュニケーショ
ンで生じた不快な出来事（ストレス体験）について尋ねる 67 項目と，新名・坂田・矢富・
本間（1990）の心理的ストレス反応尺度 53 項目，坂野・福井・熊野・堀江・川原・山本・
野村・末松 (1994) の気分調査票の「抑うつ感」因子８項目，安藤・曽我・山崎・島井・嶋田・
宇津木・大芦・坂井 (1999) の日本語版 Buss ‐ Perry 攻撃性質問紙 24 項目について回答を
求めた。

【結果と考察】携帯メールのやりとりにおけるストレス体験 67 項目について因子分析（主
因子法・Promax 回転）を行った。固有値の変動および解釈の可能性から８因子 49 項目を
抽出した。第１因子は「ニュアンスの伝わらなさ」，第２因子は「返信速度のズレ /遅さ」，
第３因子は「文面・内容の変化 /返信の催促」，第４因子は「何度も続くやりとり /話題の
変化」，第５因子は「時間の配慮のなさ」，第６因子は「直前の連絡」，第７因子は「やりと
りの拒否のしづらさ」，第８因子は「些細なやりとり」と命名した。Cronbach のα係数は 0.73
～ 0.96 であり，内的整合性による信頼性は高いといえた。また，携帯メールのやりとりに
おけるストレス体験尺度と，心理的ストレス反応尺度（r=.32,.p<.001），日本語版 Buss ‐
Perry 攻撃性質問紙（r=.35,.p<.001），気分調査票の「抑うつ感」因子（r=.30,.p<.001）との
間にそれぞれ有意な正の相関関係がみられた。この結果から，携帯メールのやりとりにお
ける不快な出来事について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】携帯メールでのやりとりにおけるストレス体験と，ひとりでいられる能力，携帯メー
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ル依存傾向との関連を検討することを目的とした。
【方法】大学生 132 名を対象に，研究２の携帯メールのやりとりにおけるストレス体験尺度
49 項目，携帯メールの利用状況について５項目，吉田・高井・元吉・五十嵐（2003）の携帯メー
ル依存尺度56項目，野本（2000）のひとりでいられる能力尺度46項目について回答を求めた。

【結果と考察】ひとりでいられる能力と携帯メール依存との相関係数を算出した結果，ひと
りでいられる能力（全体）と，携帯メール依存（全体・下位因子）との間にそれぞれ有意
な負の相関関係がみられた。特に，「孤独不安耐性」因子と携帯メール依存の全体及び下位
因子で，有意な負の相関関係がみられ，自分が一人ぼっちだと思うと落ち着かない，ひと
りぼっちに耐えられない時があるなど，孤独不安耐性が低い場合，携帯メールへの依存傾
向も高いことがわかった。また，携帯メール依存傾向と携帯メールのやりとりにおけるス
トレス体験との相関係数を算出した結果，それぞれの全体及び下位因子すべてにおいて有
意な正の相関関係が見られ，携帯メール依存傾向が高いほど，携帯メールのやりとりにお
けるストレスを体験しやすいことがわかった。さらに，ひとりでいられる能力と携帯メー
ル依存，携帯メールのやりとりにおけるストレス体験との関連についてパス解析を行った
結果，ひとりでいられる能力と携帯メール依存においては，有意な負のパス（β =－ .30）
が得られ，携帯メール依存と携帯メールのやりとりにおけるストレス体験においては，有
意な正のパス（β =.49）が得られた。この結果から，ひとりでいられる能力が低い場合，
携帯メール依存傾向を高め，さらには，携帯メールのやりとりにおけるストレスを感じや
すいことがわかった。本論文では，携帯メールのやりとりにおける不快な出来事を測るた
めの尺度を作成し，さらに，ひとりでいられる能力と携帯メール依存傾向との関連につい
て検討した。その結果，ひとりでいられる能力，特に「孤独不安耐性」が低い場合，携帯メー
ル依存傾向が高まり，さらには携帯メール依存傾向が高い場合，携帯メールのやりとりに
おけるストレスを体験しやすい可能性が示唆され，携帯メールのやりとりによる精神的健
康の悪化を予防するための心理教育などへの示唆につながるのではないかと考える。.
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大学生の境界性パーソナリティ特性と創造性
―独自性欲求に着目して―

10ML60008　佐藤　恵美
指導教員　池田　政俊

【問題と目的】境界性パーソナリティ障害（Borderline.Personality.Disorder：以下 BPDと
略記）とは，非常に不安定な感情，気分，行動，対象関係と自己像を特徴とするパーソナ
リティ障害の一つである。こうしたBPDをめぐって，近年，比較的健康な母集団との連続
性と非連続性の論争が生じており，連続説の立場に立つならば，各パーソナリティ障害に
関する研究はそのもととなるパーソナリティ特性の量的測定にもとづかなければならなく
なる。そこで本研究では連続説の立場にもとづき，このBPDの特性を境界性パーソナリティ
特性（Borderline.Personality.Trait：以下 BPTと略記）という用語を用いることにする。
BPD患者は「成長」や「治癒」することが難しいが，治療的関わりによって変化した者の
場合，支持的な関係性が得られれば比較的安定して過ごせると言われている。このことは，
「成長」や「治癒」することが難しいのであれば，BPTという特性はもちつつも，その特性
を生かし，よりよく生きられるようなBPDとしてのプラスの側面を見出すことの必要性を
表していると考えることができる。そして今日に至るまで，BPDや BPT傾向の高い者が生
み出す創造物は人々に感動と勇気を与え，癒しをもたらしてきたことから，BPDやその近
縁の者が生み出す創造物ひいてはその創造性は彼らのプラスの側面であると言えるだろう。
そこで，本研究ではBPDの特性であるBPTと創造性との関連性について検討するために，
「BPT傾向が高く，ソーシャル・サポートを多く受けていると感じており，かつ独自性欲求
の「自己顕示型」である者は，創造性が高い。」という仮説にもとづき，BPTと創造性との
関連を独自性欲求とソーシャル ･サポートを用いて検討することによって，BPDの創造性
ひいてはプラス側面や彼らの生きやすさについて考察する。

