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ご挨拶
⽇本⻘年⼼理学会第 28 回⼤会はオンラインで開催する運びとなりました。当
初は南⼭⼤学を会場にと考えておりましたが，新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）の状況に鑑みて，今回は前例のない形式での開催を決定いたし
ました。何かと⾏き届かない点が⽣じるかと思いますが，ご容赦いただければ
幸いです。
他学会の動向をみましても，2020 年度の研究⼤会では様々な試⾏錯誤がなさ
れておりました。新型コロナウイルス感染症の影響で研究活動にも⽀障が⽣じ
る中，研究を続けていくことを⼤事にしたチャレンジがなされたと考えます。
今回の⼤会を検討するにあたっては，理事会の皆様のお知恵も借りながら，と
もに考え，今後の発展の基礎となる討論をするという本会の伝統を⼤事にする
という⽅針のもと，それが具現化できるよう検討を重ねてきました。Web 会議
システムである Zoom を⽤い，ライブでの双⽅向コミュニケーションが可能な
状況を確保したのも，こういった⽅針によるものです。
とはいえ，例年の対⾯状況に⽐べると制限が多いことは否めません。参加者
の皆様にも，例年以上のご助⼒，ご配慮をお願いすることになろうかと思いま
す。他⽅で，会場との物理的距離を意識せずに参加できるという点はメリット
ともいえるのではないでしょうか。多くの⽅々に，ともに考え，討論をする場
にご参加いただけることを願っております。
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⾃主シンポジウム①
9:00

研究の始まりからまとめへ−研究のサイクルにまつわる様々な問題−
司会者：橋本 和幸
話題提供者：⼩沢 ⼀仁・杉村 和美・溝上 慎⼀

10:40

指定討論者：佐藤 有耕

研究発表①
11:00

⼤学⽣は社会をどのようにとらえてい

COVID-19 による緊急事態宣⾔下にお

るのか−全国データを⽤いた計量テキ

ける中学⽣の⽣活実態に関する調査報

スト分析−

告−コミュニケーションを中⼼に−

発表者：⽥澤 実

発表者：難波 久美⼦・河合 優年・⽥

司会者：⽩井 利明

中 滋⼰

11:45

司会者：平⽯ 賢⼆

研究発表②
13:00

⼤学⽣のセルフコンパッ

ギフティッド児を⽀援す

⻘年期から成⼈期にわた

ションに関するイメージ

る団体の⽀援概要につい

る親の⽼いの認知とアイ

の質的記述的検討

て−社会サポートの⾯か

デンティティの感覚の相

ら−

互関係

発表者：⾼橋 恵理⼦・
13:45

桂川 泰典

発表者：岸本 恭⼦

発表者：池⽥ 幸恭

司会者：佐藤 有耕

司会者：都筑 学

司会者：溝上 慎⼀

⾃主シンポジウム②
14:00

エリクソンのアイデンティティが⻘年期の発達課題でないなら何なのか
司会者：杉村 和美

15:40

話題提供者：三好 昭⼦・村澤 和多⾥・⽩井 利明

総会
16:00

総会

17:00
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研究発表③
9:00

9:45
10:00

⾃⼰統制葛藤場⾯における後悔感情が

恋愛様相モデルによる異性友⼈関係・恋

⾏動の改善意識に及ぼす⼼理的影響

愛関係・夫婦関係の⽐較

発表者：鍋⽥ 奈々・⿑藤 誠⼀・沢宮

発表者：⾼坂 康雅

容⼦

司会者：⼩塩 真司

司会者：池⽥ 幸恭
成⼈の友⼈関係と精神的健康，パーソナ

教員養成課程の学⽣の進路決定過程に

リティの関連

おけるアイデンティティ様態とその推

発表者：本⽥ 周⼆

移−教育実習に注⽬して−

司会者：吉岡 和⼦

発表者：上岸 光太

10:45
11:00

司会者：⾼綱 睦美
現代⻘年の「いじり関係志向」に関する

⼤学⽣の進路選択と時間的展望−2019

研究−尺度作成の試み及び，⼭アラシ・ 〜2020 年の縦断調査にもとづく検討−
ジレンマとの関連の検討−

発表者：都筑 学

発表者：⼩⿃ 萌⼦・⼩平 英志・中⾕

司会者：若松 養亮

素之
11:45

司会者：藤井 恭⼦

研究委員会企画シンポジウム
13:00

貧困や就労困難等の問題を抱える若者たちへの⽀援
司会者：下坂 剛
話題提供者：登張 真稲・⻘砥 恭・⽯⿊ ⾹苗

14:40

指定討論者：平⽯ 賢⼆

名誉会員記念講演
15:00
15:40

変貌する社会と⻘年の⼼理
名誉会員：後藤 宗理

国際交流委員会企画シンポジウム
16:00

我々は「⾃尊感情の向上」を教育⽬標にするべきなのか？
司会者：畑野 快
話題提供者：⼩塩 真司・中間 玲⼦

17:30

指定討論者：⾼橋 雄介

各企画における Zoom での接続情報は，参加申込をされた⽅のみに，12 ⽉ 2 ⽇から 4
⽇までの間（予定）にご連絡いたします。
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参加者へのお知らせとお願い
すべての参加者の⽅へのお知らせ
１．

今回の⼤会はすべて Zoom を⽤いたライブで⾏います。

２．

すべての企画でレコーディングは使⽤しませんが，記録のために「総会」
のみレコーディングを⾏います。

３．

Zoom 参加時（ミーティングルームへの⼊室後）には，できればお名前の
表⽰を⽒名と所属に設定してください。
例

４．

⼭⾥ 太郎（令和⼤学）

各企画は，発表者・司会者，登壇者等によって進⾏されます。ただし，
状況によっては⼤会委員が介⼊することがあります。

５．

たとえば発表者が事情により発表が取り消しになるといったことがあっ
ても，当初設定された時間帯が変更されることはありません。

研究発表者・司会者の⽅へのお願い
１． 発表は，
【発表論⽂集への掲載】
【発表】
【質疑への応答】の 3 つの条件を
満たすことによって，公式の発表と認められます。
２． 発表と質疑応答に 45 分の時間が与えられています。発表者と司会者で，
「発表」と「質疑応答」の時間配分，
「質疑応答」の⽅法などを，事前に
打ち合わせしておいてください。標準的な配分は，「発表 25 分・質疑 20
分」または「発表 30 分・質疑 15 分」です。
３． 開始，終了時間を厳守してください。
４． 発表途中の通信障害など，不測の事態に備え，プログラムの作成におい
て 5 分の時間的余裕を確保しておりますので，慌てずご対応ください。
あくまでも不測の事態への対応措置ですので，そのような事態が⽣じな
ければ，定刻に終了してください。
５． 研究発表者，司会者の⽅は，原則としてビデオをオンとして進⾏してく
ださい。
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６． 企画時間中は，お名前の表⽰に役割を加えてください。
例…

発表者：⼭⾥ 太郎（令和⼤学）

など

７． 画⾯共有，チャット機能をご利⽤できますのでご活⽤ください。
８． レコーディング，ブレイクアウトルームのご利⽤はお避けください。

シンポジウム企画者，登壇者の⽅へのお願い
１．

開始，終了時間を厳守してください。

２．

途中の通信障害など，不測の事態に備え，プログラムの作成において 10
分の時間的余裕を確保しておりますので，慌てずご対応ください。あく
までも不測の事態への対応措置ですので，そのような事態が⽣じなけれ
ば，定刻に終了してください。

３．

シンポジウム登壇者の⽅は，原則としてビデオをオンとして進⾏してく
ださい。

４．

企画時間中は，お名前の表⽰に役割を加えてください。
例…

話題提供：⼭⾥ 太郎（令和⼤学）

など

５．

画⾯共有，チャット機能をご利⽤できますのでご活⽤ください。

６．

レコーディング，ブレイクアウトルームのご利⽤はお避けください。

研究発表，シンポジウム参加者の⽅へのお願い
１．

研究発表，シンポジウム参加時のビデオのオン／オフは任意です。Zoom
を⽤いたライブという特徴を⽣かすために，通信環境が許せば，質疑な
どの際にはビデオをオンとしてご参加ください。
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変貌する社会と青年の心理
Researches in a Changing Society
後藤宗理
（椙山女学園大学）
われわれは日々予測のつかない世界に住んでおり、青年も同じである。
今回はこれまで取り組んできた事項を３つ取り上げる。まず、
「女子大学生の職業社会
化過程」の共同研究を取り上げる。次に、社会の要請に対応した「研究倫理」の審査に
かかわった体験に触れる。３つ目は青年心理学会の役員や大学執行部の経験から考えた
ことを話したい。最後に代表的な教え子の活躍する姿を紹介しながら、その時その時に
努力すること、常に青年とともにあることが大切であることを述べる。
１

女子大学生の職業社会化過程
1981 年から始めたこのシリーズで 15 本の論文を発表したが、このうち、「職業レディ
ネスと職業選択の構造ー保育系、看護系、人文系女子短大生における自己概念と職業意
識との関連ー」（1983:若林満、後藤宗理、鹿内啓子：名古屋大学教育学部紀要（教育心
理学科）、30、63－98）で作成した尺度については、現在も尺度使用願いがある。アイデ
ンティティという用語はまだあまり使われていない時期であった。

この研究成果や経験は、予想外の方向へ展開した。
1997 年に日本進路指導学会（現：日本キャリア教育学会）に入会し、1998 年に名古屋
市立大学人文社会学部で地元企業の就職先開拓などをしているうちに、日本キャリア教
育学会の役員などを務めることになった。さらに国立教育政策研究所所外研究員（2007
－2010）も経験した。そして、椙山女学園大学へ異動すると同時に、大学が申請した文
部科学省平成 22 年度就業力育成支援事業プロジェクトが採択されてその担当委員となり、
キャリア育成センター長（2016－2018）も務めた。椙山女学園大学のキャリア教育（女
性のトータルライフデザイン教育）は自分が専門分野の理論に基づく実践プログラムを
展開しているわけではなく、めぐりあわせがよかったのである。
２

研究倫理：宝の山を前にして
大学生の心理学というテーマは、調査対象へいつでもアクセスできる一方、成績や出
身校までの紐づけ調査はまず不可能である。しかし、時代は学会での倫理審査要求の増
加もあって、2006 年頃、人文社会系でも研究倫理審査委員会が必要になり、大学での研
究倫理審査委員会の設置、委員長として書類作成などの指導を経験した。また社会貢献
活動として、医療機関の臨床研究審査委員を 7 年間委嘱された。この間２年に１回は厚
生労働省の中央研修に参加して研修を受けた。医療には研究データネットワーク（例、
JCOG）が存在すること、医療現場での問題をグループで討議してレベルアップしている
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ことなど新鮮であった。さらに、宝の山、緊急性にどう対応するか、研究と治療、日本
人の体格や体質と欧米人ベースの治験結果との比較など、興味深い体験をした。
３ 学会役員・大学執行部という役割
本学会では委員長や理事を経験したのち理事長に選ばれたが、学会はもちろん大学に
おいても孤独な立場を支えてくれる人たちがいて任務を遂行できたこと、理事会で次期
事務局長をお願いするプロセスもよくわからなかったが、若い人たちが快諾してくれた
ことなどには感謝している。
同様のことは大学においても言える。システムがよくわからない中での決定を求めら
れるが、日々何が起きるかわからないのが実情である。かつて秋葉英則先生が講演で「小
さいながらも、一つの大学を運営していくことは大変です」といわれたことを思い出す。
本学会は現在、研究委員会、国際交流委員会が充実して後続世代が頑張っていること
から、次の世代へのバトンタッチができたと思っている。
４

