
学習と心理的成長に向けての援助
――児童養護施設の学習ボランティアとしての活動から――

07ML60001 今成　久子
指導教員 池田　政俊

問題と目的 2008年6月18日の新聞報道によると，厚生労働省は，全国の児童相談所が対応し

た児童虐待が2007年度には過去最多の4万618件に上ることを明らかにした。児童虐待件数の

増加にともない，児童養護施設に保護される子どもの数が年々増え続けているという。

児童養護施設における子どもは，職員の献身的な養護と指導に支えられ生活をしている。ま

わりの状況も自分自身も見えてくる小学校入学の頃から，他の子どもと比べて，まず家庭がな

いあるいは生活をしていないという厳しい現実がつきつけられ，特に被虐待児の多くは学力の

差を知らされ，ただでさえ乏しい学力と学習意欲がさらに失せてしまうことが予想される。し

かし職員が個々の子どもの学習をきめ細かにみる余裕はあまりないというのが実態であろう。

そこで多くの施設では，学習ボランティアを募集し，1対1で子どもの学習援助をしている。

すべての子どもがこの社会の中で自立して生きていく基盤となる学力の歪みもまた，子ども

の心身の発達に打撃的な影響を与えることは言うまでもない。

本研究では，児童養護施設児で，身体的虐待の既往があり，学習意欲と学力が低下しており，

年齢相応の心理的発達に到達していない小学校中学年女児に対して，筆者が学習ボランティア

としてかかわることにより，被虐待児の学習と心理的成長に向けての援助のあり方を明らかに

することを目的とする。以上の問題意識をもとに，リサーチクエスチョンをたてた。

①　虐待の既往のある児童の学習意欲や学力の低下を，虐待との関係でどう理解するか。

② 虐待の既往のある児童に対して，どういうかかわりが学習意欲や学力の向上につながるか。

③　虐待の既往のある児童に対して，どういうかかわりが心理的成長の促進となるか。

方法 週１回の筆者による学習ボランティア活動において，各活動終了後に対象児とのかかわ

り場面の関与観察記録を作成した。調査期間は，X年11月からX＋1年10月である。本研究で

は，『修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ』（木下 2008）を使用して分析を行った。

さらに1年間の活動を，学期を基本とした5つの時間軸に分け，時系列での変化も分析した。

結果 分析の結果，学習と心理的成長に向けての援助を行う学習ボランティアのかかわり側面

として，【学習の枠組み】，【オタスケマン】，【学習拒否感】，【学習成果と賞賛】，【楽しいこと

得意なこと】，【心の通い合い】，【心理面・態度面】の7つのカテゴリーが生成された。

対象児は本活動の開始当初，学習への拒否感が異常に強く，算数と国語の基礎学力が極端に

低かった。学習援助活動について次の3点が明らかになった。第1はそうした対象児の学習へ

の強い劣等感と心理的にバランスをとるものが必要である。それが，【楽しいこと得意なこと】

の側面である。第2には，対象児は援助者に対して，父親，母親，あるいは両者の転移をして
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いる可能性がある。援助者はそのことを理解し，対象児の親がとらないであろう行動をとる必

要がある。第3には学習時間は短く，内容は基礎基本から少しずつ繰り返し，教材を工夫しな

がら与えることである。以上のように学習援助と心理的支援が統合されることにより，対象児

の心理的成長がもたらされていく。

時系列で見ると，時間帯・時間・部屋は，学習を成立させるための重要な枠としての機能を

果たした。Ⅰ期は対象児の学習拒否感が大変に強く，得意なコラージュにより，Ⅱ期もコラー

ジュや学校ごっこにより，学習活動がかろうじて成立した。Ⅲ期は，対象児の学習拒否感情と

気分の変動が激しく表出された。かかわり側面の概念に，＜受け流し＞＜援助者の召使化＞＜

不安におののく援助者＞と＜会話＞＜行事に来てほしい気持ち＞が目立ち，対象児の援助者へ

のアンビバレントな感情が示された。また対象児は＜絵本＞＜ピアノ弾き＞により心のバラン

スをとっている。Ⅳ期には，対象児は夏季休業中のため本活動も休みにしてほしいという思い

が強かった。Ⅴ期には，対象児の＜質問＞が目立ち，学習課題にまじめに取り組むようになり，

援助者に即した概念に＜学習評価と賞賛＞＜しつけ＞＜挨拶＞が目立ち，ようやくしつけ的指

導も可能になってきた。

考察 まず被虐待児の学習意欲や学力の低下についてである。対象児は過去の Intelligence

Scale for Children-Third Edition （WISC-Ⅲ）の結果から先天的な精神遅滞はなかったと考えら

れる。Oates ＆ Peacock（1984），緒方（2007），坪井（2005）などの先行研究からも，被虐待

児には何らかの知的・認知的発達の遅れがあることが示唆される。その原因として，杉山

（2008）が紹介しているBerisらの脳研究の立場，西澤（2001）の虐待環境の影響，そして

Klein（1975小此木他訳2006）やBion（1962福本訳2008）の母子関係によるものがある。

虐待を受けた子どもに学習援助活動を行うにあたって3つの必要な条件があると考える。第

1は子どもの学習意欲である。その学習意欲のなさを補う物として，本事例では対象児にとっ

ての得意で楽しい遊びがその機能を果たしていた。第2は子どもと援助者間の人間関係である。

Racker（1968坂口訳1984）によると，補足型逆転移とは，“分析医にクライエントの内的対象

が投影される”ことで，援助者の側に，援助者が親として，対象児が子どもとして投影される

のである。融和型逆転移とは，“分析医にクライエントの内的自己が投影される”ことで，対

象児が虐待する親であり，援助者が子どもとなって援助者に投影されるものである。＜援助者

の召使化＞などはこの文脈で理解できる。イギリスの被虐待児のためのタビストック・クリニ

ックのBoston ＆ Szur（1990平井他訳2006）もまた，“このことを心に留めておけば，このよ

うな子ども達の，一見不当な，あるいはとっぴな行動についても，かなり理解ができるように

なるものである”と述べている。第3は援助者の教育能力である。

1年間の学習援助活動における心理的成長とは，毎週の35分程度の学習活動で，対象児が誠

実に課題に取り組むようになってきたことによって示される。

被虐待児への心理的理解をもっての学習援助の実践研究は，先行研究が極めて少ないだけに

その意義は大きいと考える。今後の課題としては，事例の数をふやすこと，研究方法の工夫，

小学校入学時期など子どもの年齢を早めたものや虐待種別ごとの学習援助研究があげられる。
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大学生の自己愛と攻撃性について
――対人情報処理に着目して――