【方法】2011 年 10 月，都内Ａ大学の大学生 209 名（男性 122 名，女性 87 名）を対象に質問
紙調査を行った。平均年齢は 20.2 歳（18 歳～ 27 歳）で，無回答者５名を除く 204 名（男
性 121 名，女性 83 名）が有効回答者であった。質問紙の内容は，フェイスシート，ユニー
クさ尺度（宮下，1991），境界性パーソナリティ特性尺度（斎藤，2007），学生用ソーシャル・
サポート尺度（久田・千田・箕口，2001）に加え，問１「現在，創造的な活動を何か行っ
ていますか？（例：空想する，絵を描く，音楽活動をする，詩を作る）」，問２「創造性に
は何が必要とされると思いますか？」という創造性に関する 2つの質問に対し，自由記述
形式で回答を求めるという構成であった。
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【結果と考察】創造的な活動の有無や創造性に対するイメージを探索するために，自由記述
で得られたデータをKJ 法を用いて検討を行った。その結果，問１では，「思考活動」，「制
作活動」，「鑑賞」，「運動」，「その他」の５つの大カテゴリーに分類され，BPT低群では「思
考活動」と「制作活動」がほぼ同じ記述数で最も多く，高群では「制作活動」が最も多くなっ
ており，中でも，絵や写真の作成を多く行っていた。一方，問２では，「思考力」，「感覚」，「経
験」，「能力」，「環境」，「その他」の６つの大カテゴリーに分類され，BPT低群では「思考力」
が最も多く，高群では「思考力」と「能力」がほぼ同じ記述数で最も多くなっており，中でも，
意欲や衝動性などで構成される「積極性」を重要であると見なしていた。また，本研究で
は創造性の内容を検討するために，BPTの尺度得点にもとづき高低の２群に分けたうえで
χ二乗検定を行っている。その結果，「制作活動」と「能力」との間で BPT高群において
有意な差が見られた。次に，BPT，ソーシャル・サポート，創造的活動に独自性欲求の４
類型（わが道型，抑圧型，自己顕示型，自己中心型）をそれぞれ加えた上で相関分析を行っ
た。その結果，わが道型ではBPT傾向の高い者は創造的な制作活動を行う傾向が高いとい
うことが，抑圧型ではBPT傾向の高い者は先生や友人・知人からのサポートが少ない傾向
があるということが，自己顕示型ではBPT傾向の高い者は友人・知人からのサポートが少
ない傾向があるということが示された。また，各創造的活動と創造的活動全体をそれぞれ
基準変数とし，説明変数としてBPTとソーシャル・サポートに独自性欲求の４つの類型そ
れぞれを加えて重回帰分析を行った結果，どの結果も有意ではなく，BPTとソーシャル・
サポート，独自性欲求のいずれにおいても創造的活動を説明することはできないというこ
とが明らかとなった。以上の結果を踏まえ，本研究の目的である，「BPT傾向が高く，ソー
シャル・サポートを多く受けていると感じており，かつ独自性欲求の「自己顕示型」であ
る者は，創造性が高い」という仮説を検証すると，BPTとソーシャル・サポート，独自性
欲求を用いて創造的活動を説明することはできないという結果から，仮説は支持されなかっ
たと考えることができるであろう。しかし，本研究ではBPT傾向が高く独自性欲求がわが
道型の者は，制作活動を行う傾向が高いということと，BPT傾向が高い者は制作活動を多
く行っており，創造的活動を行ううえで意欲や衝動性などといった積極性，すなわち能力
を重視し，そして制作活動と能力には関連性があるという結果が得られている。このこと
から，自分の中にある衝動性などを肯定的に捉えているBPT傾向の高い者は，他者の存在
を気にせず自己を積極的に表出しようとする，わが道型の独自性欲求と相まって，制作活
動を多く行う傾向があるものと考えられる。このことは，BPDの問題として取り上げられ
てきた衝動性を制作活動に生かすというBPDならではの特性を利用して，彼らがよりよく
生きられるようなプラスの側面としての新たな視点を加えられる可能性を示しているもの
と考えられ得る。今後の研究において，BPDのプラスの側面として衝動性を生かすという
本研究で得られた新たな視点を加えることによって，彼らがより豊かに自分らしく生きら
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れるための解明が進むことが期待される。しかし，本研究では創造性やソーシャル・サポー
トなど，各変数の測定方法が適切ではなかった可能性が考えられる。今後は，より適切な
方法を用いて検討していくことが望まれるであろう。
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大学生の自尊感情と自己愛傾向
―小学生時の親への愛着との関連―