記憶に残る教え子たち
宝の山を前にして教育・研究をしてきた結果、新しい宝の山を築いたといえる。
①女性の生き方をレポートした保育科学生（40 年前の）は、レポートには「60 歳で園長
として定年を迎える」と書いていたが、実際 2021 年 3 月に園長として定年を迎える。
②心とからだの健康を掲げた学科で学んだ学生は、学生時代から病院の小児科病棟での
ボランティア ⇒ 発達心理学を学ぶ ⇒ アメリカ留学・資格取得を支援 ⇒ チャ
イルド・ライフ・スペシャリストとして現在は大学病院に勤務している。
③大学の姿は時代とともに変わるが学園の教育理念「人間になろう」は変わらない例と
して、大学が看護学部を増設し、こども園も開設した際に、看護師として働いた経験を
生かして、こども園で養護教諭として働いている。
５

まとめ
多くの自然災害、事件、コロナウイルスなど日常生活に多くの影響を及ぼす出来事が
ある中で、青年は何を考え、どう生きていくのか、それを我々はどう支えていくことが
できるのかを、今後も考えていきたいと思っている。

図１

職業社会化過程の構造

図２
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椙山のキャリア教育の流れ

日本青年心理学会第28回大会 研究委員会企画シンポジウム

貧困や就労困難等の問題を抱える若者たちへの支援
Support for the youth suffering from poverty, difficulty finding jobs and other problems
企 画 者：日本青年心理学会研究委員会
話題提供者：登張真稲（文教大学生活科学研究所）
青砥 恭（NPO 法人さいたまユースサポートネット）
石黒香苗（花と森の東京病院）
指定討論者：平石賢二（名古屋大学）
司
会：下坂 剛（四国大学）
本シンポジウムの企画設定に至るまでの経緯
研究委員会では，2018 年から，いわゆるマイノリティと言われる青年の発達について十
分な研究が進められていないのではないかという問題意識に基づき，「青年期から成人期
への移行の多様性」を長期テーマに設定した。
2018 年度の短期的テーマは「発達障害を有する学生の成人期への移行」と設定し，2 月
のワークショップを経て，研究委員会シンポジウム（京都大学）では，「発達障害を有す
る青年の成人期への移行に関する研究展望」という題目で発表を行った。
2019 年度の短期的テーマは「勤労青年と大学生の移行の多様性」と設定し，2 月のワー
クショップを経て，研究委員会シンポジウム（東京工芸大学）では，「現代青年における
学校から社会への移行の多様性」というテーマで発表を行った。
2020 年度は，青年の多様性の背景として貧困や教育格差に注目し，「(そうした問題を
抱えた)青年に希望はあるのか」という問題を設定した。2 月のワークショップでは，都築
学学会員から「現代における希望の心理学」というテーマで，現代日本社会の特徴と，改
めて青年とはだれなのか，希望をどう捉えるのかという話題を提供していただき，質疑・
討論を行った。
企画主旨：本シンポジウムのテーマ
以上の経緯と子どもと若者の貧困等についての文献をもとに，本シンポジウムでは，貧
困や就労困難等の問題を抱える若者たちの背景と現状，およびそれに対してどのような政
策や対策が取られているのか，現在の課題は何かということについて議論することとした。
さらに，若者支援の現場に長年関わってこられた青砥氏から現場の話を伺うとともに，青
年心理学者としての私たちにできることは何かということについても考えていきたい。
若者の貧困・就労問題と支援対策および課題
登張真稲（文教大学生活科学研究所）
成人期への移行のあり方の変化や若者支援についての研究や若者政策への提言等を行っ
てきた社会学者の宮本（2004，2012 など）によると，学校卒業と同時に就職し，就職後は
会社に一生めんどうをみてもらうという日本型（戦後型）雇用システムは，1990 年代初頭
頃，バブル経済が崩壊し，労働市場が悪化すると機能しなくなり，不安定雇用形態や無業
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の若者（ニート）が増大するなど，自立への困難を抱える若者が増加し始めた。
2000 年代に入ると，こうした若年者雇用問題等を中心にして若者問題への社会的関心が
高まり，2003 年ごろから，若者たちの自立と就労支援のための政策が動き始めた。そして，
2006 年には地域若者サポートステーション（サポステ）事業が開始するなど，若者支援の
ための活動が始まった。しかし，そうした支援の過程で，労働市場で不利を経験している
若者は，不登校や中退，複雑な家族関係，人間関係が苦手など多様な問題を抱えているこ
とが明らかになってきた。
宮本氏らの文献をもとに，これらの問題の背景と，若者支援のための対策の現状と課題
について話題提供する。
若者世界の分断と地域づくり
青砥 恭（NPO 法人さいたまユースサポートネット）
「教育と学校は貧困と格差にどう向き合うか」という問題意識を抱きながら，教育現場
で長く働いてきた。2009 年に高校中退の実態を通して，日本の教育現場の格差と貧困の現
実を『ドキュメント高校中退』として書いた。
90 年代以降の非正規雇用の急激な増大という影響も受け，高校教育を十分に受けられな
かった若者たちの多くは半失業，非正規雇用の中でさらに貧困化していた。教育に多額の
個人負担が必要な日本では，経済資本や社会関係資本の乏しい世帯の若者には，人権とし
て平等に保障されるはずの公教育が機能していない。そんな若者たちには，高校教育の「教
育から仕事へ」の移行支援の機能が働かず，そのため彼らは社会とつながらず，孤立化し，
社会の周縁で生きているのである。
今回の報告では，2011 年に設立した「人の共生と社会の統合」をミッションにした「さ
いたまユースサポートネット」の取り組みを例に，貧困と格差に向き合う地域づくりの活
動を紹介したい。
若者の貧困とレジリエンス
石黒香苗（花と森の東京病院）
2020 年，厚生労働省によると，子どもの貧困率は 13.5％，7 人に一人が貧困状態の中で
暮らしているという。このような中で，階層化した子ども・若者の貧困を解消する施策が
成人期への移行支援にとって不可欠となっている。
McLeod と Shanahan （1996）は，子どものメンタルヘルスと貧困の関係について研究を
行い，貧困が持続することによるメンタルヘルスへの影響を明らかにした。長期化する若
者の貧困は，メンタルヘルスを悪化させ，さらにそれによって，若者の自立にも支障をき
たす可能性があると考えられる。
若者のメンタルヘルスないし成人期への移行におけるリスク要因となる，貧困という状
況において，そのリスクから若者を防御する，または，そのリスクを克服する内的・外的
要因にはどのようなものがあるだろうか。若者の貧困に対する内的なものとしてのレジリ
エンス要因，また，外的なものとしての防御要因について，文献をまとめることにより概
観したい。
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我々は「自尊感情の向上」を教育目標に
するべきなのか？
Self-esteem in adolescence: The development, meaning, and intervention in Japanese context
企