07ML60002 梅澤　義行
指導教員　張田　真美

＜問題と目的＞ 自己愛とは，自分自身を大切にし，自分を愛することであり，ほとんどの人

に認められる心性である。Fromm（1956）は，自分を愛することのできる人こそ他者をも愛

せるとし，人が生きていくために必要なこととしている。

現代では，青年が自己愛的になってきているという指摘がされており，塩尻（1992）は，現

在の臨床例の中に自己愛性パーソナリティ障害の枠組みで理解しやすい人々が多いと述べてい

る。人は，青年期になると拠り所であった家族から離れ，社会へと足を踏み出そうとする。独

り立ちの際，自分という存在を強く意識し，その一方で，青年期初期の段階では，自分の思考

と他者の思考をしばしば区別できないことがあり，他者も自分に関心を向けていると思い込ん

でしまうことがある。

一方，他者認知の過程に関しては，1940年代より「印象形成」という領域において研究が蓄

積されてきている。印象形成とは，「他者に関する断片的な情報を秩序立てながら，全体的印

象へと体制化していくプロセス」を指し，他者について同じ情報を与えられても，人によって

異なった印象を形成する事が実証されてきている。池上（1996）によれば，他者一般に対して

ネガティブな感情を持っているものは，敵意性に関する特性概念の活性水準が慢性的に高く利

用しやすくなっている。また，磯部（2007）の研究では，池上（1996）の仮想人物を評定させ

るという方法を取り，攻撃性の高い個人は，自分と類似の攻撃を示す人物をポジティブに，自

分とは異なる攻撃性を示す人物をネガティブに捉える傾向を明らかにした。しかし，小塩

（2004）を始めとし，自己愛傾向の高い者においての自己や対人関係における研究は数多くな

されている。対人関係の研究から，自己愛傾向の高い者は，自分より優れたものをより否定的

に評価するということが言われている。さらに，自己愛と共感性との関連を検討した研究では，

自己愛傾向が高いと共感性が低くなるという結果もある。本研究では，攻撃性に着目した対人

情報処理を通して，青年期において自己愛と攻撃性の関係について対人情報処理という観点か

ら明らかにすることを目的とし，質問紙調査を行った。

＜対象と方法＞ 首都圏私立Ａ大学において心理学の講義を受講している133名の学生であっ

た。140部配布し，133部回収した。分析対象となったのは，明らかな虚偽回答を含むと判断

された回答や調査項目に記入漏れがあった回答を外した有効回答117名（男性70名，女性47名）

とした。平均年齢は，男性21.9歳，女性20.2歳，全体で21.2歳だった。

攻撃性を測定する尺度として，外顕性攻撃は，秦（1990）が，攻撃インベントリーの身体的

攻撃10項目と言語的攻撃8項目，磯部（2007）の作成した関係性攻撃10項目の28項目を用い
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た。そして，自己愛傾向を測定する尺度として，自己愛人格目録短縮版（NPI-S）を用いた

（小塩,1998）。対人情報処理を測定するために，磯部ら（2007）の印象形成課題の研究で用い

られた仮想人物を用いた。その後，池上（1996）の単極性特性尺度によって印象について回答

させた。単極性特性尺度は，敵意性（冷たい，意地悪な，わがままな），友好性（あたたかい，

やさしい，思いやりのある），依存性（無責任な，気の小さい，退屈な），独立性（頼りになる，

頭の良い，おもしろい）の4下位尺度からなり，感情については，磯部（2007）の，不安（不

安で緊張する），抑うつ（憂うつで落ち込む），怒り（むっとする），嬉しさ（嬉しくなる）の

尺度を用いた。受容度については，仮想人物と今後どの程度友人として付き合っていきたいと

思うかについて尋ねた。

＜結果と考察＞ 「外顕性攻撃」の行動記述文に対して，外顕性攻撃が高い群は外顕性攻撃が

低い群と比較して，「冷たい，意地悪な，わがままな」といった印象を受けているといった結

果が示された。外H群は，外L群と比較して「不安で緊張する」といった感情は受けないこと

が明らかになった。そして，一緒にいると「嬉しくなる」といった感情をもつという結果が得

られた。同様に自己愛傾向が高い群と低い群において「外顕性攻撃」高低×「関係性攻撃」高

低の2要因の分散分析をおこなったところ「外顕性攻撃」の行動記述文に対して，｢敵意性｣で

有意な交互作用が認められた。結果，関係性攻撃が高く，外顕性攻撃が低い者は，外顕性攻撃

が高い者より「敵意性」が高い結果だった。

したがって，「外顕性攻撃」の高い者は，「外顕性攻撃」を行う人物に対して好ましい印象を

もつが，自己愛が高い傾向にある人物の場合，好ましい印象はもたないことが分かった。また，

自己愛低群において「外顕性攻撃」高低×「関係性攻撃」高低の2要因の分散分析を行った。

「外顕性攻撃」の行動記述文において，「外顕性攻撃」は「抑うつ」「不安」尺度で有意な主効

果がみられた。「関係性攻撃」は，「友好性」尺度で有意な主効果がみられた「外顕性攻撃」の

行動記述文において，「受容度」において，有意な交互作用がみられた。単純主効果の検定よ

り，関係性高群において外顕性低群は外顕性高群より「受容度」が高かった。

したがって，磯部（2007）が明らかにした「外顕性攻撃」と異なった攻撃形態「関係性攻撃」

を行う者に対して，否定的な印象をもつという研究を支持することはできなかった。

よって，自己愛傾向が高い者は，自身の攻撃形態と類似していても他者に対して好ましい印

象を持たないことが明らかになった。また，自身と異なった攻撃形態を示すものに対して好ま

しい印象をもつことが明らかとなった。これは，Byrneの提唱した「類似―魅力理論」と異な

る結果であり，小塩（2004）が述べるように，自己愛傾向が高い人物は，他者の攻撃行動に対

して過敏に反応し，敵意を感じやすいという結果を支持していた。

しかし，研究協力者が少なかったことや対象が都内の私立大学生のみといった偏りがあった

ので，今後の研究として，より多くの者を対象として行うこと必要がある。また，小塩（2004）

が述べている，自己愛傾向の2タイプ，自己愛高群における「自己主張性」が優位な「過敏型」

と「注目・賞賛欲求」の優位な「無関心型」についてまで言及することができず，今後の課題

といえる。
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IATで測定した自尊心と抑うつおよび自己愛的脆弱性との関係
――縦断的測定および質問紙で測定した

自尊心とのズレからの検討――

07ML60004 尾中　航介
指導教員　毛利　伊吹

問題と目的 自尊心とは，自己に対する肯定的な態度である（Rosenberg，1965）。近年，実

験的な手法によって自尊心を測定しようとする研究が盛んに行われるようになってきている。

この実験手法の一つにImplicit Association Test（IAT）が挙げられる。IATで測定された自尊心

は潜在的自尊心とよばれ，質問紙で測定された自尊心との比較検討を行う場合は，後者を顕在

的自尊心とよぶことが多い。潜在的自尊心と顕在的自尊心の高さはこれまでの先行研究におい

て相関が低いことが示されており（潮村ら，2004），この要因の追求や，潜在的自尊心と顕在

的自尊心のズレが他の精神的健康とどのような関連があるのかに焦点を当てた研究が中心に行

われてきている。相関の低さを説明する代表的な理論として，Greenwaldら（1998）の提唱し

ている自己呈示モデルがある。この理論では，自己に対する真の態度は一つで，それが潜在的

自尊心であるとする。しかし，この潜在的自尊心を質問紙などに表明する際には，社会的望ま

しさなどの自己呈示方略の影響を受けて相関が低くなるとする。すなわち，自己呈示の側面か

ら説明するのである。Kohut（1971；1977）の自己心理学における自己愛理論において，自己

愛の障害は，自己顕示欲求はありながら，自己を表出することに強い恥を覚え，この葛藤から

不安や抑うつが生じたり，未熟であったり，極端な自己表出がなされるという。Kohutは，こ

れらの傾向が高いことを自己愛的脆弱性とよんでいる。これらの理論より，本研究では，潜在

的自尊心と顕在的自尊心の高さが一致しない者は一致するものより，自己愛的脆弱性が高いの

ではないかと予測し，検討した（研究1）。また，近年，自尊心の変動性について検討し，その

変動が大きい者は，自尊心の高さに関わらず，抑うつは高いという新たな知見が提出されてい

る（Kernisら, 1998）。そこで，本研究では，潜在的自尊心の変動量を測定し，顕在的自尊心の

変動量，抑うつ傾向となんらかの関連性があるかを検討した（研究2）。

研究1 対象と方法 平均年齢23.7歳（SD=1.89）の102名を分析対象者とした。実験材料は自

尊心 IAT：潜在的自尊心の指標，状態自尊感情尺度（阿部ら，2005）：顕在的自尊心の指標，

CES-D抑うつ尺度（島ら，1985），自己愛的脆弱性尺度（上地ら，2005）（下位尺度：目的感の

希薄さ，承認・賞賛への過敏さ，自己顕示抑制，自己緩和不全，潜在的特権意識）を使用した。

潜在的・顕在的自尊心それぞれの平均値より上を高群，下を低群とし，LL群（潜在的・顕在

的ともに高群），LH群（潜在的に高く，顕在的に高い群），HL群（潜在的に高く，顕在的に低

い群），HH群（潜在的・顕在的ともに高い群）の4群に割り振り，一元配置の分散分析を行な

った。
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結果 LL群：4群の中では最も抑うつ得点が高く，LH群，HH群よりも有意に高いことが示さ