10ML60009　常山美和子
指導教員　　池田　政俊

【問題と目的】青年期は，それ以前に形成された家族関係や友人関係以外に，多様な対人関
係が形成されていく時期であり，生涯にわたる対人関係を考える上でとても重要な時期と
思われる ( 酒井，2001)。また，青年期は自己愛傾向が高まる時期であるとされており ( 上地
2004：相良 2006)，養育者からの自立と自己の確立を目指す過程で自己意識が高まるととも
に，自身を有能で優れた存在であると思いたいという願望が生じたり，他者からの評価に
対して過敏になったりする。実際，スチューデント・アパシーや，不登校，対人恐怖や摂
食障害など，青年期に多く見られる社会的不適応に，自己愛の問題が関わっていることが
多くの研究で指摘されている。青年期において自己愛が高まる理由として小此木 (1981) は，
青年期において親からの受け身的対象愛が満たされなくなることを挙げ，三船・氏原 (1991)
は青年期における自己愛傾向を，自我同一性とも深く関連する自己をめぐる問題であると
している。現代における青年期の不適応行動を検討する上でも，自己愛は重要な概念であ
ると考えられる。自己愛傾向と自尊感情に関して，自己愛傾向の高いものは自尊心を高く
維持しており，その結果として心理的健康を保っているとされる。自己愛傾向と自尊感情は，
いずれも自己に対する肯定的な評価という点で共通しており ( 中山 2008)，多くの研究で自
己愛傾向と自尊心との間に正の相関が報告されている (Campbell.1999：小塩 1998)。
　愛着理論においては，個人が早期において安心感を確保できる経験をし得たかどうか，
また，安定した安心感が提供されないような状況であれば，自身の安心感を満たすために
どうするかということが，個人のパーソナリティ形成やその後の様々な社会的能力にまで
多大な影響を及ぼすとされている ( 金政・大坊，2003)。個人が「自分はこれでよい」と感
じたり自己の価値を見出したりすることは，自我形成にとって不可欠であり，人間関係の
基盤となる子ども時代の親との関係の変化が大きな影響を与えている可能性は否定できな
い。中でも，親の養育態度が子どもの行動や自我形成，人格特性に及ぼす影響については，
これまで多くの研究がなされてきている ( 菅原・伊藤，2006)。戸田 (1990) は，親の養育態
度が如何にして子どもの自我形成に影響を与えるかについて，認知された親の態度 ( 主観的
環境 ) が一旦子どもの脳内で情報処理され，意味が付与される段階について触れ，児童期に
は特にこの主観的環境の影響が大きいと述べており，これまでの先行研究の中では，親の
受容的な態度や自立性の尊重が子どもの自尊感情を高めること，安定した情緒の発達を促
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すこと，子どもの向社会的行動を育てること，などが明らかにされている。
　以上を踏まえ，本研究では，仮説として以下の 2つを挙げ，検証した。①小学生時の親
への愛着の認識が安定型 (secure-type) であると，青年期における自尊感情は高く保持され，
自己愛傾向の誇大的な側面が高くなる。②小学生時の親への愛着の認識が回避型 (avoidant-
type)，抵抗型 (anxious/ambivalent-type) であると，青年期における自尊感情は高く保持さ
れず，自己愛傾向の過敏的な側面が高くなる。これらの仮説の検証を通して，青年自身が
現在認知している，幼少期の自分に対する両親の養育態度を，自分が認知している親への
愛着として焦点を当て，青年期における自尊感情と自己愛傾向と，小学生時の親への愛着
との関連を検討することを目的とした。

【対象と方法】東京都内の大学生 282 名を対象に質問紙調査を行った。このうち，有効回答
が得られた 271 名 ( 男性 118 名，女性 153 名 ) のデータを使用した。年齢は 18 歳～ 27 歳で，
平均年齢 20.07 歳，SD ＝ 1.60 であった。質問紙は，①自尊感情尺度 (Rorsenberg，1965)，
②自己愛人格目録短縮版 ( 小塩，1998)，③自己愛脆弱性尺度 ( 上地・宮下，2005) ④親への
愛着尺度　( 佐藤，1993)，以上 4つの尺度を使用した。また，フェイスシートで，年齢，性
別，学科，学年，小学生時に同居していた家族構成について記入を求めた。

【結果と考察】本研究では，まず，自尊感情尺度，自己愛人格目録短縮版，自己愛脆弱性尺度，
親への愛着尺度の 4つの尺度の因子構造を検討するため，因子分析 ( 重み付けのない最小二
乗法，バリマックス回転 ) を行い，その後，各尺度間の相互相関，性差などについて検討した。
　因子分析の結果，自尊感情尺度からは 1因子，自己愛人格目録短縮版からは，「優越感・
有能感」・「注目・賞賛欲求」・「自己主張性」の 3因子，自己愛脆弱性尺度からは，「自己顕
示抑制」・「潜在的特権意識」・「自己緩和不全」・「承認・賞賛過敏性」の 4因子，親への愛
着尺度からは，「不信・拒否」・「安心・依存」・「分離不安」の 3因子をそれぞれ抽出した。
　次に，それぞれの下位尺度の得点に関して，男女間での差があるかどうかを検討するため，
t検定を行った。「自尊感情」(p<.01)，「優越感・有能感」(p<.01)，「潜在的特権意識」(p<.05)
については，それぞれの尺度の得点が男性の方が女性よりも高く，「自己顕示抑制」(p<.05)，
「承認・賞賛欲求」(p<.01)，「安心・依存」(p<.01)，「分離不安」(p<.05) についてはそれぞれ
の尺度の得点が女性の方が男性よりも高いと解釈することができた。後に相関のパターン
を見ても，男女別ではパターンが異なっており，性差が認められる可能性が示唆された。
　さらに，各尺度間における相互相関を検討するために，全体，男女別共に Pearson の積
率相関係数を算出し，「自尊感情」を説明変数として，強制投入法による重回帰分析を行っ
た。その結果，「自尊感情」と各下位尺度間との相関のみを見ると，全体，男女共に，自己
愛人格目録短縮版の下位尺度とは全て正の相関が，自己愛脆弱性尺度の下位尺度とは全て
負の相関が見られた。また，親への愛着尺度の下位尺度とは，回避型 (avoidant-type)，抵抗
型 (anxious/ambivalent-type) を反映している「不信・拒否」・「分離不安」との間に負の相
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関が見られ，安定型 (secure-type) を反映している「安心・依存」との間に正の相関が見られ，
仮説は支持されることとなった。
　しかし，各下位尺度を詳細に検討していくと，疑問に思われる部分も多く挙がり，各下
位尺度の妥当性についての検討や，実際にどういった側面を反映しているのかという点に
ついて検討が必要であると考えられた。
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成功体験・失敗体験に関する自伝的記憶と
大学生の進路選択行動との関係