画 者：青年心理学会国際交流委員会
司会：畑野快（大阪府立大学）
話題提供者：小塩真司（早稲田大学）
：中間玲子（兵庫教育大学）
指定討論者：高橋雄介（京都大学）
企画趣旨
Rosenberg が自尊感情を「自己に対する全体的な肯定性であり，自分自身を価値あるも
のと感じること」と定義し、その測定尺度を開発して以降、半世紀にわたって世界中で自
尊感情に関する研究が進められてきた。我が国においても例外ではなく、これまでの研究
から青年の精神的健康を維持・増進する上で自尊感情が大きな役割を果たす結果が報告さ
れてきた。さらに 2000 年代になると、「我が国と諸外国の若者の意識に関する調査」等に
おいて、日本の若者の自尊感情（あるいは自己肯定感）が諸外国の若者に比べて低いとい
う結果が報告されたことから、「自尊感情を高めること」が学校教育目標の１つに取り上
げられている（教育再生実行会議，2017）。しかしながら、「自尊感情を高めること」を
教育目標とする前に検討すべきことがある。第１に、日本人青年の自尊感情の特徴を正確
な測定尺度に基づく結果から確認することである。これまでの国際的調査では、自尊感情、
自己肯定感、自己効力感など複数の概念にまたがる項目が混在しており、その測定は正確
でない。第２に、日本人にとっての自尊感情の意味が十分に検討されていないことである。
そもそも自尊感情は欧米文化圏で提唱された概念であり、日本文化にそぐわない可能性が
ある。これらを踏まえると、まずは我が国の青年の自尊感情の現状を確認し、日本人青年
にとっての自尊感情の発達的意義を考慮した上で、教育的に高めることの是非を議論する
必要がある。
このような問題意識に基づき、本シンポジウムでは、第１の課題に関する話題提供とし
て小塩真司先生に、第２の課題に関する話題提供として中間玲子先生にご報告いただく。
小塩先生には自尊感情に関するメタ分析の結果を、中間先生には日本人独自の感情として
の「恩恵享受的自己観」についての概念提起および実証的研究の結果を中心に報告してい
ただく。さらに、指定討論は行動遺伝学の観点から国際的に個人差研究を進めている高橋
雄介先生にお願いし、小塩先生、中間先生の報告についてコメントをいただく。以上を通
して、我々が「自尊感情を高めるべき」とする現状に対し、どのような教育を行うべきな
のかを考え・模索することに加えて、我が国独自の国際研究を進めていくヒントを得るシ
ンポジウムとしたい。
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日本における自尊感情の特徴
小塩真司（早稲田大学）
日本における自尊感情（Self-esteem）の研究は，1960 年代に査読誌に掲載されるように
なり，1980 年代以降に盛んになった。特に Rosenberg の自尊感情尺度は 1980 年代から使
用されるようになり，現在ではわが国でもっともよく使用される心理尺度のひとつと言え
る。自尊感情の尺度上の問題はあるとしても，これまでに得られた研究知見について整理
しておくことに意味はあるだろう。
まず，国際比較調査を見ると，日本の自尊感情得点は世界の中でも下位に位置している
（Schmitt & Allik, 2005）。また，発達的な変化を見ると，児童期から思春期・青年期にか
けて得点が低下した後，成人期を通じて上昇する傾向を示す（例えば Ogihara, 2016）。そ
して，1980 年代から 2010 年代にかけて，中高生，大学生，成人の自尊感情の平均値は低
下傾向にある（小塩・岡田・茂垣・並川・脇田, 2014）。これらの結果が日本独自のもので
あるのか，それとも他国と共通するのかについても，十分に検討する必要がある。たとえ
ば，自尊感情平均値の児童期から青年期にかけての低下と成人期を通じた上昇は，欧米の
結果と共通する。ただし，欧米では 60 代が平均値のピークになるのに対し，日本では 70
代以降も上昇する傾向がある。また近年の自尊感情平均値の低下は，アメリカ合衆国やオ
ーストラリアとは異なるトレンドを描いている。これら測定された自尊感情の特徴から，
自尊感情の意味について何が言えるのだろうか。本話題提供では，これまでに得られた研
究知見から考察を試みたい。
日本人にとっての「自尊感情」の意味
中間玲子（兵庫教育大学）
自尊感情を高めるはたらきかけは，個人の問題行動や不適応の根源的な要因としては自
尊感情の低さを，個人の社会的成功や良好な対人関係など望ましい状況を支える要因とし
ては自尊感情の高さを指摘する見解を根拠に広まったと考えられる（Dawes, 1994）。ここ
ではその見解に対する批判的検討を行い，高めようとされているところの「自尊感情」が
日本人にとっていかなる意味をもつのか，議論するための話題提供を行う。
まず，自尊感情研究の知見から以下の点を指摘する。第一に，上記にあげた見解につい
ての理論的根拠の不十分さについてである。自尊感情の高低と心理的諸問題との関連を報
告する研究は多い。しかしながら，その因果関係については疑問視される。第二に，自尊
感情の低い人に対する自尊感情を高めるアプローチの難しさについてである。自尊感情の
低い人の場合，そのはたらきかけに対する抵抗が生じるメカニズムが存在するとされる
（Baumeister, 1993）。自尊感情を高めようとするはたらきかけの作用は，もともとの自尊
感情の高低によって様相が異なることが想定される。第三に，自尊感情の高さ・低さが一
元的に論じられることの弊害についてである。自尊感情の高低にはそれぞれ多義性が指摘
されており，一元的に「高める」ことに価値がおかれるわけではないようである。
その上で，文化的要因を考慮した「自己」概念についての見解に言及し（Markus &
Kitayama, 1991），日本人にとっての「自尊感情」の高さ・低さの意味について，また，そ
のような「自己」を個々人が意識化することがどのような作用をもたらすのかについて，
考察を深める。
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研究の始まりからまとめへ
－研究のサイクルにまつわる様々な問題－
From the beginning of research to the end －The problem in the cycle of research－
企 画 者 橋本和幸（了徳寺大学）・小沢一仁（東京工芸大学）
司 会 者 橋本和幸（了徳寺大学）
話題提供者 小沢一仁（東京工芸大学）
杉村和美（広島大学）
溝上慎一（桐蔭横浜大学）
指定討論者 佐藤有耕（筑波大学）
企画趣旨
ひとつの研究は、いかにして始まり、まとめて仕上げることでひと区切りを迎えるか。
様々なきっかけや理由で研究が始まり、理論・調査・実践等を経て、論文となり雑誌や紀
要に掲載し、または著作として表され、ゴールを迎える。こうして、研究のスタートとゴ
ールというひとつのサイクルがひと区切りする。そして、そのゴールが次なる研究の再ス
タートとなり、研究のサイクルが続いていく。本シンポでは、それぞれの話題提供者が、
自らの研究がどのように始まり、それぞれの研究を実施し、どう論文や著作にまとめてい
くか、そのスタートとゴールを繰り返す研究のサイクルにまつわる様々な問題をどのよう
に乗り越え、または抱えてきたのかを示していく。各話題提供者は自己・アイデンティテ
ィをテーマしているが、これらのテーマ以外の研究や研究者にも共通するように、自らの
研究のサイクルとそこから生じる問題を示していく。本シンポによって、研究のサイクル
さらには研究者のライフサイクル（研究を始める若手から研究を再スタートする中堅へ）
のあり方を探ることで、青年心理学研究の活性化と発展に寄与できれば幸いである。
研究のサイクルの中での起点としての概念検討
小沢一仁（東京工芸大学）
研究には、理論→調査→実践というサイクル（Selman,2004)のそれぞれに、始まりとま
とめというひとつずつの研究のサイクルがあり、研究者のライクサイクルが関わる。この3
つのサイクルのそれぞれに壁があるが、概念検討という研究の始まりに着目する。例えば、
アイデンティティをどう捉えるかという問題がある。自らの研究者時代の始まりを振り返
ると、青年心理学会に関わる高木先生、西平先生、山添先生の指導の中で、青年の自己理
解の寄与という方向性を得てきた。では、いかにして自己理解に寄与するための概念とし
て捉えるのか。調査研究の方法に量的と質的があるように、理論研究にも方法があり、そ
のヒントを竹田現象学に求める。概念検討の方向性は、何のためにその研究をするのかと
いう研究の意義につながり、理論研究から調査研究への橋渡しとなる。そして、例えば授
業という実践においても授業の方向を示す助けとなる。そして、研究のサイクルを進め、
最終的には研究者のライフサイクルを進める可能性を議論していきたい。
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研究のサイクルを支えるものは何か
杉村和美（広島大学）
自身が無自覚に辿ってきた研究サイクルを，これをきっかけに自覚し，皆さんと共有す
る。それにより，研究のサイクルを支える力に決定版はなく，多様性があることをお伝え
したい。第１に，研究のスタートは，当該分野の先行研究の問題点の明確化にあるが（例
日本人青年のアイデンティティ発達軌跡が明らかにされていない），その背後には偶然の
出会いと自分自身の衝動があった。例えば，20年前にある高名な米国人アイデンティティ
研究者から「日本人にアイデンティティはあるのか」と問われたことが，そのテーマに取
り組む契機となった。筆者にその関心は全くなかったが，これを明らかにしないといくら
研究を行っても意味がないと感じ研究を開始した。第２に，研究デザインを立案し，デー
タ収集し，分析することを，ある時点から自分一人で行うのをやめた。自力では全く不可
能と悟った。日本人のアイデンティティ形成の特徴を解明したいと思ったとき，世代，国，
得意分野の異なる幾人かのキーパーソンとの出会いがあった（含指導生）。また，何も知
識がないために始めから諦めていた研究ができた（例 宗教性とアイデンティティ）。第３
に，収集したデータは絶対に論文化したい。共同研究では，リーダーあるいはメンバーと
して，論文を書くことに責任が生じる。例えばあるとき，70万円の滞在費をもらい海外（例
リトアニア）の大学に滞在したが，これは70万円で論文を１本買ってもらったというこ
とだと気づいて膝を打った。ならば書くしかない。このように，研究のサイクルは偶然，
出会い，驚きに満ちている。
誰に向かって研究しているのか
溝上慎一（桐蔭横浜大学）
私は研究分野やテーマよりも知的好奇心が先立つタイプである。どうしても心理学の分
野で研究がしたかったわけでもなく、始めから自己やアイデンティティへの関心があった
わけでもなかった。要は研究したいという欲求が最初にあって、専門分野やテーマ（青年
心理学、自己・アイデンティティ形成等）は後から決めたのである。そうして30年近くが
経った。今も楽しく研究しているので、頭が動く限りは死ぬまでやるぞ！と思っている。
ところで、若い時にはほとんど思わなかったことだが、研究の関心や対象が心理学を超え
て拡がり、加えて海外の研究者と交流をするようになって、自分はいったい誰に向かって
研究しているのか、という疑問に苛まれるようになった。心理学に限らず、それぞれの学
問分野には研究の作法が一定程度ある。私は心理学固有の関心も持っているが、学際的な
関心、現代社会への関心もある。それらの関心を学術的に仕上げる時には、それぞれの世
界の研究作法の制約を受けてしまう。海外の研究はそれがいっそう顕著である。それぞれ
に対応した仕事をしようとここ10年取り組んできたが、どこかで何かを失ってしまってい
るような、どこかで考え方を間違えたのでないかと思うような不完全な気持ちが常にあっ
た。最近それは、自分の研究を伝えたい対象の喪失ではないかと考えるようになった。作
法や周りからの評価など、外的制約のことばかりが先立ち、そもそも自分は研究を誰に向
けて行っているのか、誰に伝えたいのかと考えるようになった。もう30年研究しているの
だから、研究の作法やプロセスにはある程度熟知しているつもりだ。しかし、研究の姿勢
については揺れまくっている。当日はそんな話題を提供したい。