れた。また，自己愛的脆弱性の下位尺度である目的感の希薄さと自己顕示抑制の得点が最も高

く，目的感の希薄さではLH群，HH群よりも有意に高いことが示され，自己顕示抑制におい

てはLH群よりも有意に高いことが示された。LH群：抑うつ得点，自己愛的脆弱性得点，そし

てその下位尺度である承認・賞賛への過敏さ，自己顕示抑制，自己緩和不全，潜在的特権意識

の得点が最も低い群であった。HL群：4群の中では最も自己緩和不全の得点が高く，LH群よ

りも有意に高いことが示された。HH群：4群の中で最も目的感の希薄さの得点が低かったが，

一方で，承認・賞賛への過敏さ，潜在的特権意識の得点が高く，同じ顕在的自尊心高群である

LH群と比べて承認・賞賛への過敏さ，潜在的特権意識の得点が有意に高いことが示された。

研究2 対象と方法　縦断的に自尊心 IAT，状態自尊感情尺度：顕在的自尊心変動量の指標，

CES-D抑うつ尺度を一週間の間隔を空け，三回測定した。一回目に，Rosenberg自尊感情尺度

（桜井訳，2000），自己愛的脆弱性尺度を測定した。一回目の分析対象者は102名，二回目の分

析対象者は72名，三回目の分析対象者は26名であった。潜在的自尊心，抑うつの高さは各回

の数値の平均値とした。顕在的自尊心の高さは特性自尊感情尺度の数値とした。潜在的自尊心，

顕在的自尊心の変動量は一回目から二回目，二回目から三回目の数値を引き，それぞれの絶対

値の合計を変動量とした。そして，潜在的自尊心得点，変動量それぞれの平均値より，得点高

低群，変動量大小群に割り振り，2要因の分散分析を行なった。三回までの縦断的測定で得ら

れたデータが少なかったため，二回目までのデータを主な結果とした。

結果 潜在的自尊心得点高低群：高群が低群よりも抑うつ得点が有意に低かった。また，高群

は低群よりも潜在的特権意識が有意に高かった。潜在的自尊心変動量大小群：小群が大群より

も顕在的自尊心，自己愛的脆弱性，目的感の希薄さ，承認・賞賛への過敏さ，自己緩和不全，

潜在的特権意識が有意に高かった。潜在的自尊心得点高低群×潜在的自尊心変動量大小群：潜

在的自尊心低群において，潜在的自尊心変動量小群が大群よりも顕在的自尊心得点，顕在的自

尊心変動量，自己愛的脆弱性得点，承認・賞賛への過敏さ，自己緩和不全，潜在的特権意識が

有意に高かった。

考察 研究1の結果は自己呈示モデルを支持するものではなく，潜在的自尊心は IATの実験手

法から相対的な自己に対する肯定的な態度，すなわち優越感や誇大感といった自己愛に近いも

のであると考えた。また，研究2の結果は得点低群でも変動量が大きい群は顕在的自尊心の高

さや抑うつ，自己愛的脆弱性，目的感の希薄さの低さと関連があることが示されたことから，

潜在的自尊心が日常的に高いのではなく，顕在的自尊心を高く維持し，抑うつを緩和するため

に状況に合わせて上下し，変動しているなら，潜在的自尊心は精神的健康において適応的に機

能していると考えられる。この推測は，中山ら（2006）の自己価値維持の適応的な機能として

の自己愛の理論と合致するものであり，自尊心 IATが，自己愛が適応的に機能しているかどう

かを測定する有効なツールとなることを示唆しており，潜在的自尊心と自己愛の関連性のさら

なる検討が今後の課題であるといえよう。
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小学校高学年児童の自己効力感と対処行動に関する研究
――学校場面で生じる出来事に着目して――

07ML60005 岸江　美沙
指導教員　元永　拓郎

問題 今日小学校の教育現場では，いじめ，学級崩壊，不登校などさまざまな問題への関心が

高まっている。このような問題になる状況の原因の１つとしてはストレスが考えられる。この

ようなストレス事態への対処として，Bandura（1977）の提唱した自己効力感という概念は，

重要な役割を果たすことが報告されている（坂野,1988）。また，Lazarus&Folkman（1984）は，

ストレスの対処行動過程において，ストレス状況において直接的な対処行動ができるかどうか

という個人の判断が，行動変容に関係があるとされており，自己効力感と対処行動に関連性が

あることがわかる。

自己効力感と対処行動の研究では，自己効力感を高めることによって，ストレスに対するコ

ントロール可能性を高め，積極的な対処行動を選択し，ストレス反応の軽減に有効であると示

されている（嶋田ら,1996）。しかし，先行研究によると，成人を対象にした研究が多く，小学

生を対象にした研究が少ない。また，自己効力感の高さや，対処行動の種類による質問紙調査

のみで測定しているものが多い。このことから本研究では質問紙調査だけではなく行動観察を

含め，小学校高学年児童の自己効力感と対処行動の関係を検討していきたい。

目的 本研究では，小学校高学年児童において，自己効力感の高さと対処行動の種類とどのよ

うな関連があるか検討する。特に，学校場面で生じる出来事に焦点を合わせて，その出来事に

続いておきる対処行動と自己効力感の相互作用についての分析を進めたい。また，それらの相

互作用がその児童の行動にどのような影響を及ぼすかについても，若干の考察を行いたい。

さらにそれらを通し，小学校高学年児童に対する教育や心理的支援を考察したい。これらの

目的のために，2つの研究を実施する。

研究1 対象と方法 筆者が2007年6月頃から週に１回相談員としてかかわっている実習先の

公立Ａ小学校5.6年生児童191名（男子87名，女子104名）を対象とする。調査実施時期は，

2008年10月27日から10月31日の5日間であった。配布は，各クラスで担任から児童へ行ない，

自宅に持ち帰り，回答するように伝えた。回答が全て終わった質問紙は，児童が各自封筒に入

れ，封をし，期間内に児童が所属するクラス担任に提出することとした。質問紙の構成は，嶋

田（1998）の小学生用セルフエフィカシー尺度の12項目に対人関係に関する質問を6項目追加

したもの，坂田（1989）のコーピングカテゴリーによる19カテゴリー58項目を小学校高学年

児童が理解しやすいものに作成しなおしたものを使用した。さらに想定場面を呈示し，自由記

述により回答させるようにした。自己効力感の尺度に関しては，高群，低群によって対処行動
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に違いがあるのかを t検定を用いた検討を行った。想定場面を使用した回答に関しては，KJ法