10ML60010.　武田　英彦
指導教員　　毛利　伊吹

【問題と目的】

　自伝的記憶（autobiographical.memory）とはエピソード記憶の一分類であり、自身の情
動と深く結び付いた経験や出来事に関する記憶であると定義されている。自伝的記憶はそ
の人自身の歴史そのものであり、過去の記憶を想起することが、その人の現在、未来にお
いて様々な影響を及ぼす可能性があるということは先行研究の対象とするものであった。
　Bluck(2003)，Pillemer(2003) などにおいて、自伝的記憶が有する機能についての検討がな
された。自伝的記憶の機能は、自己の一貫性や自己評価を支える「自己機能」、対人コミュ
ニケーションに寄与する「社会機能」、行動や態度決定を支えたり動機づけるのに役立つ「方
向づけ機能（指示機能）」と３つに大別される。
　このことから、自伝的記憶の機能は自己を確立しながら、社会的な関係性を築き、自ら
の進むべき道を決める指標となり得るものと考えられる。この点に留意して考えると、自
伝的記憶は人間の進路選択行動に大きな関わりをもつことがうかがえる。
青年期における進路選択は自己や同一性に関わる大きな問題であり、そこに作用する自伝
的記憶の働きも重要であると考えられる。
　先行研究において自伝的記憶の想起内容と気分の検討が行われている。ポジティブな自
伝的記憶の想起は自己評価を高め、ネガティブな自伝的記憶の想起は、問題解決能力の低
下や、将来の見通しを妨げ無力感を促すなどの悪影響があることが指摘されてきた（Healy.
&.Williams，1999）。
　成功体験の記憶をポジティブな記憶、失敗体験の記憶をネガティブな記憶として捉える
としたら、成功体験の自伝的記憶を想起しやすい者は、失敗体験の自伝的記憶を想起しや
すい人に比べ、進路選択行動を積極的に行うことが推察される。
　また、自伝的記憶の機能との関係においては、成功体験の記憶を想起しやすい人ほど、
自伝的記憶の機能（方向づけ機能、社会機能、自己機能）を活用しながら進路選択行動を
積極的に行っていることが考えられる。
　以上より、本研究では、大学生の成功体験・失敗体験の自伝的記憶と進路選択行動との
関係を検討した。この結果から、自伝的記憶の自己機能、社会機能、方向づけ機能を活用
させる臨床心理学的援助の可能性を見出す事ができ得るものと考える。
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【方法】

　2011 年 10 月に私立A大学文学部の大学生を対象に、講義時間を利用して口頭で調査の
説明を行い、質問紙調査を実施した。異なる講義において計５回の調査を行った。174 名か
ら回答が得られ、回答に不備があったものを除いた 160 名（男性 66 名、女性が 94 名、平
均年齢 20.45）を分析の対象とした。
　質問紙の構成は、性別、学部、学科、学年、年齢、などのデモグラフィックデータを得た後、
人生で一番印象に残っている「達成を目指していた目標」を想起してもらい、達成の程度
を４件法にて求め、達成できた、ある程度達成できたと回答した者を「成功体験群」、達成
できなかった、あまり達成できなかったと回答した者を「失敗体験群」にそれぞれ群分け
をした。次に、想起を促した「達成を目指していた目標」の記憶の明確性と意味合いの強
さを測るために、Johnson ら（1988）の MCQ（Memory.Characteristics.Questionnaire，
ＭＣＱ）を清水、高橋ら（2007）が標準化した「日本版記憶特性質問紙」の下位尺度の質
問項目を用いて検討した。次に自伝的記憶の機能（自己機能、社会機能、方向づけ機能）
を測定するため、Bluck ら（2005）が作成した、われわれがどのような状況下で過去を振り
返るのかを問う、Telling.About.Life.Experiences.Scale（TALE尺度、）を用いた。次に参
加者の進路選択行動の頻度を富永（2009）の進路選択行動尺度を用いて測定し、参加者の
職業意識に関しては下山ら（1986）が開発した「職業未決定尺度」を用いて検討した。最
後に自伝的記憶を日常生活の中でどのように活用しているかを探索するため、質問紙の最
後に「あなたが何か行動する際に、過去の体験を思い出して参考にすることがあれば以下
に差し支えない範囲でお書き下さい」という形で自由記述を求めた。

【結果と考察】

　分析の結果、成功体験群と失敗体験群を比較すると、成功体験の自伝的記憶を想起しや
すい学生は、失敗体験の自伝的記憶を想起しやすい学生に比べて、当該の自伝的記憶の機
能を活用し、積極的に進路選択行動を行っていることが示唆された。この結果から成功体
験の自伝的記憶は、自己機能や社会機能、方向づけ機能として活用されながら、進路選択
行動を積極的に行う要因となり得ることが考えられる。
　今回の研究で検討された記憶は意図的に想起されたものである。自伝的記憶の機能に関
しては、無意図的に想起される記憶も重要であると考えられている。また、想起時におけ
る気分一致効果の影響等、記憶の想起においては、考慮すべき点が多々あるところを今後
の課題としたい。
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大学生における過去のいじめ被害体験と現在の友人関係
―社会的スキルに着目して―