15

日本青年心理学会第28回大会 自主シンポジウム

エリクソンのアイデンティティが青年期の発達課題
でないなら何なのか
Is it ego identity the developmental task in adolescence, if not, what is it?
企 画 者：白井 利明（大阪教育大学教育学部）
司 会 者：杉村 和美（広島大学大学院人間社会科学研究科）
話題提供者：三好 昭子（日本女子体育大学体育学部）
村澤和多里（札幌学院大学心理学部）
白井 利明（大阪教育大学教育学部）
企画趣旨
エリクソンのアイデンティティを大学の講義で話すと，ほとんどの学生が知っており，
高校で習ったという。青年期の発達課題はアイデンティティの確立であり，それをしない
と大人になることができないから，しっかりと自己を確立するように言われたという。
そうした誤った理解にエリクソンは困惑していた（幼児期と社会 pp.273-274; 1 p.352:
ページは参考箇所。2 つある時は前が原著，後が邦訳[新訳があれば新訳]である）。エピ
ジェネテック･チャートは斜めの欄に入った事項だけが抽出され，その肯定項目が特定の
時期に一つずつ達成されて人間の徳の完成に向かうかのように世間には誤って流布され
たのである（Friedman, 2000, p.221;上, p.220）。
それにもかかわらず，青年心理学や発達心理学のテキストを見ると，エリクソンの発達
理論が説明される際，アイデンティティの確立は青年期の発達課題である，と書いてある
ものがある。また，エリクソン自身も，＜アイデンティティは，青年期の終わりに葛藤の
永続的解決に至り，青年期特有のものになる。それができないとアイデンティティは欠損
をかか える か， 混乱 した ままに なる＞（ アイデンティティとライフサイクル p.130;
pp.135-138）と書いている。これはどう理解したらよいのだろうか。
アイデンティティが青年期の発達課題でないことは大野久（2010, p.40; 2014, p.4; 2018,
p.47; 2020, p.220）が注意を喚起してきたが，青年心理学界では十分に共有されていない。
これを考えることは，エリクソンのいうアイデンティティとは何か，そもそもエリクソン
の発達理論はどう理解すべきか，そして青年期の発達をどう考えるかといった本質的な問
題とかかわる。シンポジウムでは，まず，エリクソンの自我アイデンティティ（自我同一
性）の定義を一言でまとめていただいたうえで，次に，それは青年期の発達課題であると
考えてよいか，そして，そうだとすればなぜか，そうでないとすれば何なのか，をシンポ
ジストに答えていただき，みなさんと議論したい。
三好昭子氏は数量的研究のみならず伝記研究を行っている立場から，村澤和多里氏は心
理臨床で発達と社会をつなげている立場から，白井利明はダイナミック・システムズ・ア
プローチの立場から，エリクソンのアイデンティティ理論を読み解く。司会は，国際的に
も活躍している杉村和美氏にお願いした。大所高所から論点整理していただけると考える。
これがエリクソンのアイデンティティについて再考する機会になることを期待したい。
参考文献：大野 久 (2020). アイデンティティ概念再考 教職研究（立教大学）, 34, 3-15．
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アイデンティティは青年期の最大関心事
三好昭子（日本女子体育大学）
アイデンティティについて西平(1978a, 1978b, 1978c, 1979)は，なぜ自己意識，自己像，
自己概念といった従来から青年心理学で使用されてきた言葉の上にさらに導入される必要
があったのかについて論じており，この言葉を駆使することができると今までよりも一層
青年の心を深くとらえることができると述べている。しかし依然として大野(2010)が指摘
するように，青年期にアイデンティティを決め，それが決まらないと次の段階に進めない
といった誤解や，青年期に抱いた職業的な希望（夢）を，何があっても変わらずに希求し
ていくことがアイデンティティであるといった誤解がある（宮下, 2014）。これを解消しな
いことにはアイデンティティ研究が十分な成果を出すことはできない。
そこでまずはエリクソンの考え方に立ち戻ってみたい。漸成発達理論図の「対(vs.)」で
結ばれた一組の心理社会的危機として「アイデンティティ対アイデンティティ拡散」をみ
るとき，中心となる環境が仲間や外集団になってはじめて明確な意味で「私は何ものであ
るのか」という葛藤が生じる。エリクソンはこの葛藤を静的・構造的に捉えたのではなく，
発達的に葛藤が次の段階へと構造転換するその瞬間，その動きを動きのままに写し取ろう
とした（西平, 1993）。なぜならエリクソンは「人はいかなる時生き生きしてゆくか」（西
平, 1993）という問いの立て方をしているからである。だからエリクソンは「対(vs.)」で結
ばれた一組の心理社会的危機を「component」(Erikson, 1959)として「a sense of 〜」と表現
し，各段階で人がどのように社会や歴史と関わっているときに生き生きし，充実するのか
を追求し続けたのである。
その意味でアイデンティティも「a sense of identity」であり，アイデンティティの感覚は
「＜自分自身の内部の斉一性と連続性（心理学的な意味における自我）を維持する能力＞
が＜他人にとってその人がもつ意味の斉一性と連続性＞と調和するという確信から発生す
る」（Erikson, 1959/2011, p96）。これを大野（1995）は簡潔に，社会の中で～としての「自
覚，自信，自尊心，責任感，使命感，生きがい感」の総称であると解説した。いくら自分
で「私は教員である」といっても，それだけでアイデンティティの確かな感覚とはならず，
他人からも教員だと認められるようになってはじめてアイデンティティの感覚をもつこと
ができるのである。したがって自分が何ものであるのかがはっきりしない青年にとってア
イデンティティは発達課題というよりも，最も「気になる」重要な関心事（大野, 2014）で
あり，精神的なエネルギーの大部分を必然的にそれに費やすほどの最大関心事だといえる。
社会の中で「私は〜である」という「自覚，自信，自尊心，責任感，使命感，生きがい
感」を感じるといっても，一人の人間の中にも実にいろいろな「私は〜である」がある。
作家芥川龍之介は「僕はいつも僕一人ではない。息子，亭主，牡，人生観上の現実主義者，
気質上のロマン主義者，哲学上の懐疑主義者等，等，等，― それは格別差支えない。しか
しその何人かの僕自身がいつも喧嘩〔けんか〕するのに苦しんでいる。」(芥川，1927，p82-83)
と書き残している。社会の中で私は「息子であり亭主であり牡であり…哲学上の懐疑主義
者である」という一つのまとまり（ホールネス）として存在しつづけることは案外難しい。
「迷い続け，葛藤し続ける。にもかかわらず，その内なる葛藤をかろうじてつなぎとめる
「しなやかな強靱さ」」（西平, 2004, p6）のことをエリクソンはアイデンティティだと考
えており，青年期の最大関心事であるが，それ以降も問われ続けていくものだといえる。

17

臨床概念としてのアイデンティティ
村澤和多里（札幌学院大学）
今日の青年心理学においてはおざなりにされているが，E .H .エリクソンのアイデンティ
ティ概念は、彼自身の「根こぎ感」や、第二次世界大戦の戦闘神経症患者の臨床経験、リ
ッグス・センターにおける「境界例」患者への精神分析療法の経験などを背景として析出
されてきたものである。つまり、アイデンティティ概念は、「私である」ということが失
われるという危機的状態についての観察を「地」として、そこで失われたもの（回復され
るべき自我機能）という「図」として浮かび上がってきたものである。エリクソンがアイ
デンティティ概念について説明するときに、常にその「危機」と対比しながら論じている
のは、それが反省的な意識によってしかとらえられない機能であるという側面が関係して
いると考えられる。
臨床概念としてのアイデンティティはその後、部分的に人格障害の診断基準に組み入れ
られたものの、今日ではそれほど重要な概念として考えられていない。それはアイデンテ
ィティという概念が抽象的で内部的な感覚であるため、外部から観察可能な症候による診
断には適合しにくいことも影響していると考えられる。また、心理学においてもアイデン
ティティを測定可能な概念に置き換えて受容してきたわけであるが、その時点で、本質は
大きく損なわれていたと言わざるを得ないであろう。あるいは、そもそもエリクソン自身
もアイデンティティ概念を精緻化して行く過程で、精神分析理論やその他の発達理論との
整合性を意識した結果、もともとの着想から大きくずれていった可能性も考えられる。
「アイデンティティ」概念を問うことは、「私である」ということの意味を問う哲学的
な営みに通じるはずであり、外的に観察可能な事実や、また測定可能な心理学的要素に還
元できるものではないのかもしれない。ここでは再検討にあたって、エリクソンが精神的
危機の中にある若者たちにおいては「失われたもの」として、そして回復の過程において
「再形成されるもの」として見出したアイデンティティ概念に立ち返ってその本質を問う
必要があるように思う。
私は、この問題を検討するための補助線として、やはり青年心理学に影響を与えてきた
H .S .サリヴァンの「自己システム Self System」概念を参照にしたい。サリヴァンの精神医
学理論は周知のように統合失調症についての臨床的観察に基づいているが、それゆえに「私
である」ということの危機についての鋭い洞察を含んでいる。端的に述べれば、サリヴァ
ンのいう自己システムは「私でない」ことを排除することによって、結果的に「私である」
ということを達成するものである。ここでは「私である」こと（すなわちアイデンティテ
ィ）は、内部から定義できるものではなく、絶え間ない自己システムの発動の中で流動的
に維持される、いわば「動的平衡」の状態であるということができる。
一般的には、エリクソンのアイデンティティ概念とサリヴァンの自己システム概念は別
の理論体系に属しているものであると理解されているが、臨床的現象を媒介にして両者の
関連性を検討した場合、エリクソンのアイデンティティ概念に新たな光を当てることがで
きると、私は考えている。
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ダイナミック・システムズ・アプローチ（ＤＳＡ）としてのエリクソンの発達理論
白井利明（大阪教育大学教育学部）
エリクソンの自我アイデンティティ（ego identity）とは，そのひとの自我総合（ego
synthesis）の方法（アイデンティティ p.50; p.49: ページは参考箇所。前が原著，後が邦訳[新
訳があれば新訳]である）をいう。自我総合とはパーソナリティの相反する性質を結合させ
ることである（Nunberg, 1931, p.9）。ＤＳＡは要素が結合することで新しい性質を創発
（emergence）すると考えるが，エリクソンもそう考えたのではないか。ＤＳＡとは時間の
経過に伴って変化するシステムを記述し説明する理論と方法をいう（杉村，2014，p.109）。
エリクソンの青年期特有の課題とは，①強まる衝動（性器や筋肉）の自我防衛を維持す
る，②葛藤から自由な成果（学業の成績や仕事の業績）を就労の機会のために得る方法を
学ぶ，③子ども時代（childhood）に行った同一化を未来に向けて再総合し，社会を広げ，
そこから与えられる役割に従うことである（アイデンティティ p.120; pp.125-126）。③は
アイデンティティと関係するので，その意味で青年期の発達課題と言えなくもない。しか
し，エリクソンは，アイデンティティを青年期の発達課題とする考え方は，一つの段階か
ら次の段階へと一つひとつ見ていくアプローチ（one-stage-another approach）であり，そこ
にはエピジェネテックな段階の性質が欠落しているという（エリクソンは語る p.40; p.50）。
エピジェネテックな段階の性質とは，それぞれの段階は，その段階に特有なものを後の全
ての段階に付け加え，それ以前の全ての段階から新しい総体を作り出すことである（前掲
書 41; pp.50-51）。アイデンティティは青年期（youth）に最初に現れる（emerge）ものでは
ないし，発達の目的でも結末でもない（前掲書 p.41; p.51）。青年期はアイデンティティと
アイデンティティ混乱（confusion）の緊張とだけ戦っているわけではなく，８つ全ての緊
張と戦っている（老年期 p.39; p.39）。８つの心理社会的構成要素（基本的信頼から統合）
は相互に関連する一つのシステムをつくっている（ライフサイクル，その完結 p.29; p.32）。
第 2 に，ＤＳＡは新しい性質を創発する揺らぎ（fluctuation）に注目する。青年期のアイ
デンティティ混乱は自我の強み（ego strength）の揺らぎであり，その本質は成長の潜在力
（potential）の増大である（アイデンティティとライフサイクル p.125; p.131）。それは脆
弱性（vulnerability）の露呈と感受性の高揚として現れ，前者は青年を助ける他者を引き込
み，後者は自分に必要な他者との出会いを逃さず選択させ，相互性（mutuality）をもたら
す（前掲書 pp.56-57; pp.50-51）。社会の提供する心理社会的モラトリアム（play＝遊び・
演技）がエディプス的な罪悪感と良心の独裁から青年を解放し（前掲書 p.175; p.192），相
互性が作る自我の強み（忠誠）を通して，青年期以降に多少のアイデンティティ混乱を経
験しても「私」の中心性が崩れにくいアイデンティティを生み出す。これが＜アイデンテ
ィティは青年期の終わりに葛藤の永続的解決に至る＞（前掲書 p.130; pp.135-138）であろう。
第 3 に，ＤＳＡと同様，エリクソンもマクロレベルだけでなく，リアルタイムのミクロ
な発生も重視する。他者との日々のコミュニケーションで，互いの相互確証（mutual
affirmation）または相互否定（reciprocal negation）を経験するが，言葉の水準と自我の水準
で意味がズレるため，自我の相互確証か相互否定かを精査（test）しなければならない（ア
イデンティティ p.220; p.277）。それが自我の外側にある人間関係のアンビバレンスととも
に，自我の内部に人間特有の不安を喚起するが，明確な相互確証か相互否定かのときに現
れるのが心理社会的アイデンティティである（アイデンティティ p.220; p.278）。