を使用した。

研究2 対象と方法 研究１の結果により抽出された自己効力感を高群，低群にわけ，なおか

つ質問紙調査で出席番号を記入した，研究１と同様の公立Ａ小学校から児童，各学年高群上位

2名，低群上位2名ずつ，合計8名を抽出し，対象とした。また質問紙において，出席番号未記

入のため，自己効力感の高群，低群が特定できない児童であっても，授業中や休み時間に起こ

る出来事に対して，対処行動をとり，観察可能であった児童を対象とした。観察期間は，2008

年11月18日，19日，20日，21日，25日，27日，28日，12月2日，4日，5日の10日間であっ

た。観察場面は，授業場面と休み時間の場面に絞り，いやなことが起こったときや困ったとき

などに対する行動が生起したとき観察を行った。行動を生起した児童に関しては，授業等の妨

げにならない場合のみ，自己効力感に関する質問を児童に，筆者が直接尋ねることとした。ま

た行動観察記録から，どのような出来事が多く見られたのか分類した。

結果と考察 回収155名のうち有効回答率は，92.3％で143名であった。自己効力感の高群，

低群と対処行動の下位尺度のｔ検定を行った結果，計画，情報，再検討の下位尺度において，

自己効力感高群の方が有意に高い得点となった。一方諦め，静観の下位尺度においては，自己

効力感低群の方が有意に高い得点となった。自己効力感の高群では，ある出来事に対して計画

をたてたり，情報を収集したり，再検討したりする，積極的な態度が見られた。一方，自己効

力感の低群では，諦め，静観という，ある出来事に対して消極的な態度が見られた。この結果

は，嶋田（1996）の小学生児童を対象とした，学校でのストレス状況の研究で示された結果と

一致する。研究2の結果によると自己効力感低群では，出来事が起こった直後にとる対処行動

では静観と言った行動が多くみられた。対処行動をとった，その後の様子としては，対象者の

行動には，一貫性がみられなかった。しかし，ある出来事に対して，直後の対処行動で静観な

ど，出来事自体にかかわろうとしなかった場合は，その後の様子でも積極的なかかわりはしな

いという傾向があった。また大学生におけるコーピングの研究（坂田,1989）と同様に，対象

者の対処行動は，単一ではなく，多岐に渡る対処行動を使用していることがわかった。

2つの研究を通して，自己効力感高群では，ある出来事に対して，出来事自体に向き合うと

いう積極的なかかわり方をするのに対し，自己効力感低群では，ある出来事に対して出来事自

体に向き合うことはないという消極的なかかわり方をすると考えられる。また自己効力感低群

は，対処行動をとった後も，その後の様子にまで自己効力感が関連しているのではないかとい

う行動がみられた。このことから自己効力感高群も対処行動をとった後も，その後の様子にま

で自己効力感が関連しているのではないかという行動がみられると予想される。

児童の自己効力感を高めるため，あるいは高く持たせるためには，教師などが一方的，教示

的な支持を与えるよりも，ある出来事に積極的にかかわれるように，児童自身が納得して取り

組めるように支援することが望ましいであろう。
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大学生における自他関係の捉え方と精神的健康

07ML60008 関谷　啓子
指導教員　春日　　喬

【問題と目的】 さまざまな対人関係を持つと考えられる個人が自らの精神的健康をいかに維

持，促進するかということは，社会生活を送る上で重要なことである。そこで，ストレスの認

知的評価・対処理論（Lazarus & Folkman，1984 本明・春木・織田監訳 1991）を踏まえると，

まったく同様の対人関係の出来事を経験する，もしくはまったく同様の対人関係を持っていた

としても，個人によってその出来事や関係性の認知が異なっていれば，精神的健康に与える影

響は異なるのではないかと考えられた。

精神的健康観は，これまで研究が行われる過程で次第に変化してきている。そして，概念規

定は単一のものに明確化されているわけではない。そのようななかで，精神的健康に関する研

究においては，精神的健康の指標として精神健康調査票（General Health Questionnaire ; GHQ）

（中川・大坊，1985）や心理的ストレス反応尺度（Stress Response Scale-18 ; SRS-18）（鈴木・

嶋田・三浦・片柳・右馬埜・坂野，1997）などさまざまな尺度が用いられている。

本研究においては，大学生個人の自らと他者の関係の捉え方と精神的健康の関連を検討し，

仮説を生成することを目的とする。また，精神的健康が大学生にどのように捉えられているの

かという点についても検討を行った。

【方法】 「精神的健康」「精神的不健康」を表す言葉を収集し，精神的健康の捉え方について

検討するため，そして面接調査に協力可能である調査協力者を選出するために，質問紙調査を

実施した。質問紙調査の対象は，東京都内にある大学の大学生144名（男性68名，女性76名，

平均年齢20.01歳）であった。また，半構造化面接の対象は，質問紙において面接に協力可能

と回答した4名であった。

質問紙では，「精神的健康とはどのような状態であるか」，「人間関係と精神的健康の関連」

などについて自由記述を求め，対人関係性尺度（高井，1999）と精神健康調査票（General

Health Questionnaire ; GHQ）28項目版（中川・大坊，1985）を用いた。半構造化面接には，

「精神的健康」と「他者との関係をどのように捉えているか」という点を中心にした11の質問

項目を基に行った。面接過程は各対象者の同意を得たうえで，ICレコーダーに録音した。面接

で得られた会話内容は筆者が文字に起こし，記述されたデータとした。

質問紙で得られた自由記述のデータと，面接で得られたデータは，Strauss＆Corbin（1998

操・森岡（訳）（2004））によるグラウンデット・セオリー・アプローチに基づいて，分析を行った。

【結果と考察】 質問紙の自由記述によって得られたデータと面接から得られたデータの分析
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によって，大きく分けて精神的健康に関するカテゴリーと自他関係の捉え方に関するカテゴリ

ーが生成された。それぞれにおいて男性もしくは女性のみで生成されたカテゴリーがあったこ

とや，自他関係の捉え方に関するカテゴリーでは，男性と女性において対応するパラダイムに

相違があったことから，男性と女性のそれぞれにおいて各カテゴリーの関連について検討し，

カテゴリー関連図を作成した。

各カテゴリーの関連を検討することによって，以下の仮説が生成された。

1．女子大学生よりも男子大学生において，自己制御が精神的健康に強く関連している

のではないか。

2．男子大学生よりも女子大学生において，情動が精神的健康に強く関連しているので

はないか。

3．女子大学生よりも男子大学生において，自他関係と認知パタンが強く関連している

のではないか。

4．男子大学生よりも女子大学生において，自他関係と情動が強く関連しているのでは

ないか。

仮説1，仮説2は，精神的健康に関するカテゴリーの関連から生成された。パラダイム「帰

結」として生成されたカテゴリーは，男性と女性においてほとんどが共通するものであった。

男性と女性におけるカテゴリーの関連のもっとも明確な差異は，男性のデータから得られたカ

テゴリー【自己制御】と女性のデータから得られたカテゴリー【情動】であった。このことか

ら，仮説1と仮説2が生成された。

仮説3は，男性においてカテゴリー【認知パタン（考え方の傾向）】からカテゴリー【他者

との相互作用】への関連が見られ，またカテゴリー【他者との相互作用】からカテゴリー【認

知パタン（考え方の傾向）】への関連も見られたため生成された。それに対して，仮説4は，

女性においてカテゴリー【情動】からカテゴリー【他者との相互作用】への関連が見られ，ま

たカテゴリー【他者との相互作用】からカテゴリー【情動】への関連も見られたため生成された。

男性においてのみ生成されたカテゴリー【自己制御】に関しては，他のカテゴリーとの関連

を踏まえ男子大学生と女子大学生の精神的健康のプロセスの相違を示していると考えた。男性

と女性に共通する精神的健康のカテゴリーであっても，カテゴリー関連図により関連を示す矢

印の流れが男性と女性において異なることが示されたことからも，自己制御は男子大学生に特

有の精神的健康のプロセス要因と考えられた。女性におけるカテゴリー【情動】は，男性にお

けるカテゴリー【負の感情】，【情動の安定】に内容が類似していたが，カテゴリー【情動】は

パラダイム「行為・相互行為」に対応し，パラダイム「帰結」のカテゴリー【負の感情】，【情

動の安定】とは異なると考えられた。カテゴリー【情動】は女子大学生が捉える精神的健康に

おいて重要な位置を占めていると考えられ，情動は女子大学生に特有の精神的健康のプロセス

要因であると考えた。
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機能不全家族で育った成人・青年の認知構造の検討
――発達過程におけるResilienceを中心に――