10ML60011　冨樫　恵理
指導教員　池田　政俊

【問題と目的】近年、青少年に関する非行や事件が大きく取り上げられている。特にいじめ
は見過ごせない問題となっており、いじめ被害を受けた者には抑うつ、自尊心の低下、心
身症、対人不安などの不適応症状が表れ (Hawker&Boulton,.2000)、被害後数年が経過した
時点でも解消されないことが知られている。また、いじめの被害経験は被害的な認知傾向
をもたらし、不安に対して過敏にさせ、対人関係に悪影響をもたらすことが示されており、
被害経験が調査時点での不適応傾向の要因である可能性が示唆される（森本、2004）。しか
しその一方でいじめ被害経験による影響は不適応傾向など否定的な側面ばかりではないと
の指摘もある。いじめには、他者尊重、　精神的強さ、進路選択への影響などの肯定的な影
響も存在すると香取（1999）が指摘しているように、いじめ被害経験による影響は一面的
ではないと考えられる。これらのことは、いじめ被害経験の受け止め方は個人によって異
なることを意味しており、いじめ被害経験の受け止め方で、現在の適応状況、感情の側面、
対人コミュニケーションなどにおいて違いが生じると推測される。
　円滑な交友関係を築くためには、交友関係を適切に調節し、維持するための基本的な技能、
いわゆる社会的スキルも必要とされている。昨今では、社会的スキル不足によって交友関
係に困難を示す青年が増えており、いじめなどの対人関係上の問題を生起させてしまう原
因のひとつに、社会的スキルの欠如を挙げる論説がある（磯貝、1992、松元、1996）。いじ
めの被害経験者は社会的スキルが低いとさまざまな先行研究ではあげられてきた。しかし、
いじめ被害経験から肯定的な影響を得ている者もいることから、社会的スキルにもプラス
の影響があることが考えられる。本研究では、いじめ被害経験が社会的スキルにどのよう
な影響を与えているのかを検討する。また、社会的スキルが高い者がいたとすれば、どの
ような要因が考えられるのかということも検討したい。社会的スキルが高いということは、
現在の友人関係を円滑に築けており、いじめ被害経験を生かしているのではないかと考え
る。肯定的な側面から研究を進めることで、いじめ被害経験者を支援する一助になるので
はないか。

【方法と調査対象】

【研究 1) 量的調査】2011 年 6 月上旬に、私立Ａ大学の学部生 1～ 4年生 268 名を対象とし、
講義前及び講義後に、講師と著者との依頼により実施した。個別自記入形式の質問紙調査
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で実施し、質問紙の構成はフェイスシート、友人関係尺度（岡田、1995）、いじめ経験の有無・
経験時期・継続期間、Kikuchi’s Social Skill Scale.18 項目版（Kiss-18）（菊地、1988）とした。
有効回答数は 265 名（男性 130 名、女性 134 名、無記入 1名、平均年齢 20.2 歳）であった。

【研究 2) 面接調査】2011 年 11 月 2 日～ 9 日に、研究 1 の回答者であり、質問紙末尾の面
接協力のお願いの欄に同意の上、連絡先を書いていた者の中から、いじめ被害経験者かつ
社会的スキルの高かった者に連絡を取って依頼し、依頼承諾をした 2名（A: 女性 18 歳、B:
女性 21 歳）に半構造化面接で調査を行った。面接の内容は、いじめの被害を受けてどのよ
うな影響を受けたかということや、対人関係において学んだこと、どのような支えがあり、
いじめをどう対処したのかということを面接のプロトコールに沿って調査した。

【結果と考察】研究 1より、いじめ被害経験者は、他の経験をしたものよりも社会的スキル
が低い傾向があった。しかし、35%の者は社会的スキルが高いという結果が得られた。また、
いじめの役割と現在の友人関係及び社会的スキルの関連を二元配置の分散分析を用いて検
討した結果、過去のいじめ経験が、現在の友人関係を築く際に相手に気を遣うということ
で影響を与えているということが示唆され、社会的スキルの高い者で、過去に単純被害経験、
単純加害経験、その他の経験、単純被害かつその他の経験、単純被害かつ単純加害かつそ
の他の経験をしたものは、現在の友人関係において深い関わりを避けて互いの領域を侵さ
ないといった傾向が強いことが示唆された。社会的スキルが高い者は、友人とある程度の
距離を保つことに社会的スキルを利用している可能性があることが伺えた。
　研究 2より、いじめを受けてからの対処の仕方やいじめの要因の捉え方などから、その
後の生活や現在の友人関係に大きな違いが見られた。また、社会的スキルにおいては、被
害経験がきっかけで社会的スキルを身につけていたが、社会的スキルをサポートする立場
などにおいて利用する反面、友達と広く浅い付き合い方をしていたり、関係が崩れないよ
うにすぐに謝るなど、友人関係を築く上で、社会的スキルを仮面として利用していること
も明らかとなった。
　以上のことより、いじめ被害経験のある者は社会的スキルが低い傾向があるが、社会的
スキルが高いものは、社会的スキルが低い者に比べ、現在の友人関係において気を遣い、
深い関わりを避けた関係を築いている傾向があった。いじめの被害経験を受けたことによっ
て、友人関係を築く上でより慎重に、かつ用心深くなっており、深く関わらないような距
離感を保つことに、社会的スキルを利用しているという可能性が考えられる。社会的スキ
ルは、現在の友人関係を築く上で役に立っているということは確かであったが、立ち回り
としての社会的スキルであり、仮面のような役割をしていた。社会的スキルを用いることで、
望ましい友人関係を築けるとは言い難いと言える。社会的スキルが高くても、現在の友人
関係は質的に満足できる状態ではなく、友人関係を築くことに未だに悩みを抱えている者
もいた。したがって、社会的スキルに着目する観点から、いじめを乗り越える一助を見出
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すことは難しいかもしれない。いじめ被害経験を乗り越えて質的に良い友人関係を築く手
段があれは、いじめ被害経験者の今後の支援の一助になるのと考える。
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他者の存在が独裁者ゲームに及ぼす影響