19

日本青年心理学会第28回大会 研究発表

大学生は社会をどのようにとらえているのか
－全国データを用いた計量テキスト分析－
田澤 実
（法政大学キャリアデザイン学部）
How do undergraduates view society?
Minoru TAZAWA
(Faculty of Lifelong Learning and Career Studies, Hosei University)
問題と目的
白井（2008）は 23 歳から 39 歳までの男女を対象に「私にとって社会は」という文章完
成法を用いた調査を行い、性別や非正規経験の有無により社会観が異なることを明らかに
した。具体的には、男性は「実現」といった達成指向、女性は「厳しい」など否定的評価
および「学ぶ」など自己の肯定的変化との関連で社会をとらえており、非正規経験のない
男性は非正規経験のある男性よりも「稼ぐ」といった経済的な意味で社会をとらえている
ことを明らかにした。本研究では、大学生を対象にし、比較検討することを目的とする。
方法
対象者：就職情報サイトのモニターである全国の大学 3 年生 4,314 名。分析対象者は以
降の質問項目にすべて回答した 3,102 名（男性 927 名、女性 2,175 名）。モニターの会員規
約には，回答を「大学や研究機関と実施する共同調査」に利用する旨を記載してある。調
査時期：2019 年 11 月から 12 月。手続き：先行研究（白井,2008）と同様に、「私にとって
社会は」という文章を完成させるよう求めた。分析を行う前に、漢字とひらがなが混在し
ている語はどちらかに統一するように語のクリーニングを行った。
結果と考察
テキスト型データの計量的分析について統合アプローチを提案した樋口（2004）になら
い、多変量解析によってデータ全体を要約・提示した上で、コーディング規則を公開する
手順を踏むことにした。
まず、12 回以上の出現回数のあった 102 語に対して非計量的多次元尺度構成法（Kruskal）
による分析を行った（図 1）。活用のある語は、基本形に直して取り出しているが、否定
表現は独立して抽出した。その結果、「生きる」は肯定表現と否定表現が、「分かる」は
否定表現が上位 102 語に含まれた。解釈可能性などを考慮し、クラスター数を 8 とした。
次元 1 は社会に対して肯定的であるのか否定的であるのかという軸と解釈した。
次に、コーディングを行った。コーディングルールは、これまでの分析結果と先行研究
（白井,2008；白井ら,2009)を参考にした。語の本文中での使われ方を確認しながら、その
語が含まれている場合に、それぞれ「肯定」「中位」「否定」を示すと判断できる語を抽
出した（表 1）。各コードと各属性のクロス集計を求め、χ2 検定を行った。性別は人数の
偏りが有意であり（χ2［11］=35.29, p<.01）、エリアは人数の偏りが有意傾向であった（χ2
［11］=19.45, p<.10）。残差分析の結果を解釈すると「協力」と「稼ぐ」は男性に多く、
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「学ぶ」と「生きにくい」は女性に多かった。本研究では、未入職者である大学生におい
ても白井（2008）と類似した傾向があることを確認した。また、「繋がり」は三大都市圏
に多く、「生きにくい」は地方圏に多かった。本研究では、地方圏を地元とする女子学生
が社会を生きにくさの観点からとらえていることに特徴があることを示した。

図1

非計量的多次元尺度構成法（Kruskal）の結果

注）クラスター分類を示すために点線および丸数字を施した

表1
分類
肯定

中位

否定

コード名
成長
協力
繋がり
学ぶ
働く
稼ぐ
ルール
厳しい
辛い
生きにくい
難しい
分からない

コードおよび用いられた語の頻度等

用いられた語
成長，実現，活躍，発揮
協力，助け合う，作り上げる，共存，貢献
繋がり，繋がる，関わり，関わる
学ぶ，学び，経験，（勉強）
働く，仕事，（職場）
稼ぐ，稼ぎ，お金，（収入），（給料）
ルール，（秩序），（規則）
厳しい，窮屈，理不尽
辛い，大変，不安，苦しい，息苦しい，地獄
生きにくい，生きにくさ，生きづらい，生きづらそう
難しい，怖い，闇
分からない，分かりません，未知