07ML60009 瀬尻　陽子
指導教員　春日　　喬

問題と目的 近年，報道では「児童虐待」に関する報告が後を絶たない。ここ数年においては，

既に珍しいものではない印象さえ投げかけられている状況である。国内における「児童虐待」

に関する研究は，1990年代後半から飛躍的になされるようになった。しかし，その視点は，虐

待のダメージを指摘し，そこから危惧される精神障害や行動病理，そして“虐待の連鎖”によ

る危険性を訴えることによって，虐待の予防を推進する流れが主になっている。しかし，実際

には，機能不全家族で育った者であっても，家族以外の他者による支えがあれば，パーソナリ

ティの病理的傾向はみられない，もしくは，不安定な時期があっても乗り越えて回復している

こともある。むしろ，逆境を乗り越えることで身についた数々のポジティブな側面をとりあげ

ている文献も存在している（Wolin,S.J. & Wolin,S., 1993 奥野・小森訳, 2002；小花和, 2004）。

Wolin,S.J. & Wolin,S.（1993 奥野・小森訳 2002）の「The Resilient Self : How Survivors of

Troubled Families Rise above Adversity.（邦題：サバイバーと心の回復力－逆境を乗り越える

ための七つのリジリアンス－）」の訳者である小森（2002）によると，“Resilience”とは，危

機や逆境を迎えてもそれに耐えて立ち直る能力のことを示しており，海外でここ20年ほどの

間に，この“Resilience”の概念による個人及び家族の研究が精力的になされていることを紹

介している。しかし，日本では「アダルトチルドレン（Adult Children：AC）」「トラウマ」ム

ーブメントのなかにおいても，Resilienceの紹介が皆無であることを指摘している。

よって，本研究においては，機能不全家族を背景として育った成人・青年の“回復力

Resilience”に焦点を当て，その“認知的側面（認知プロセスおよびその構造）”を検討するこ

とを目的とする。

方法 今回の研究の主題である“回復力Resilience”を検討するために，機能不全家族で育っ

た成人・青年のパーソナリティ傾向及び認知プロセスを捉える方法として，3種類2段階の調

査を計画した。まず，調査1では，質問紙調査によって調査2および3の対象者として協力が得

られる者を抽出するために，協力者の募集を目的として実施した。質問紙は，前述のWolin,

S.J. & Wolin, S.（1993 奥野・小森訳 2002）が作成した「ダメージ・インベントリー」によっ

て，パーソナリティの状態を把握できるようにし，その後の半構造化面接の調査協力者選定の

ためにスクリーニングとして用いた（付1を参照）。次に，調査2では，調査1で抽出された協

力者の背景理解として，養育環境の把握および家族（両親）の認識を捉えるために，「PBI

（Parental Bonding Instrument）」（Parker, G., 1979, 1983）を北村（1995）が翻訳した「PBI日
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本語版」を用いた。また，心的外傷の有無を捉えるために「出来事チェックリスト」（金, 2000）

も加えて実施した（付2を参照）。そして，調査3として半構造化面接を実施し，サバイバーの

認知過程を検討した。質問項目は，前述のWolin,S.J. & Wolin,S.（1993 奥野・小森訳 2002）が

作成した質問項目を要約および修正し18項目を作成し，実施した（付3-1および3-2を参照）。

なお，調査2および調査3は，調査1における協力可能な者のなかで条件に合致した者に，同日

実施した。なお，調査はすべて都内T大学で実施した。

分析の方法は，個人データの整理には「グラウンデッド・セオリー技法（Strauss, A. &

Corbin, J., 1998；戈木, 2005, 2006）」の切片化およびコーディングを用い，調査協力者全体の

データの整理には「修正版グラウンデッド・セオリー技法（木下, 1999, 2003, 2005, 2007）」の

分析ワークシート（カテゴリー別理論メモ）を用いて分析し，“仮説生成”のために双方の手

法を勘案することで，Resilienceの過程による回復モデルの提示を目指した。

結果と考察 調査1：質問紙調査（1）においては，配布数は256名，回収は217名（回収率

84.8%），うち有効回答数は213名（有効回答率83.2%；回答数に対して98.2%）であった。有効

回答数のうち，面接調査（調査2および調査3）の協力およびフィードバックを希望したもの

は31名（回収部数に対する希望者率14.3%；有効回答数に対して14.6%）であった。その面接

調査（調査2および調査3）協力の可能性がある31名の回答から，特に注目すべき項目とした8

項目（家族における何らかの問題がうかがわれるもの，あるいは，環境からの悪影響を受けて

いる可能性が考えられる身体的な機能不全を問うもの）に該当している者，自由記述欄に何ら

かの機能不全が予測される記述がある者，回答の得点の推移がダメージの高いものからダメー

ジの低いものへと推移しているデータ（すなわち，回復へ移行している者）を中心に選出した。

よって，31名のうち，11名が面接調査（調査2および調査3）の対象者となった。そして，調

査3：半構造化面接によって，質問項目であった18項目すべてに関して情報が得られたものだ

けを分析の対象とし，最終的に分析可能な調査協力者は，5名となった。

分析の結果，機能不全家族で育った者たちのResilienceの鍵としては，その“力”と“コン

トロール”から遊離すること，“対決”（Forward, S., 1989 玉置訳 2001）すること，が見出され

た。そして，その“対決”によって，背景にあるシステム全体の回復を招く可能性が示唆され

た。また，Resilienceの過程は，“気づく”ことに始まり，“自立する”ことで完了する。そし

て，Resilienceの源は「能動性」であり，その発展は「モラル」にある。また，Resilienceの過

程は，他者・社会との関係性によって形成されているため，他者とのかかわりや社会的認知に

よって，促進されることも妨害されることもあることが考えられた。Resilienceの過程は，“被

害者たちの世界”が実はすべての人たちのなかで生じているということを示唆する。“力”と

“コントロール”の構造は，機能不全家族だけのものではない。“虐待の世代間連鎖”の指摘な

ど，ダメージに焦点を当てることでその対応策を考え続けることは，“被害者たちのみの世界”

と認知され続けることになる。機能不全は回復の過程である。支援においては，“回復の過程”

を，社会全体で促進していく必要性が示唆された。
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社会的ひきこもり青年を抱える家族の心理的変容に関する研究
――家族への面接調査を通して――