10ML60012　石川　　直
指導教員　繁桝　算男

【問題】 村井 (2009) によると、人間が社会の中で意思決定をする際には報酬、義務、対人的
状況、美徳、社会的価値、宗教といった基準が影響を与えている。具体的に言うと、報酬
はお金や食べ物、義務は社会規範、対人的状況は共感などの他者の心を推察する能力、美
徳は体型や性格、社会的価値は利他性や利他的な罰、宗教はキリスト教や仏教の教えのこ
とを指す。本研究ではこの分類の中でも社会的価値に焦点を当てていくこととする。
　社会的価値は、「利他性」という個性や「利他的な罰」という社会的システム等と関連し
ている。利他性や利己性といった個人の価値観および利他的な罰という社会システム等を
調べるための手段として、金銭の分配ゲームが用いられる。金銭の分配ゲームは、主に 2
者間で行われるゲームで、実験参加者は分配者と受け手のどちらかに役割が割り当てられ
る。こうしたゲームの代表的なものとして最後通牒ゲーム、独裁者ゲームなどが挙げられる。
それぞれのゲーム内容には実験参加者に割り当てられる役割という点において多少の差は
あるものの、分配者のお金の分配に関していえば、概ね平等に分配する傾向があると言え
る。この傾向は言い換えれば、分配者は他者に配慮した利他的な振る舞いをすると言える。
ただ何故平等に分配しようとするのか、また平等に分配しない状況としてはどういったも
のが考えられるのかということを実証的に検討した研究は少ない。そのため、平等に分配
しようとする要因は何なのか、平等に分配しない状況としてはどのようなものがあるのか、
また平等に分配しないのであればそこにはどういった要因が潜んでいるのかといったこと
に着目した研究が望まれる。

【目的】金銭の分配ゲームにおいてお金を平等に分配しようとする要因の 1つに、他者との
関係を重視しやすい自己観を持つ傾向が考えられる。この傾向は、日本人が持ちやすい傾
向として知られている。しかし、北山 (1994) が指摘するように、同じ日本人でも、自分を
重視する者と他者を重視する者の両方が混在していると考えるのが妥当であろう。よって
本研究では、自分を重視する者と他者を重視する者の間によって独裁者ゲームにおける分
配額に差が生じるかどうかを検討することを第 1の目的とする。
　本研究では実験課題として、実験参加者に独裁者ゲームを行ってもらう。実験参加者は、
このゲームにおいて分配者の役割を担ってもらう。このゲームを使用した理由の 1つは、
独裁者ゲームはお金を分配する側にすべての権利があるということである。この独裁者ゲー
ムの特徴は、他者を気にしない人間であり、さらに自分にお金を多く分配しやすい状況に
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なった場合、他の金銭の分配ゲームよりも行動としてより自分にお金を多く分配する可能
性が高まると考えられる。自分に多く分配しやすい状況として、実験では独裁者ゲームを、
実験部屋で実験者が後ろにいる状態で行ってもらう条件（＝“自分のみ”条件）と実験部
屋で他者と隣同士になって行ってもらう条件（＝“自分と他者”条件）という 2つの実験
条件に設定し実施した。本研究では、他者の目がある状況と無い状況を設定して金銭の分
配ゲームにおけるお金の分配に差が出るかどうかを検討する。実験後、独裁者ゲームの受
け手が親、恋人、クラスメイトだったらどのように分配するかを問う質問紙調査を実施する。
本研究の基本的仮説は本実験の状況では、1) 他者の目がある場合、他者の目がない場合よ
りも分配者はより多くのお金を受け手に分配する、2) 他者重視傾向の者は自己重視傾向の
者よりもお金を多く分配するであった。

【対象と方法】  2011年10月3日～11月2日の間に、T大学大学生34名（男性12名、女性22名）
を対象として実験および質問紙調査が行われた。自分を重視する者と他者を重視する者を
分類する指標として、木内 (1995) によって作成された独立・相互依存的自己理解尺度が使
用された。独裁者ゲームにはお金の入った封筒 1枚（500 円玉 1枚、100 円玉 4枚、50 円玉
1枚、10 円玉 5枚の合計 1000 円）と空の封筒 2枚が用いられた。実験参加者は、一方側に
自分のお金を、もう一方側に相手のお金を入れるよう指示された。

【結果】 自分への分配額と相手への分配額に差が生じるかどうかを検討するため t 検定を
行った。その結果、有意な差は見られなかった（t（33）＝ .53,p=.59）。次に尺度の平均値
より上の者を他者重視傾向 (N=18)、尺度の平均値より下の者を自己重視傾向（N=16）とし、
この重視傾向と 2つの状況が独裁者ゲームの分配額にどのような影響をもたらしているか
を検討した。具体的には、自分への分配額に関して実験状況（2）×尺度得点（2）の分散
分析を行った（実験状況、尺度得点ともに被験者間因子）。その結果、状況の主効果（F（1,30）
＝ .753,p=.39）、得点の主効果（F（1,30）＝ 1.60,p=.21）、状況と得点の交互作用（F（1,30）
＝ .07,p=.78）の全てにおいて有意な差は見られなかった。また実験後の質問紙調査におい
ても、親、恋人、クラスメイトの 3者全てにおいて自分と相手との間の分配額に差は生じ
なかった。

【考察】実験の結果、他者の重視傾向および状況の差異の両方において、独裁者ゲームのお
金の分配には影響を及ぼさないということが示された。この結果の背景には、独裁者ゲー
ムの構造上の問題、第 3者からの利他的な罰や評判など様々な事柄が考えられた。これま
でお金の分配に関する実験の背後には、利他性という要因や日本人が持つ特性といった事
柄があると考えられてきた。しかし実際には、自己を重視したり他者と協調したりする価
値観の他にいくつもの要因が絡んでいるのではないかということが本研究からは示唆され
た。
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定年を迎えた男性が地域活動に参加する動機とその促進要因
─子育てボランティアを中心に─