頻度
273
107
85
52
91
70
16
161
131
74
71
67

割合
8.80%
3.45%
2.74%
1.68%
2.93%
2.26%
0.52%
5.19%
4.22%
2.39%
2.29%
2.16%

注）太字は先行研究（白井,2008）で用いられた語、カッコ内は本研究で出現回数が 12 回未満であった語を示す
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COVID-19 による緊急事態宣言下における
中学生の生活実態に関する調査報告
－コミュニケーションを中心に－
難波久美子 1・河合優年 1・田中滋己 2
（1 武庫川女子大学子ども発達科学研究センター・2 国立病院機構三重中央医療センター）
The report on the living conditions of junior high school students
under the state of emergency by COVID-19.
Kumiko NAMBA1, Masatoshi KAWAI1, Shigeki TANAKA2
(1Center for the Study of Child Development, Mukogawa Women’s University
2
Mie-chuo medical center, National hospital organization)
問題と目的
2020 年、COVID-19 による影響は全世界で続いている。2 月 27 日、日本全国の小・中
・高等学校に対し、3 月 2 日からの臨時休校が要請された。4 月 7 日に 7 都道府県を対象
にした緊急事態宣言が出され、対象地域の拡大、期間の延長を経て、全国での解除が発表
されたのは 5 月 25 日であった。10 月時点では、国内の学校は何らかの対策のもと、2 学
期（後期）の授業が実施されている。
学校の突然の休校は、当初は少し長い春休み、といったところだったが、新学期は開始
されず、ゴールデンウイークが終わってもすぐには再開されなかった。子どもたちは家に
いることを求められ、これまでとは異なる環境で 1 学期を開始することになった。
この間、子どもたちは友人との対面によるコミュニケーションが極端に減っていたと思
われる。しかし近年、スマートフォンや通信機能付きゲーム機などの普及により、何らか
の通信手段を持っている子どもの割合も多い。内閣府の令和元年の調査（満 10 歳から満
17 歳の青少年 5000 人に対する調査、回収率 63.9％（内閣府，2020））では、中学生の
65.6％がスマートフォンによりインターネットを利用しており、タブレット利用が 31.1
％、携帯ゲーム機利用が 30.3％と続いている。また、スマートフォンによるインターネッ
トの利用内容は、中学生では、動画視聴が 80.5％と最も高く、コミュニケーションが 80.3
％、ゲームが 70.6％である。
そこでまず、緊急事態宣言下と解除後それぞれで、協力者の中学生がどのような手段で
友人とコミュニケーションを図っていたのか実態を把握する。また、友だちとのコミュニ
ケーションでの話題を調査する。
本研究の実施主体である三重中央医療センターと武庫川女子大学子ども発達科学研究セ
ンターでは、三重県下と兵庫県下においてコホート調査を 10 年以上に亘り実施してきた。
例年 3 学期に実施するパネル調査とは別に、彼らにとってこの緊急事態宣言下での生活は、
どのような環境であったのか知るために、追加調査が計画された。調査は調査協力者の心
理的負担が少なく、なおかつ記憶が損なわれない時期を考慮して実施された。本発表では、
この調査のうち、中学生のコミュニケーションの実態を中心に報告する。
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方法
研究協力者 2005 年から実施された JCS（Japan Children’s Study）の協力者のうち、
①三重中央医療センターで同意を得て観察・調査を実施し，研究終了後のデータ使用許諾
と研究協力の継続に同意した協力者のうち、中学校 3 年生 139 名。②武庫川女子大学で同
意を得て観察・調査を実施している中学校 1・2 年生 59 名。
実施時期 第 1 回調査は緊急事態宣言解除後の 2020 年 5 月下旬に、第 2 回調査は多く
の学校が再開された 7 月下旬に郵送により実施された。
手続き 質問票：友人とのコミュニケーションの方法、内容について（5 月、7 月）。
なお本調査は、武庫川女子大学教育研究所倫理委員会、三重中央医療センター倫理委員会
の審査を経ている。
結果
友だちとのコミュニケーションの種類は Figure1 に、友だちとの話題内容については
Figure2 に示した。
考察
調査協力者の中学
生では、学校が再開
された後、友だちと
顔を合わせるように
なると、複数でのや
り取りをする人が少
し減っていた。また
話題は、勉強のこと
などは変化がない
が、目の前の授業や
部活のことなどを話
す人が増えていた。
対面後は、その時そ
の場を共有して話す
ことがコミュニケー
ションの中心である
と思われる。
引用文献
内閣府（2020）.令和
元年度青少年のイン
ターネット利用環境
実態調査.
附記：本研究は、
JSPS 科研費
(19H01759)の助成
を受けた。
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大学生のセルフコンパッションに関するイメージの
質的記述的検討
高橋恵理子 1,2・桂川泰典 2
（1 日本学術振興会特別研究員 RPD・2 早稲田大学人間科学学術院）
Self-Compassion Images Among University Students: A Qualitative Descriptive Study
Eriko TAKAHASHI1,2 & Taisuke KATSURAGAWA2
(1Research Fellowship of Japan Society for the Promotion of Science,
2
Faculty of Human Sciences, Waseda University)
問題と目的
青年期には過度に自己批判的になる者も少なくない。このような自己批判の強い者への
心理的支援の一部として，セルフコンパッションを高める技法が用いられている（Gilbert,
2010）。セルフコンパッションとは，3 つの構成要素から成る（Neff, 2003）。それらは、
自己への思いやりや慈しみである「自分への優しさ」，心理的苦痛を感じている時も孤独
に陥らずに周囲とのつながりを意識する「共通の人間性」，自分の苦痛に気づき受け入れ
る「マインドフルネス」である（Neff, 2003）。セルフコンパッションとは，自己に対する
態度や意識の向け方であり，苦痛を和らげ平静な感情状態を生み出すのに有効なものであ
るといえる。セルフコンパッションを高めるために，イメージやメッセージを用いる場合
がある（Gilbert, 2010）。セルフコンパッションに関するイメージとは，自己の苦痛をなだ
め，心を落ち着かせるのに役立つ，五感を用いたイメージのことをいう。メッセージとは，
そのような機能をもつ言葉（内言，自己教示）を表
Table 1. セルフコンパッションに関する記述内容の分類
しているといえる。セルフコンパッションの増加は，
件数 人数
自分の外見に対する過度に批判的な思考やネガティ 1. イメージの種類
1-1 自然
52
20
1-2 寝床
13
10
ブな感情である身体不満足感を低減させることがわ
1-3 身近な他者
13
8
かっている（Rahimi-Ardabili, Reynolds, Vartanian et
1-4 ペット・動物
10
8
1-5 風呂・暖かい場所
9
6
al., 2018）。しかしながら，セルフコンパッションを
1-6 音楽
9
5
1-7 過去や未来の楽しいこと
6
3
高める方法については発展の余地が残されており，
1-8 やわらかい・ふわふわしたもの
5
3
1-9 都会の風景
5
1
どのようなイメージやメッセージの内容が用いられ
1-10 一人になれる場所
3
3
ているのかについては，十分に明らかにされていな
1-11 食べ物
3
1
1-12 その他
16
4
い。そこで，本研究では，青年期男女を対象として，
144
72
合計
セルフコンパッションに関するイメージとこれから 2. イメージに用いる五感
2-1 視覚
90
43
連想するメッセージの内容について，質的記述的に
2-2 触覚
25
16
2-3 聴覚
21
9
明らかにすることを目的とした。
2-4 臭覚
4
3
2-5 味覚
4
1
方法
144
72
合計
調査対象者 大学生男女 95 名を対象にアンケート調 3. イメージから連想するメッセージ
3-1 自分への優しさ
92
27
査を実施した。その結果，73 名が回答した。欠損値
3-2 共通の人間性
30
29
3-3 マインドフルネス
19
16
を除外した回答数は 72 名であった（男性 62 名，女性
141
72
合計
10 名）。大学入学年度の平均は 2018 年（SD=.99）で 注1. 件数は複数回答可とした。
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Table 2. セルフコンパッションに関するイメージから連想するメッセージ
あり，範囲は，2016 年から 2019 年であっ
記述内容の分類結果
た。
自分への優しさ
調査材料 A4 サイズ用紙 1 枚の上半分にイ 1 もっと自分の良いところに目を向けよう。
2 他人を気にする必要はない。
3 つらいことも成長の糧になる。
メージに関する記述欄を設けて，下半分に
4 無理しないで一度休んでもいい。
イメージから連想するメッセージに関する
5 希望をもっていい。
6 失敗してもいい。気にせず何度でもやってみよう。
記述欄を設けた。
7 マイペースでいこう。
8 つらいときはやめてもいい。投げ出してもいい。
調査時期と手続き 2019 年 11 月に，首都
9 気持ちを切り替えよう。
がんばりすぎなくてよい。
圏の理系大学において，一斉法による教場 10
11 大丈夫。安心して。元気を出して。
調査を実施した。調査は 1 回，10 分程度で 12 泣きたいときは泣いてもいい。
13 自分を好きになろう。
あった。対象者には，始めにセルフコンパ 14 必ずいいことがある。
共通の人間性
ッションの概念について説明を行った。次
1 自然の大きさに比べたら，自分の悩みなんてちっぽけなものだ。
2 世界は広い。もっと自由に生きよう。
に，回答用紙を配布して，セルフコンパッ
3 自然はお互いに支えあって生きている。
4 どこかに必ず味方になってくれる人がいる。
ションに関するイメージとそれから連想す
5 誰にでも得意，不得意はあるのだから，自分だけが劣っているわけではない。
6 自分と同じくらい，あるいはもっとがんばっている人たちがいる。
るメッセージの具体例を示した（高橋・根
7 無理に人に追いつこうとしなくていい。
8 人と比べて落ち込まなくても大丈夫。
建, 2016）。その後，各自がセルフコンパッ
9 一番でなくてもいい。
ションを高めるために用いたことのあるイ 10 自分を責めすぎるな。もっと周りの人に頼ろう。
11 信頼している人たちに相談してみよう。
メージの内容について自由記述で回答を求 12 自分には悩みを分かち合える仲間がいる。
13 どんなにやってもだめなときは誰にでもある。
めた。次に，このイメージから連想するメ 14 完璧な人なんていない。
15 どんなに優れた人にも悩みはある。
ッセージの内容についても回答用紙に記述 16 自分の欠点を認めてくれる人もいるはず。
いろいろな人に相談して，たくさんの解決方法を出そう。
するよう求めた。分析においては，KJ 法（川 17
18 自分と同じ気持ちや悩みをもつ人が必ずいる。
私は一人じゃない。
喜田，1986）を参考にして分類した。件数 19
20 私も誰かを喜ばせたり，役に立ったりできる。
（複数回答可）と人数をそれぞれ算出した。 21 周りの人は自分が思うほどには気にしていない。
マインドフルネス
1 誰かが自分のことを悪く思ったとしても，その時間はすぐに流れ去っていく。
倫理的配慮 個人が特定されないこと，回
2 どんなに苦しくても時間は流れていく。時が解決してくれる。
3 逆らわずに流されよう。
答と提出は任意であり，回答あるいは提出
4 状況は水のように変化する。
を行わない場合も授業の単位取得や学業成
5 苦しい時間は案外すぐに終わる。もう少しで終わる。
6 落ち着いてもう一度自分の周囲を見渡してみよう。
績に不利益が生じることは一切ないことを
7 冷静になって，自分の心を見つめてみよう。
8 どんなに難しい問題も，自分がそう思い込んでいるに過ぎない。
明示し，同意を得た。
9 そんなことを考えても仕方がない。
10 なるようにしかならない。
結果
11 後悔しないように今を生きるだけ。
Table 1 に記述内容の分類結果を示した。 12 今をがんばろう。
13 楽しみが少なくてもそれを存分に味わおう。
「1. イメージの種類」と「2. イメージに用
いる五感」において，複数回答した群とそうでない群について，Fisher の直接法によるク
ロス集計を実施した結果，有意差が認められた（p<.001）。複数の種類のコンパッション
イメージを用いる者は，複数種類の五感を用いることが示された。Table 2 にセルフコンパ
ッションに関するイメージから連想するメッセージの記述内容を示した。
考察
本研究によって，青年期における大学生は，自然に関する視覚的なイメージを用いて，
セルフコンパッションを高めている者が多いことが示された。また，本研究において，青
年期の大学生がセルフコンパッションを高めるためにさまざまなメッセージを用いている
ことが明らかにされた。今後は，自己批判の強い青年において，これらのメッセージを自
己教示のように用いることがウェルビーイングに及ぼす影響を検討することが望まれる。
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ギフティッド児を支援する団体の支援概要について
ー社会サポートの面からー
岸本恭子
(ソフトバンク株式会社)
Supports of the Japanese gifted children
-From the point of social supportsKyoko Kishimoto
(Softbank)
問題と目的
本研究は,日本における特出した能力を持つ児童やギフティッド児（以下総称しギフティ
ッド児と記載）への支援団体が,子供達にどのようなサポートをしているのか検討するもの
である。
近年,ギフティッド児,IQ 等一部領域で特出した能力を持つ子供たちへの支援が進んでい
る。諸外国と異なり日本には公式に統一した才能教育は行われていないものの,第 3 期科学
技術基本計画に基づく科学分野での国の施策や,民間団体による支援等様々な組織がギフ
ティッド児のサポートに取り組んでいる。これらは子供達にどのような影響を与えている
か社会サポートの点で考察するものである。
方法
概要：国内のギフティッド・才能教育支援団体 9 箇所のリサーチ。
調査時期：2020 年 7-10 月
調査内容：公式ホームページ,文献を基にした調査
①団体概要②対象者/選抜方法③支援・取り組み内容
団体名：孫正義育英財団/未踏ジュニア/ROCKET/日本ギフティッド協会/高 IQ 者支援機構/
ジュニアドクター育成塾/スーパーサイエンスハイスクール・スーパーイングリッシュラン
ゲージハイスクール/JAPAN MENSA/Gifted ouentai
➂の取り組み内容に関して以下 4 つの社会サポートの観点で分類した。
道具的サポート：形のある物やサービスの提供
情報的サポート：問題の解決に必要なアドバイスや情報の提供
情緒的サポート：共感や愛情の提供
評価的サポート：肯定的な評価の提供
また細分化し、以下 7 つの分類で支援内容を判断した。
道具的サポート：(1)金銭的なサポート(2)物品やサービスの提供
情報的サポート：(3)児童取り組みへのコーチング(4)授業や研修の提供
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情緒的サポート：(5)専門家による心理サポート(6)仲間との交流機会
評価的サポート：(7)児童の取り組みのフィードバックの機会
結果と考察
4 つの社会サポートは広く充実しているが、特に仲間との交流機会の提供,児童の取り組
みのフィードバックの機会のサポートが広く実施されていることが明らかになった。多く
の団体で成果発表会や研究発表会の機会が設けられ子供達の活動に焦点が当てられていた。
これらの支援によってギフティッド児に対して次の 3 つの効果が期待されることが示唆さ
れる。
1 つ目はギフティッド児の心理的安全性の獲得である。似た性質や同じような特出した能
力を持つ同世代との交流は安心感を与えてくれると示唆する。
2 つ目はギフティッド児同士の情報交換の促進である。
3 つ目はイノベーションの可能性の拡大である。児童同士の意見交流やワークショップの
実施はシナジーを生む効果が期待される。取り組みへのフィードバックも充実し活動進度
がクイックになり活動経験が豊かになる。ギフティッド児の心理的安全性を担保し、社会
で活動していくためのコミュニティになっている。
一方で,情緒的支援の中の 1 つ,「専門家の個別心理サポート」の支援は行われていなか
った。ギフティッド児の活動への支援は盛んであるが、ギフティッド児内面への直接的な
支援は現状進んでいないことがわかる。
彼ら独自の悩みやストレスを解決するためにも理学,医学をベースとしたアプローチは必
須であろう。これらを実現するためには日本国内でのギフティッド児への調査とそれらを
共有する場が必要であると考える。
表 1:9 つの団体の社会サポート分類
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青年期から成人期にわたる親の老いの認知と
アイデンティティの感覚の相互関係
池田幸恭 1
（1 和洋女子大学）
The Reciprocal Relationship Between Awareness of Aging in One's Parents and Sense of Identity:
Adolescence to Early Adulthood
Yukitaka IKEDA1
(1Wayo Women’s University)
問題と目的
現代日本で少子高齢社会が進行する中、生涯における親子関係の重要性が高まっている。
青年期以降も親との関係が継続する中で、子は親の老いを認知し向き合う必要が生じる。
池田(2017)は「親の老いの認知」を“親は年をとったと思うこと”としてとらえ、青年
期から成人期にわたる父親と母親との関係の双方で「親の老いの否定的認知」と「親の老
いの肯定的認知」を抽出し、親の老いに対する態度との関連を検討している。Ikeda(2019)
は、20 代から 30 代において親の老いの否定的認知が小さく、親の老いの肯定的認知が大
きいほど、アイデンティティの感覚は確かであるという傾向を報告している。
本研究の目的は、青年期から成人期にわたる親の老いの認知とアイデンティティの感覚
の相互関係を明らかにすることである。親の老いを認知することが親子関係に変化をもた
らし、アイデンティティの感覚を促すと予想した。青年期から成人期への移行をとらえる
ために 20 代から 30 代までに、web 調査による 3 時点の縦断的検討を行う。
方法
調査回答者 3 回すべての調査へ協力が得られた 459 名(男性 232 名、女性 227 名)の回答を
分析した。1 回目の調査は、Ikeda(2019)と同一の回答者である。
調査時期および手続き 2018 年 5 月、2019 年 2 月、2019 年 11 月の 3 時点で、インターネ
ット調査会社(株式会社クロス・マーケティング)を通じて web 調査を行った。DQS 項目(三
浦・小林, 2016)を参考にした項目を設定し、誤答を示した回答者を除外することで質問文
を精読しない問題へ対応した。
調査内容 父親と母親それぞれの関係について、池田(2017)に基づいて選定した親の老い
の認知を尋ねる 12 項目(1 回目は 1 年間、2 回目と 3 回目は 9 か月間の「親の老いの否定的
認知」と「親の老いの肯定的認知」)、ならびにアイデンティティ段階解決尺度(Identity Stage
Resolution Index; ISRI)6 項目(コテ, 2015)へ 5 件法(「全くあてはまらない」から「非常にあ
てはまる」)で回答を求めた。親との関係良好度へ 5 件法(「良い」から「悪い」)、親との
健康状態について複数選択(通院している、入院している、認知症の診断を医師から受けて
いる、わたしが介護している、わたし以外の家族が介護している、介護サービスを利用し
ている、その他、特にあてはまる項目はない)で質問した。職業、親の年代、生活状況に加
えて、3 回目の調査では調査期間中の親子関係に影響した出来事も尋ねた。
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結果と考察
回答を分析した 3 時点における各得点の α 係数は、「親の老いの否定的認知」が父親で
α=.80 to .82、母親で α=.81 to .84、「親の老いの肯定的認知」が父親で α=.69 to .74、母親で
α=.67 to .73、「ISRI」が α=.86 to .89 であり、一定水準の信頼性が得られた。
各得点について性別と調査時期を要因とした分散分析を行った結果、父親と母親の双方
で老いの否定的認知は男性が女性より得点が大きかった(順に F(1. 457)=5.04, 4.95. p<.05)。
父親の老いの肯定的認知に交互作用がみられ(F(2. 456)=3.99. p<.05)、調査 1 回目は男性が
女性より得点が大きく、男性では調査 1 回目が調査 2 回目より得点が大きかった。
1 回目の回答者の年齢、親との関係良好度、親の健康状態(「特にあてはまる項目はない」
は 0、それ以外の選択は 1)からの影響を想定した交差遅延モデルを用いて、父親と母親そ
れぞれで性別(男性・女性)による多母集団同時分析によって親の老いの認知と ISRI の相互
関係を検討した(Figure 1)。分析の結果、女性のみ年齢で、父親の老いの否定的認知と肯定
的認知、母親の老いの肯定的認知との正の関連がみられた。親との関係良好度は、男女共
に母親の老いの否定的認知と負の関連、親の老いの肯定的認知ならびに ISRI と正の関連が
みられた。親の健康状態に懸念があると、男性でのみ父親の老い、男女共に母親の老いを
否定的に認知する傾向が示された。アイデンティティの感覚が確かであるほど父親の老い
に対して、女性では否定的認知が低減し、男性では肯定的認知が促進されることが指摘で
きる。また男性では母親の老いの否定的認知がアイデンティティの感覚を低減するがアイ
デンティティの感覚によって母親の老いの肯定的認知が促進され、女性では母親の老いの
肯定的認知によってアイデンティティの感覚が促進されることが示唆された。青年期から
成人期への移行においてアイデンティティの感覚が確かであるほど、親の老いを否定的に
とらえるのではなく、老いの肯定的側面に気がつきやすい可能性があることも考えられた。