07ML60010 高橋　恵一
指導教員 元永　拓郎

問題

現在，社会的ひきこもり青年について，その当事者や家族を含めての支援は，重要な課題と

なっている。こうした社会的ひきこもり青年の家族支援の有効性の指摘はいくつかみられる

（境ら,2004，吉田ら,2005）。一方，不登校児童の家族を対象とした研究（富田,2000）では，家

族の心理的変容に伴い，不登校児童の状況も変化していくことが示されている。したがって，

社会的ひきこもり青年の場合においても，家族の心理的変容を促す支援が，社会的ひきこもり

青年の状況の改善に繋がる可能性が考えられる。社会的ひきこもり青年を抱える家族の心理的

変容についての研究は，親の自己成長までのプロセスを示した研究（船越・宮本,2007）や，

親の疲弊，孤立，葛藤までのプロセスを示した仮説（伊藤,2007）がある。また，家族の心理

的変容に影響を与える要因としては，家族会の存在がある。家族会は，心理的･情報的な支援

のやりとりから，お互いの成長を促す場になると言われている（緒方ら,2003，嶋崎,1998）。そ

のため，家族会に参加している家族は，こうした支援をきっかけに，家族間の相互的な関わり

を問い直し，自らの心理的変容のきっかけとする可能性が考えられる。

目的

社会的ひきこもり青年を抱える家族の心理や社会的ひきこもり青年と家族との相互作用に焦

点を当てて，心理的変容に影響を与える要因について検討することが目的である。ひきこもり

開始時期から，家族会への参加，現在までの家族の心理的変容，および心理的変容への影響を

含めたプロセスを明らかにすることを目的とする。

対象と方法

面接調査協力者の人数は，約17名であった。本研究における対象者は，「ひきこもり状態に

ある人」または「過去にひきこもり状態にあった人」が家族にいると自ら判断し，現在，家族

会に参加しているものとした。「ひきこもり状態」は，斉藤（1998）を参考に「20代後半まで

に問題化し，6ヶ月以上，自宅にひきこもって社会参加しない状態が持続しているもの」とし

た。ただし，ひきこもりの支援に関連した施設，団体等への参加は上記の社会参加に含めなか

った。また，年齢が40歳以上，または精神疾患により社会適応が困難なものや入院治療が継

続しているものは対象より除外するものとした。

面接調査の協力者は，都内で活動する3つの家族会を通じて募集した。面接調査は半構造化

面接で行い，時系列にしたがって，子どもに対する気持ちや家族の関わりを中心に聞き取って

いった。また，面接調査の協力者には，性別や年齢，子どもの様子などを尋ねる調査表への記
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入を依頼した。面接調査の分析については，Strauss & Corbin（1990 操・森岡訳 1999）による

グラウンデッド・セオリー法の手続きにしたがった。そして，得られたカテゴリーを関連づけ，

その関連図によるモデルの作成を行った。各カテゴリーを関連づける作業では，松林（2005）

のパラダイムの構成要素を用いた。パラダイムは，状況，行為・相互行為，帰結の3つのパラ

ダイムに各カテゴリーを当てはめ，それをもとに各カテゴリーの関連についての分析を行っ

た。

結果と考察

面接調査に協力していただいたひきこもりの家族会に所属している17名のうち，子どもが

不登校であるもの，子ども統合失調症であるものを除いたものを本研究におけるひきこもりの

「中核群」（n=11）とし，これらを主な分析対象とした。次に，得られたカテゴリーを，それぞ

れの時系列にしたがい，第1期，第2期，第3期に分類し，カテゴリーの関連図を生成した。中

核群における逐語記録の分析の結果，社会的ひきこもり青年の家族の変容のプロセスとして，

以下のような内容が得られた。なお，＜　＞で囲まれた用語は，分析によって得られたカテゴ

リーの名称である。第1期において，ひきこもりの子どもを抱えた家族は，ひきこもり始め

た＜子どもの変化の気づき＞から，不安や戸惑いといった＜子どもの状態への困惑＞を経験す

る。そして，子どもに対する叱咤激励などの＜家族の関わり＞や子どもへの我慢や不満，家庭

内暴力などによる＜家族の葛藤＞が強まり，＜家族会への想い＞などの支援を求めると考えら

れる。第2期において，家族は＜家族会の体験＞を通じて，＜家族会の心理的支援＞や＜家族

会の情報的支援＞を受けながら，子どもの受け入れなどの＜親の気持ちの変化の兆し＞が生じ

始める。そして，＜子どもへの理解＞が深まり，＜子どもからの関わり＞も変化し始める。一

方，子どもからの支援の拒絶などにより，親の＜関わりの意欲の減退＞も起きている。第3期

では，＜家族の関わりの変化＞や＜家族の気持ちの変化＞，＜家族関係の変化＞が生じ，子ど

もへの感謝などの＜親の成長＞や自身への反省や見直しといった＜親自身の振り返り＞が生じ

ることが示唆された。こうした変容プロセスを経た家族が，＜家族会での体験による変化＞に

よって他の家族に対する支え合いの意欲を持ち，＜家族会への支援の還元＞を行い，＜家族会

の心理的支援＞や＜家族会の情報的支援＞が強まっていく「循環的変容プロセス」の可能性が

示唆された。また，「不登校群」（n=3），「統合失調症群」（n=3）についても，同様にカテゴリ

ー関連図を生成し，中核群との比較検討を行った。その結果，統合失調症群では，＜医療への

失望＞から，＜ひきこもりの消極的承認＞に至る可能性が示唆された。

家族の心理的変容に関する研究は，不登校の子どもを抱える親を対象に，多くの研究が蓄積

されているが，ひきこもりの家族を対象にしたものはあまりみられなかった。そのため，ひき

こもりの家族会の参加者同士による循環的な支援のプロセスが示されたことは，意義のあるこ

とと思われる。本研究の課題として，得られたカテゴリーや変容プロセスについて，面接調査

の協力者などへのフィードバックをもとに，生成したカテゴリーや関連図のさらなる検討を行

う必要があると思われる。今後，本研究で得られた変容プロセスの検証を行い，さらなる研究

に発展させたいと考えている。
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統合失調症患者への音楽療法に関する質的研究
――治療機序に着目して――

07ML60011 茅野亜希子
指導教員　池田　政俊

はじめにと目的

統合失調症（Schizophrenia）は，出現率の高さや治療の困難さ，思春期に発病し慢性化しや

すいことなどにより，臨床上問題とされることが多い精神病である（丹野・横田・石垣,2003）。

筆者は，統合失調症患者への音楽療法に携わる機会があり，その中で陰性症状が強く他人と会

話をしない患者が，「岸壁の母」を聴いたことをきっかけに家族について話し始めるといった

場面などに出会った。そのような患者との関わりの中で，統合失調症患者に音楽がもたらす影

響は何であるかなど，音楽療法の治療のメカニズムに興味をもった。しかし，統合失調症患者

への音楽療法の研究や臨床は少なく，確立した治療機序は明らかにされていない。そこで本研

究では，統合失調症患者への音楽療法の治療機序に焦点を当て，質的な分析をすることにより，

統合失調症患者への音楽療法及び治療機序の特徴を明らかにし,治療機序についての理論モデ

ルを構築することを目的とした。

方法

研究1）音楽療法士への半構造化面接

2008年2月～4月に統合失調症患者への個人音楽療法の経験を有する音楽療法士5名に対し，

個別に約30分間の半構造化面接を行った。質問項目は，統合失調症の音楽療法で特徴的と感

じていること，治療機序として考えていることなどであった。分析は，Strauss,A.&Corbin,I.