10ML60013　岡部　健二
指導教員　元永　拓郎

【はじめに】　近年、わが国における高齢者人口の割合は、他の先進国と比較しても急速に
増加している。団塊の世代の一斉退職などもあり、この世代に対する心理の理解は急務で
あると思われる。定年を迎えて、引退後の生活に関して仕事以外でも新たな生きがいをみ
つけることが求められているだろう。そんな中で現在注目されているのは、町内会や自治
会等地域における社会参加活動である。片桐・菅原（2010）の研究では職業グループ、地域、
性別により社会参加と主観的幸福感との関連はかなり異なることが判明している。したがっ
て、団塊の世代がもつ価値観はこれまでの高齢者がもっているものとは異なっており、そ
れにより地域活動に参加する上でもその動機や促進要因は異なっている可能性が考えられ
る。
　Erikson ら（1997.村瀬・近藤訳.2001）は、個体発達を８つのステージに分け、各発達段
階においてそれぞれ特有の発達課題があると考え、８つめのステージである老年期は自我
の統合の時期であるとして、それぞれの段階の心理・社会的テーマが再体験され、吟味さ
れることによって現在のあり方としてアイデンティティの中に統合されていくというもの
である。この再体験が、退職してこれから先を考える上でも重要になってくると考えられる。
こうしたことが今までやりたかったこと、長年の想いとして積もった「どんなことをやり
たかったか」という問いが、自己実現という形で、地域活動やボランティア活動を始めよ
うとする意識や、それを促進する要因として大きなものになるのかもしれない。

【目的】　高齢者が地域活動やボランティア活動を始める場合どのような心理プロセスがあ
るのか、またそのプロセスはどのような要因によって促進、または阻害されるのかを調べる。
それに加えて、高齢者の人生において求めていたもの、人生の過去の段階において求めて
いたものが、何らかの形で関連しているかを含めて検討する。これらの検討より、高齢者
が地域活動やボランティア活動へ参加するにあたって、参加動機をいかに高めているのか、
またその活動が継続し、発展することに関する要因を考察し、高齢者の人と子育てボラン
ティアに参加することの意義について触れる。

【対象と方法】　著者もボランティア活動に参加する首都圏郊外にあるA地域に住む 60 歳以
上の人で、子育て支援活動に参加する人と、中学生に対して授業外で補習を行うボランティ
ア活動に参加している人を対象にする。
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この対象からボランティア活動に参加している高齢者、及び隣接地区において同様の活動
をしている高齢者、10 名を対象とした。調査は首都圏にあるA地域において地域支援活動
やボランティア活動に参加し、対象の実際の動きと現場での役割を観察した。平行して事
前面接調査として半構造化面接を実施する直前に調査票に回答をいただいた。その後、半
構造化面接により満足度や参加動機、参加の促進要因と阻害要因等、地域支援活動に対す
る意見を調査した。面接調査は 45 分程度で行った。場所は対象に連絡をとった際、面接が
行える程度の比較的静かな場所として、対象の住居の近隣にある喫茶店や、団地の集会場
などを用いて行われた。また事前に承諾をとり、面接調査の内容をテープに記録した。

【結果と考察】　ボランティア活動をはじめる際の心理として、「活動をはじめる際」におい
ては、「深い関心はない」、「自己の生活を充実させたい」、「他者を充足させたい」、「自分の
経験を活用したい」、「勧誘」の 5つのカテゴリーが示された。これらのカテゴリーから、「自
己の充足」、「他者の充足」、「自分の経験を活用」、「深い関心はない」というボランティア
へ参加する心理があり、大部分は誘われての参加ということでこれが促進要因として働き、
活動への参加に繋がっていると思われる。次に実際に活動に参加してみて感じた心理をに
ついて見ていく。「活動をしてみて」では、カテゴリーとして「自己の生活の充足」、「他者
を充足させたい」、「具体的に感じたやりがい」、「子どもに対する問題意識」、「老いの自覚」
からなる 5つのカテゴリーが見出された。ここでは「自己の充足」、「他者の充足」が子ど
もを中心として「子どもへの関心の深まり」という形で同じようなものへとなっていくと
思われる。また、「子どもへの関心の深まり」という形で子どもとの世代間交流を通して「老
いの自覚」が深まっていくと思われる。
　ボランティアに参加する前の心理プロセスとしては「自己の充足」、「他者の充足」、「自
分の経験を活用したい」という３つの心理が見出された。また多くの人が「誘われての参加」
とし活動への参加をはじめていたことから、高齢者がボランティア活動に参加する心理プ
ロセスの１パターンとして、「自己の充足」、「他者の充足」、「自分の経験を活用したい」といっ
た動機の高まりを持った「待ち」のような状態にあると思われる。
　一方で退職から「待ち」をへずに直接ボランティア活動をはじめる人もいた。このパター
ンでは「使命感」などが影響を与えていると思われる。もう１つに直接子育て支援ボラン
ティアをはじめたわけではないが、他のサークル活動から知り合いが出来、その繋がりか
らボランティアに誘われて参加していた。既に他の活動に参加しているために、周囲や自
分自身が情報を多く所持しているためだと思われる。高齢者の人生において求めていたも
の、人生の過去の段階において求めていたものが、ボランティア活動への参加に関連して
くるかについては、明言はされないが、新しい繋がりを作りたい、恩返しをしたい、など
の意見が出たのは、そうしたことを退職前においてやれていなかったため、というように
感じられていることは考えられる。
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　今回の研究では地域子育てボランティアに対象を絞ったため、得られた結果が特有のも
のであるということは分からない。今後そうした研究により比較をしていく必要があると
感じる。また本研究は全ての高齢者がボランティアに参加するべき、と述べるものではなく、
定年退職後の老後の 1形態として、そうしたボランティア活動へ参加していくことは様々
な有効性が考えられるため、選択肢の１つとなりうる、ということを述べるものである。
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自閉症児の療育における関与者の省察の変容プロセス
―関係発達の視点からの検討―