Figure 1 親の老いの認知と ISRI の交差遅延効果モデル(実線は正の関連、破線は負の関連を示
す。男女いずれでも有意でなかったパスと同じ変数間のパスの偏回帰係数の値は省略した。)
本研究は JPSP 科研費 JP17K13920 の助成を受けたものです。
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自己統制葛藤場面における後悔感情が
行動の改善意識に及ぼす心理的影響
鍋田奈々1・齊藤誠一 2・沢宮容子 3
（1 筑波大学大学院人間総合科学研究科・2 神戸大学大学院人間発達環境学研究科・3 筑波大
学人間系）
Psychological effects of regrets on attitudes toward behavioral improvement
in self-control conflict situation
Nana NABETA1, Seiichi SAITO2, Yoko SAWAMIYA1
(1Graduate School of Comprehensive Human Sciences, Tsukuba University 2 Graduate School of
Human Development and Environment, Kobe University 3Faculty of Human Sciences, Tsukuba
University)
問題と目的
後悔は，行動の後に振り返ったときに生じる経験後悔と行動の前に予期される予期的後
悔の二つがある（Zeelenberg & Pieters, 2006）。経験後悔は長期記憶に貯蔵され，未来の類
似 状 況 に お い て 予 期 的 後悔 に 影 響し ， さ ら に 予 期 的 後 悔 は行 動 の 選択 に 影 響 す る
（e.g.,Roese, 2005; 戸田, 1992; Zeelenberg & Pieters, 2006）。また，経験後悔は自己統制を妨
害する一方，予期的後悔は自己統制を促すことが示されている（山岡・唐沢，2006）。こ
れまで先行研究では，予期的後悔と経験後悔のそれぞれが自己統制に及ぼす影響について
は明らかにされているが，両者の交互作用を踏まえて自己統制を検討した研究は見られな
い。したがって本研究では，自己統制葛藤場面における失敗経験がある大学生の予期的後
悔と自己統制との関連において，経験後悔が調整効果を持つかどうかを検討することを目
的とした。
方法
調査対象
大学生 128 名を対象とし質問紙調査を行った。山岡・唐沢（2006），後藤・楠見（2014）
を参考に「やるべき提出物があるにもかかわらず，遊んだり，動画をみたり，提出物に関
係のない誘惑的なことに時間を使った」という出来事について失敗経験がない者 9 名を除
き，失敗経験があると回答した大学生 119 名（男性 51 名，女性 68 名，平均年齢 20.78 歳，
SD = 1.67）を分析対象とした。
調査内容
経験後悔 自己統制葛藤場面における失敗経験において生じる経験後悔について，上市
・通谷（2012）の当時の後悔（4 項目）について 4 件法で回答を求めた。
予期的後悔 近い将来において自己統制葛藤場面における失敗を想像した時の予期的
後悔について尋ねるために，当時の後悔（上市・通谷，2012）を参考に作成した。「提出
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物に関係のない誘惑的なことを優先したことを後悔すると思う」などの 4 項目について 5
件法で回答を求めた。
行動の改善意識 将来類似した状況に遭遇した際に，今度は誘惑よりも提出物を優先し
ようとする，すなわち自己統制行動を選択するかどうかについて尋ねるために山岡・唐沢
（2006）を参考に作成した。「また同じ状況に遭遇したら提出物に関係のない誘惑的なこ
とよりもやるべき提出物を優先すると思う」などの 2 項目について 5 件法で回答を求めた。
結果と考察
各尺度間の相関関係
各尺度間の相関関係については，経験後悔は予期的後悔と強い正の相関（r=.72, p＜.001），
予期的後悔は行動の改善意識と弱い正の相関（r=.20, p＜.05）が認められた。また経験後悔
と行動の改善意識は有意な相関は認められなかった（r=–.05, ns）。
予期的後悔と自己統制との関連における経験後悔の調整効果
経験後悔，予期的後悔を説明変数，行動の改善意識を目的変数とする階層的重回帰分析
を行った（Table1）。まず第 1 ステップで，経験後悔，予期的後悔を投入した。続いて第
2 ステップで経験後悔と予期的後悔の交互作用項を投入した。なお，投入変数間に強い相
関がみられたことから，多重共線性の診断を行った結果，全ての変数において VIF＜2.37
であったため，多重共線性は認められないと判断された。分析の結果，第 2 ステップで決
定係数の増分が有意であったため，単純傾斜分析を行った（Figure1）。その結果，予期的
後悔が低い場合は，経験後悔の程度は行動の改善意識に影響を及ぼさないが（b=–.09,
β=–.12, ns），予期的後悔が高い場合には，経験後悔が影響を及ぼしていた（b=–.35, β=–.49,
p＜.001）。
したがって，予期的後悔が高い人のうち，経験後悔が低い人は高い人よりも，行動の改
善意識が高くなることが明らかになった。つまり，過去の失敗にとらわれすぎないといっ
た経験後悔が低い人ほど，提出物に関係のないことを優先すると将来また後悔するかもし
れないといった予期的後悔が高い場合において，行動の改善意識が高まることが示された。
以上のことから，先行研究（e.g., Roese, 1994; Zeelenberg, 1999）で主張されてきたように，
経験後悔と予期的後悔の交互作用を検討する重要性について示唆する結果が得られた。今
後の課題として，行動の改善について自己評定だけでなく，観察法など他者評定によって
測定することで，本研究の結果の頑健性について検討していく必要があるだろう。
Table1 行動の改善を目的変数とした
階層的重回帰分析結果
Step2
Step1
***
**
-.40
-.30
経験後悔
.48 **
.38 *
予期的後悔
経験後悔×予期的後悔
R2