（1990操・森岡訳1990）によるグラウンデッド・セオリー法に基づいて行った。

研究2）事例研究

統合失調症患者3名に対し，X年10月～X年10月までの毎週土曜，週1回約30分，歌唱及び

鑑賞による個人音楽療法を行った。筆者は日本音楽療法学会認定音楽療法士（補）を得ており，

スーパーヴィジョンを定期的に受けている。修士論文における公表については，クライエント

と病院院長に文書にて発表同意を得ている。

結果及び考察

研究1より，①患者の特徴，②患者の音楽的特徴，③音楽療法士の能力，④音楽の特徴，⑤

音楽体験，⑥患者への影響，⑦患者の変化　の7つのカテゴリーに分類された。

カテゴリーの関連を図1に示す。
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図1 カテゴリーの関連図

カテゴリーの関連は，生活リズムの乱れ，エネルギーの低さなどの《患者の特徴》が，音楽

療法場面において，リズム障害，音楽的なエネルギーの低さなどの《患者の音楽的特徴》とし

て似た形で表現されることが示された。そして，音楽療法士が〈音楽技術〉と〈治療技術〉の

《音楽療法士の能力》を持って接することで，患者は《音楽体験》に出会うことができる。そ

れには，安心できる情報であることなどの《音楽の特徴》が関係している。そして《音楽体験》

の場において，崩れたリズムが戻ることや緊迫感の軽減など《患者への影響》があることが示

され，《患者の変化》につながっていくことが考えられた。研究2では三者三様の経過をたど

った。研究1と合わせて考察し，統合失調症患者への音楽療法の治療機序に関する仮説が見出

された。まず音楽療法が適応可能であるか，音楽体験ができる病態であるかなどの視点で吟味

される。そして，他の療法または介入はしないかが吟味される。音楽療法が適応となる場合は，

アセスメントの際に患者の音楽的特徴が吟味され，エネルギーの低い音楽表現，まとまりのな

い歌い方，強迫的であるかなどの音楽的特徴を探り，歌唱や即興演奏や鑑賞など患者の病態と

音楽的特徴に合わせて音楽療法の技法や使用する曲が選択される。そして，患者の音楽的特徴

を様々な音楽技術で扱っていくことで，意図的または偶発的に患者は音楽体験と出会うことに

なる。楽しめたり，夢中になれたり‘快’であれば，崩れたリズムが戻ったり，安心感が持て

たりと影響が出てくることが考えられた。そして，患者の変化につながり，その変化は最初に

言語表現の変化など音楽療法の中で見られようになる。本研究では，日常における変化までは

見られなかったが，患者の日常の変化を導くならば，音楽療法は患者の回復の一助となること

が示唆された。今後は，対象を増やし綿密な質的分析が行われるとともに，量的研究により仮

説が検証されていくことが課題といえる。
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大学生における怒りの特徴に関する検討
――特性的な怒りと怒りの表出及び抑制に着目して――

07ML60013 本田　義尚
指導教員　毛利　伊吹

【問題】 怒りを感じることは，ごく自然な経験である。しかしながら，程度，頻度，持続時間

が多くなればなるほど，すなわち，特性的な怒りが高まるほど，身体的・心理的・社会的にさ

まざまな問題を呈し，社会的不適応に陥る可能性が高まる。怒りの持つ問題性について，特性

的な怒りや，怒りの表出・抑制は，それぞれが，身体的・心理的・社会的にさまざまな問題を

呈していることを，多くの先行研究が示唆している。しかしながら，特性的な怒りに，怒りの

表出・抑制を合わせて，臨床心理学的問題性を検討した研究は，「怒りへの介入法」という文

脈において，個人差対応治療の観点から，示唆されているものの（e.g., 増田・長江・根建，

2002），未だ散見しており，十分に検討されてはいない。よって，怒りへの介入法を考案・検

討していくにあたり，特性的な怒りのみを変数とするのではなく，怒りの表出・抑制を合わせ

た，包括的な視点をもって検討していくことは，意義深いと考える。本研究では，問題性を，

「精神的健康度」の側面と，怒りは，他者との相互作用の中で生起しやすい感情である（大

渕・小倉，1984）という示唆から，橋本（1997）が分類した，「対人葛藤」，「対人劣等」，「対

人磨耗」という，対人ストレスイベントへの感受性，つまり対人関係でのストレスの感じやす

さという側面の2点とした。

【目的】 本研究は，大学生を対象に，特性的な怒りに，怒りの表出および抑制を合わせて，包

括的にとらえた場合の，精神的健康度や，対人関係上でのストレスの感じやすさの検討を，第

一の目的とする。第二の目的として，怒りの表出・抑制傾向という，怒りの行動的側面が，対

処方略としてのコーピングと，どのように関連しているのかを検討することとする。本研究の

仮説を以下に挙げる。境・坂野（2002）の報告から，仮説1として，特性的な怒りが高く，か

つ，怒りの表出が高い人は，それらが低い人に比べて，精神的健康を害している。また，特性

的な怒りが高く，怒りを抑制する傾向が高い人は，それらが低い人に比べて，精神的健康を害

している。怒りは他者との相互作用の中で生起しやすい感情である（大渕・小倉，1984）。こ

のことから，仮説2として，特性的な怒りは，「対人葛藤」，「対人劣等」，そして「対人磨耗」

と正の相関を持つ。怒りの表出傾向は，「対人葛藤」と正の相関を持つ。一方，「対人劣等」や，

「対人磨耗」は，怒りの抑制と正の相関を持つ。仮説3として，特性的な怒りが高く，かつ，

表出が高い人は，それらが低い人に比べて，「対人葛藤」を感じやすい。また，特性的な怒り

が高く，怒りを抑制する傾向が高い人は，それらが低い人に比べて，「対人劣等」や「対人磨
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耗」を感じやすい。怒りの表出および抑制傾向とコーピングの関連について，仮説4として，