10ML60014　飯塚小百合
指導教員　木原久美子

【問題】近年では，どのような分野においても専門性は獲得されていくものだという考えか
ら，対人援助職における専門性の発達についての研究が多く見られるようになってきてい
る（秋田，2000 など）。そこで本研究では，福祉施設における自閉症児の療育に注目した。
自閉症児の療育に関しては時に「職人芸」と称され，療育的関与者（以下，関与者と記す）
個人の資質の問題として捉えられてきた傾向がある（石井，1987；片倉，1989）。自閉症の
中核的問題としては，Kanner への回帰（野村，1992）といわれるように再び情動的交流の
障害に注目が集まるようになってきている。　
　関係発達論（鯨岡，1999）の観点からは，情動的交流の障害は，自閉症児という「個」
に固有のものではなく，他者との間に存在するものであると考える。つまり，自閉症児も
一人の人として「関係の中の個」として存在すると考え，関与者を含めて，彼らを取り巻
く人々もまた喜怒哀楽を感じつつ自閉症児とかかわる「関係の中の個」としての存在であ
ると捉えられる。本研究では関係発達の視点から関与者の情動の動きに焦点を当てて，鯨
岡（2000）が保育者の専門性の 1つに挙げている「省察」を切り口として，関与者の専門
性の発達について検討していく。

【目的】関与者の省察が，何をきっかけに始まり，どのような変容プロセスをたどるのかと
いう仮説モデルを生成することによって，関与者が悩みや迷いをどのように解決しようと
するのかを微視的に検討することを目的とする。そして生成された仮説モデルが，自閉症
児への療育における関与者の専門家としての成長にどのような道筋が見出せるのか，その
可能性について検討する。

【方法】知的障害児通所施設Ａの関与者 8名（療育歴 10 年以上のベテラン群 3名，10 年未
満の初任群 5名）に対する半構造化面接とフィードバック面接を，データ収集の方法とした。
面接は許可を得た上で ICレコーダーに録音し，施設名および人名はすべて仮名として，逐
語記録を作成した。面接では，関与者が療育を実践してきた中で印象に残っている事例あ
るいは出来事，自身の療育実践について感じていることを中心に，関与者との自然な会話
の流れを重視しながら聞きとった。
　得られたデータは木下（2003）による修正版グランデッド・セオリー・アプローチ（以
下，M-GTAと記す）を用いて分析を行った。本研究では，（a）質的研究法としての分析手
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法が明確である，（b）自閉症児への療育における関与者の省察という本研究の分析対象が，
M-GTAが適しているとする，対人援助過程における相互作用といえる，（c）応用可能性を
重視し，結果を現場に還元することを重視するM-GTAの理念が，実践研究としての本研究
の目的に合致する，という理由からM-GTAを分析方法として選択した。得られたデータは，
①関与者が対象児をどう捉えたか，②関与者が自身の実践をどうふりかえったか，③関与
者がどう療育を実践したか，④対象児との関わりの中で関与者にどのような気持ちの動き
があったか，の４点について着目し分析した。

【結果と考察】分析の結果，31 の概念と 6つのカテゴリーが生成された。カテゴリーを中心
に自閉症児の療育における関与者の省察の変容プロセスを概観すると，関与者は自閉症児
への療育に際して，まず関与者自身に≪感情の揺さぶられ体験≫が生じる。関与者は，療
育を行う者としての自覚を持ちつつ一人の人間として現場に参加する際に，関与者個人が
これまでに培ってきた価値観や感性を持って実践に臨む。そして実際に対象児と接し，関
与者自身の感情が大きく揺さぶられることをきっかけとして，省察が始まることが明らか
となった。
　やがて，対象児への療育的関与が深化するにつれて≪療育における葛藤≫が関与者に生
じるようになる。これは関与者が，自分自身と対象児との関係性に着目するようになる段
階である。対象児の行動を関与者自身の働きかけとの関連で捉えるようになり，≪わかっ
たつもりへの気づき≫が生まれる。出来ていると感じていた対象児との意思疎通が，実は
成立していなかったのではないか，やりとりが成り立っていなかったのではないかという
疑念が生じるのである。その中で≪“療育者”であることの葛藤≫もまた，関与者に生じ
るようになる。対象児の成長や課題が見えるようになってくるが故に，自分は療育を行っ
ている者なのだという役割意識が生まれ，それがかえって対象児との間に壁として立ちは
だかってしまう。過剰な役割意識を持つことによって，対象児との関わりにぎこちない感
じが生じ，関与者はもどかしさを抱く。対象児の捉え方に関して思いを巡らせることを中
心とした≪わかったつもりへの気づき≫の省察と，療育を実践する者としての関与者自身
の振る舞いを中心とした≪“療育者”であることの葛藤≫の省察に，新たな視点として影
響を与えるのが≪関与者間の学び合いと葛藤≫の発生である。療育において生じた葛藤を，
先輩や同僚の実践を参照することや意見をもらうことによって関与者は乗り越えようとし
ていくと考えられた。
　次第に関与者は，≪療育の可能性への期待≫を抱くようになっていく。関与者からの発
信が対象児に届いているという手ごたえを感じるとともに，対象児からの働きかけの意図
をつかめるという実感が湧いてくる。対象児の今の姿を見定めた療育目標を立て，実践と
そのふりかえりを繰り返す。関与者の働きかけが対象児には伝わっているという感覚に，
迷いが生じることが少なくなっていく。
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そうした体験を経て，関与者が対象児と一緒に物事に取り組むことによって達成感や喜び
を共有したり，ほぼ毎日出会う対象児とのかかわりにつながりが生まれたり，そしてそれ
が蓄積されていくという関係が積み重なっていく。それによって関与者には，自分自身が
思い描いている療育と，具体的に実践している療育が一致しているという実感が湧き≪療
育観の獲得≫が生じると考えた。
　しかし，療育観が獲得されたとしても，関与者と対象児，そして関与者間の日々の関わ
りは決して固定的な営みではない。関わりが積み重なることによって，改めて関与者自身
に≪感情の揺さぶられ体験≫は生じ得る。それぞれの個性を持っている対象児に，そして
日々成長していく対象児に，関与者が常にパターン化された関わりで対応していくことは
不可能であると考えられる。そのため結果図において，≪療育観の獲得≫に至ってからも
再び≪感情の揺さぶられ体験≫へと循環するという図式を描き，自閉症児への療育におけ
る関与者の省察の変容プロセスの仮説モデルを生成した。
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