怒りの表出傾向は，尾関（1993）の分類した，「問題焦点型」と正の相関を持つ。また，怒り

の抑制傾向は，「情動焦点型」，「回避・逃避型」と正の相関を持つ。

【方法】 都内私立A大学に通う，大学生231名を調査参加者とした。心理学に関する講義時間

中に，質問紙により調査した。質問紙は，フェイスシート，STAXI日本語版（鈴木・春木，

1994）から，特性怒りを測定する10項目，怒りの表出及び抑制傾向を測定する17項目，コー

ピング尺度（尾関，1993），対人ストレスイベント尺度改訂版（橋本，1997），GHQ-12項目版

（成田，2001）で構成された。有効回答者数は，220名（男性 114名，女性 106名，年齢範囲18

～32歳，年齢平均 20.5，SD=1.92），有効回答率は95.2％であった。本研究は，有効回答であ

った，220名のデータを分析対象とした。

【結果と考察】 仮説1に挙げた，「特性的な怒りが高く，かつ，怒りの表出が高い人は，それ

らが低い人に比べて，精神的健康を害している。」という点では，精神的健康度に，特性怒り

と，怒りの表出傾向が1次の交互作用をみせていた（F（2,214）=3.93, p<.05）。また，「特性的な

怒りが高く，怒りを抑制する傾向が高い人は，それらが低い人に比べて，精神的健康を害して

いる。」という点においても，精神的健康度に，特性怒りと怒りの抑制傾向が1次の交互作用

をみせた（F（2,214）=3.23, p<.05）。単純主効果の検定から，特性怒りの単純主効果はみられな

かった。一方，怒りの表出・抑制は，いずれも特性怒りが低い群において，精神的健康度に効

果をみせていたため，怒りの感情に自覚的ではないが，怒りを表出することや，抑制すること

に自覚的であったという可能性が挙げられよう。特性怒りの高さに有意な単純主効果が確認さ

れなかったため，仮説1を部分的に支持するに至った。これは，特性怒りを変数とするよりも，

特性怒りに表出・抑制を合わせて，怒りの感情を検討することや，怒りに介入することの重要

性を示している。そして，特性怒りを目標とするより，怒りの表出や抑制傾向に焦点をあてた，

介入法の検討が，怒りへの介入には重要であることも示している。

特性怒り，及び，怒りの表出と，対人葛藤，対人劣等，対人磨耗の間に，それぞれ，有意な

中程度の正の相関が認められた。怒りの抑制は，対人劣等，対人磨耗との間に，相関の程度と

しては，弱いが，有意な正の相関が認められた。特性怒りに，怒りの表出・抑制を合わせて，

対人ストレスイベントとの関連を検討したところ，対人葛藤，対人劣等において，特性怒りと，

怒りの表出の1次の交互作用がみられた。怒りの表出と，対人劣等，対人磨耗の，有意な正の

相関や，特性怒りに怒りの表出を合わせた場合，対人劣等に効果をみせたこと，特性怒り，怒

りの表出・抑制が，対人磨耗に効果を見せなかったことから，仮説2と仮説3は，それぞれ部

分的に支持するに至った。怒りの表出・抑制とコーピングの関連においては，怒りの表出と，

問題焦点型に有意な正の相関があったという点と，怒りの抑制と，回避・逃避型に有意な正の

相関があったことが確認された。しかし，情動焦点型との関連が確認されなかった。そのため，

仮説4においても部分的に支持するに至った。
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大学生の死生観
――生きがい感と対象関係との関連――

07ML60014 真武久美恵
指導教員　池田　政俊

【問題と目的】現代の日本において，青少年の凶悪事件の質の変化，高い自殺率といった問題

（廣井，2002；厚生統計協会，2007）や，生きる意味・目的意識の喪失という生や死の問題が

指摘されている（PIL研究会，1993）。この背景について，葉梨（1999）は，核家族化の進行，

地域や職場における人間同士のコミュニケーション能力の低下から不安や孤独感を招きやすい

生活環境が形成されていること，長引く不況による将来への不安などを指摘する。それは，人

間は自らの存在や生きる価値を人間関係の中に見出す（Sullivan，1953）ということが関連し

ているのではないだろうか。先行研究によると，生きがいと対人関係の研究では，生きがい感

が高いと，他者受容的であるという結果がある（高井，1999）。しかし，青年期における自己

確立・自己形成には，個人が内的に体験している関係性が重視され（原田，2006），自我同一

性も含めた青年期の発達に死という主題が密接に関わり（Hankoff，1975），生きがいも

Eriksonの心理社会的発達課題と密接に関連するといわれており（PIL研究会，1993）。小此木

（1979）も，死生観について，日本人の対象との分離意識の曖昧さを指摘していることからも，

対象関係の死生観への影響が考えられる。しかし，対人関係の中でも，対象関係と死生観を取

り上げた研究は見当たらない。また，生きがいと死生観の研究では，死後の世界の存在への信

念に焦点が当てられ （大石他，2007），死生観の様々な側面に生きがいがどう関連し影響して

いるのかについては，検討されていない。

そこで，本研究においては，生きがい感・対象関係と，死に対する態度との関連を調べ，死

別経験も踏まえて大学生の死生観についての示唆を得，犯罪や自殺予防，遺族の方の援助など

の一助にすることを目的とする。＜仮説＞①他者受容が高く，生きがい感が高い場合は，死に

ついて肯定的である，②一体性を過剰に希求するかどうかによって，死生観に違いがある，③

死別経験の対象との心理的距離が遠い場合は，他者受容が低く，死について否定的である。

【方法】調査対象者は，A大学214名で，182名分の有効回答数が得られ，有効回答率は85.05％

であった。調査期間は，平成20年10月24日～平成20年12月8日である。質問紙は，属性・宗

教・死に対する考えに影響を与えたもの・死別経験・死別者との心理的距離と，対象関係尺度

（下位尺度：親和不全・希薄な対人関係・自己中心的な他者操作・一体性の過剰希求・見捨て

られ不安）・生きがい感スケール（下位尺度：現実満足・人生享楽・存在価値・意欲）・死に

対する態度尺度（下位尺度：死に対する恐怖・生を全うさせる意思・人生に対して死が持つ意

味・死の軽視・死後の生活の存在への信念・身体と精神の死・独立指標の死に関する思索性）

を用いる。また，自由記述として，「あなたにとって生きること・死ぬことはどういうことだ
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と思いますか」を1問設定する。手続きは，前述の調査期間に質問紙を配布し，回収する。質

問紙やフェイスシートの結果については，SPSS16.0により t検定・相関・一元配置の分散分

析・二元配置の分散分析・多点比較・変互作用について検討する。自由記述の結果については，

KJ法（川喜田，1967）で分析し，半構造化面接の結果は，質問紙の結果も踏まえ考察する資

料とする。

【結果と考察】結果は，先行研究と同様に，性差・年齢差・宗教や，新たに学部学科による差

が見られ，今後も研究を行う上で，対象者の属性なども考慮する必要があるといえる。また，

宗教については，信仰している人が少なく，十分に検討できなかった。そして，死に対する考

えに最も影響を与えたものについては，質問紙だけではなく，面接においても，自分自身の今

までの経験から培われてきたものであると答えた者も数名いたことから，教育的な視点から結

果を活かすことも可能ではないかと考えられる。

仮説①については，対象関係尺度については，特に中群が概ね肯定的な死生観であり，適度

な距離を保つような対人関係である者について，死について肯定的であることが示唆された。

また，生きがいに関しては，下位尺度においても，相関も見られ，高群が概ね肯定的な死生観

であった。しかし，生きがい感高群は死に対する恐怖が高い，人生に対して死が持つ意味高群

は死の軽視が高い，死の軽視高群は死後の生活の存在への信念が低い，身体と精神の死高群は

生を全うする意思が低いが，死の軽視が低く，人生に対して死が持つ意味が高いという仮説と

矛盾する結果もあった。そして，自由記述の死の肯定・生の否定という意見や，面接において

も，生きる意志は強いが死が楽しみであるという者もおり，質問紙では把握できない様々な要

因があることが考えられ，今後も検討が必要である。特に，死の軽視と身体と精神の死につい

ては，生の軽視や生へ執着していない可能性もあり，そこに焦点を当てた研究により，自殺予

防の一助になる可能性もあると考えられる。

仮説②については，データの心理的距離の近い群への偏りもあり，対象関係尺度の下位尺度

である一体性の過剰希求については，同尺度の下位尺度である親和不全と見捨てられ不安にし

か差が見られず，生きがい感や死生観との関連や有意差は見られなかった。しかし，一体性の

過剰希求と強く関連している親和不全や見捨てられ不安については，生きがい感や死生観に対

して弱い関連も見られるので，因子を絞り，データ数を増加させることによって，今後検討で

きるかもしれない。

仮説③については，心理的距離と死生観は，仮説を支持する結果となったが，対象関係とは

関連や差が見られないことから，心理的距離の近さは親密さと関連するという先行研究とは異

なる結果となった（美山，2003）。対象関係に関わらず，心理的距離が近いことについては，

小此木（1979）の指摘する日本人の他者との分離意識の曖昧さゆえかもしれないが，対象関係

との差が見られないことは，疑問である。年代の特徴などもあるのかもしれないが，今回の調

査では，調査対象者が限られ，データが偏っていたので，今後も対象関係について引き続き検

討したいと考える。
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