-.20
.12

**

.15

*
***

.03 *
ΔR2
注）表中上段の数値は標準回帰係数である。
* p ＜.05

** p ＜.01 *** p ＜.001
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恋愛様相モデルによる
異性友人関係・恋愛関係・夫婦関係の比較
髙坂康雅 1
（1 和光大学）
Comparison of Opposite-Sex Friendship, Romantic Relationship, and Marital Relationship
From the perspective of the Aspect Model of Romantic Relationship
Yasumasa KOSAKA1
(1Wako University)
問題と目的
恋愛関係は，異性友人関係や夫婦関係とはどのように異なるのであろうか。髙坂(2016)
では，恋愛関係は夫婦関係とは社会的責任の有無が異なるとし，髙坂(2010)では恋愛関係
と異性友人関係は相手に対する期待が異なることを明らかにしている。金政・大坊(2003)
では，恋人は異性友人よりも Sternberg(1986)の愛情の 3 要素全てが高いことを明らかにし
ている。このようにこれまでにも，恋愛関係と異性友人関係，夫婦関係との違いを明らか
に使用した研究は多くみられている。
本研究では髙坂(2011)が提唱した恋愛様相モデルの観点から異性友人関係，恋愛関係，
夫婦関係の比較を行うことを目的とする。その際，恋愛様相と関係満足度や親密度との関
連についてもあわせて検討することとする。
方法
調査対象者 20 歳から 34 歳までで，結婚している者 119 名(男性 44 名，女性 75 名；平均
年齢 29.5 歳，SD3.2 歳)，恋人がいる者 104 名(男性 35 名，女性 69 名；平均年齢 26.8 歳，
SD3.8 歳)，恋人がおらず異性の友人がいる者 96 名(男性 32 名，女性 64 名；平均年齢 25.9
歳，SD4.5 歳)を調査対象者とした。
調査内容 恋愛様相尺度：髙坂(2011)の恋愛様相モデルをもとに髙坂・小塩(2015)が作成し
た恋愛様相尺度を使用した。「絶対性―相対性」「開放性―所有性」「飛躍性―埋没性」
の 3 下位尺度 14 項目について，6 件法で回答を求めた。
関係満足度：髙坂・小塩(2015)で使用されている恋愛関係満足度項目 8 項目を使用した。
親密度：親密度を測定するために 4 項目を独自に作成して，使用した。
調査時期・方法 本調査は 2020 年 9 月にアイブリッジ株式会社のインターネットリサーチ
事業「Freeasy」のモニターを対象にインターネットでの調査を行った。
結果と考察
関係性による恋愛様相の比較 異性友人関係，恋愛関係，夫婦関係における恋愛様相の 3
次元の比較を行うため，恋愛様相尺度 3 得点について関係性(3)×性(2)の 2 要因分散分析を
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行った(Table 1, Figure 1)。その結果，「絶対性」得点と「開放性」得点において関係性の
効果が有意であり，いずれの得点においても交互作用や性の効果は有意ではなかった。多
重比較(Tukey 法)の結果，「絶対性」得点では異性友人関係や恋愛関係よりも夫婦関係の方
が得点が高かった。「開放性」得点では恋愛関係よりも夫婦関係の方が得点が高かった。
関係性による恋愛様相と関係満足度・親密度との関連 各関係性における恋愛様相と関係
満足度・親密度との関連を検討するため，恋愛様相尺度 3 得点を独立変数，関係満足度と
親密度を従属変数としたパスモデルを作成し，多母集団同時分析を行った。3 つの関係性
のいずれにおいても有意ではないパスを削除しながら分析を繰り返し行い，すべてのパス
がいずれかの関係性において有意となっているモデルを採用した(GFI=.982，AGFI=.864，
CFI=.988，RMSEA=.069)。いずれにおいても「絶対性」得点は関係満足度及び親密度に対
して有意な正のパスを示したが，パス係数は異性友人関係よりも恋愛関係・夫婦関係の方
が有意に高かった。また恋愛関係において「開放性」得点が親密度に正のパスを示してお
り，パス係数は異性友人関係よりも有意に高かった。異性友人関係では「飛躍性」得点が
親密度に正のパスを示し，パス係数は恋愛関係よりも有意に高かった。
このように，恋愛関係は夫婦関係と比べて絶対性や開放性で低く，恋愛様相の 3 次元に
おいては異性友人関係と大きな違いはみられないが，絶対性と関係満足度・親密度との関
連は異性友人関係よりも強く，夫婦関係と同程度であることが示された。ここから，恋愛
関係は恋―愛という次元では異性友人関係に近く，関係満足度・親密度との関連では夫婦
関係に近い関係性であることが示唆された
Table 1 恋愛様相尺度 3 下位尺度得点の 2 要因分散分析結果
異性友人関係
「相対性―絶対性」得点
4.28(0.84)
男性
4.14(0.99)
女性
「所有性―開放性」得点
4.13(0.79)
男性
4.29(0.69)
女性
「埋没性―飛躍性」得点
4.18(0.72)
男性
4.38(0.75)
女性
** p <.01, * p <.05

関係性
(2, 313)

性
(1, 313)

交互作用
(2, 313)

恋愛関係

夫婦関係

4.21(1.19)
4.26(1.09)

4.75(0.89)
4.47(0.99)

5.05**
1.05
友人・恋愛＜夫婦

0.61

3.93(1.00)
4.06(0.78)

4.36(0.72)
4.26(0.75)

4.29*

0.49
恋愛＜夫婦

0.90

4.06(0.80)
4.33(0.81)

4.34(0.77)
4.26(0.78)

0.44

2.01

1.45

Table 2 恋愛様相尺度 3 下位尺度得点と関係満足度・親密度との関連

「相対性―絶対性」得点
「所有性―開放性」得点
「埋没性―飛躍性」得点
*** p <.001, ** p <.01, * p <.05

異性友人関係
恋愛関係
夫婦関係
満足度
親密度
満足度
親密度
満足度
親密度
.37*
.32***
.69***
.66***
.70***
.67***
-.12
.10*
-.03
―
―
―
.22**
-.04
.05
―
―
―
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成人の友人関係と精神的健康，パーソナリティの関連
本田周二 1
（1 大妻女子大学）
The relation between adult friendships, mental health and personality
Shuji HONDA1
(1Otsuma Women’s University)
問題と目的
友人関係は，個人の身体的・精神的健康や成長にとって重要な対人関係の一様式である。
論文検索サイト CiNii で友人関係に関する心理学的研究を検索すると 281 件の論文がヒッ
トし，これらの研究を概観すると，友人関係は悩みの種にもなりうるが，ソーシャルサポ
ート源の一つであり，ストレスの緩衝効果として重要な役割を果たしていることが明らか
となっている。しかし，研究対象者を分類したところ，大学生が 134 件と最も多く，次に
中学生，高校生，小学生と続き，成人については 11 件しか扱われていない。つまり，従
来の友人関係に関する研究は児童や青年を対象としたものが多く，上の世代については一
部，高齢者を対象にした研究（例えば，丹野, 2010 など）や世代による違いを検証した研
究（例えば，Chan & Cheng(2004)，本田（2018,2019）など）を除き，ほぼ見られない。
それでは，成人にとって友人関係の重要性は低下するのであろうか。本研究では，ソー
シャルサポート源としての重要性という観点で成人の方が高まる可能性に着目する。平成
30 年労働安全衛生調査によると，ストレスを相談できる相手として「家族・友人」の割合
が 79.6%と最も高いことが明らかとなっている。また，平成 30 年の自殺の状況（厚生労
働省）を見ると，10 代の割合が 5.3%であるのに対し，20 代以降は 17%以上であり，特に
50 代では 22.3%と最も高くなっている。そして，その原因の多くは，勤務問題や健康問題，
家庭問題などのストレスによるものである。このように，成人のストレスは深刻なもので
あり，そのストレスを低減するサポート源として友人関係は重要であると考えられる。従
来，成人は友人よりも恋愛相手や配偶者といった別の関係性によるサポートが期待されて
きた。しかし，内閣府の調査によると，日本人の未婚率は上昇し続けており，平成 27 年
の段階で，30 代の 3，4 人に 1 名は未婚という状況であり，別の関係性からのサポートを
受けることのできない人々が一定層いることが考えられる。以上のように，現代の日本に
おいては，成人の友人関係の重要性が高まっている可能性がある。
そこで，本研究では，成人の友人関係に焦点をあて，友人の数や友人に期待すること，
精神的健康，パーソナリティの関連について検討する。
方法
調査対象者
調査対象者は 30 歳以上 70 歳未満の男女 800 名（男性 400 名，女性 400 名）であった
（M=49.43，SD=11.09）。30 代～60 代まで男女 100 名ずつの調査対象者であった。サン
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プルは，クロスマーケティング社の有するパネルを利用し，WEB 上にて参加者を募った。
調査時期
2019 年 2 月 17 日，2 月 18 日の 2 日間にインターネット上で実施した。なお，データ品
質の劣化を防ぐため，調査項目にダミー項目を加え，矛盾していたアンケート回答者は排
除できるようにした。
調査内容
【友人関係に関する質問】1）友人の有無・数，2）友人の数に対する考え，3）友人の中
でそこまで仲が良くないけれども付き合っている友人の割合（以下，建前友人割合），4）
友人への期待，5）他の関係性との違い，についてたずねた。
【自分自身に対する考え方に関する質問】1）対人的疎外感（杉浦, 2000：20 項目 5 件法），
2）TPI-J（小塩ら, 2012：10 項目 7 件法），3）心理的 well-being（西田, 2000）のうち，
人生における目的（8 項目，6 件法），自己受容（7 項目 6 件法），についてたずねた。
【フェイスシート】デモグラフィック変数として 1）性別，2）年齢，3）住居地域，4）結
婚の有無，5）子どもの有無，6）職業についてたずねた。
結果・考察
性別や年代による友人の有無・建前友人の割合
性別や年代によって友人の有無が異なるかどうかについて χ2 検定を行ったところ，男性
30 代，40 代は友人がいない傾向にあり，女性 30 代は友人がいる方に偏っていた。性別に
よって友人の有無と年代の関連が異なることが明らかとなった。建前友人の割合の平均は
1.84（SD=2.65）であり，性別や年代による違いは見られなかった。
友人の有無や婚姻状況による精神的健康の違い
友人の有無と婚姻状況を独立変数，対人的疎外感，心理的 well-being（人生における目
的，自己受容）を従属変数とした 2 要因参加者間分散分析を行った。その結果，友人の有
無に関して，対人的疎外感（F(1,796)=48.93, p<.01），人生における目的（F(1,796)=7.53,
p<.01），自己受容（F(1,796)=10.84, p<.01）すべてにおいて主効果が有意であった。対
人的疎外感は，友人がいる人（M=2.50, SD=0.68）よりもいない人（M=2.97, SD=0.63）
の方が，人生における目的は，友人がいる人（M=3.45, SD=0.89）の方がいない人（M=3.18,
SD=0.86）よりも，自己受容は，友人がいる人（M=3.94, SD=1.00）の方がいない人（M=3.58,
SD=0.97）よりも有意に高かった。婚姻状況に関して，対人的疎外感（ F(1,796)=13.29,
p<.01），自己受容（F(1,796)=14.88, p<.01）において主効果が有意であった。対人的疎
外感は，既婚（M=2.49, SD=0.69）よりも未婚（M=2.76, SD=0.67）の方が，自己受容は，
既婚（M=4.00, SD=0.95）の方が未婚（M=3.61, SD=1.06）よりも有意に高かった。さら
に，友人数に関する考えと対人的疎外感，人生における目的，自己受容の関連を相関分析
により検討したところ，友人の数と対人的疎外感（ r=-.23, p<.01），人生における目的
（r=.25, p<.01），自己受容（r=2.4, p<.01）の間に関連が認められた。
友人が実際にいることや結婚しているかどうかは当人の精神的健康に関連が見られるこ
と，さらに，友人の数が多いと思っているほど，対人的疎外感が低く，人生における目的
や自己受容が高かったことから，従来あまり注目されてこなかった，成人以降においても
友人関係が当人に重要な影響を与えている可能性が示唆された。
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教員養成課程の学生の進路決定過程における
アイデンティティ様態とその推移
－教育実習に注目して－
上岸 光太
（広島大学院人間社会科学研究科）
Identity of students on teacher training courses in the career decision process
― With attention to teaching practice ―
Kota Jogan
(Hiroshima University Graduate School of Humanities and Social sciences)
問題と目的
Erikson (1959) がアイデンティティを青年期の発達課題として挙げて以降，多くのアイ
デンティティ研究がなされてきた。中でも Marcia (1964) が設定したアイデンティティ・ス
テイタスは，危機 (crisis) とコミットメント (commitment) を指標としてアイデンティティ
の達成状況を測定し，4 つのステイタスに類型化するもので，その後のアイデンティティ
研究の基礎となった。Erikson のアイデンティティ論の中では，青年は役割実験の中で複数
の自己を有することとなるが，やがて複数の自己に対して葛藤を抱き，統合へと向かうと
されている。しかし，浅野 (1999) は，現代青年が役割ごとに異なる自己に葛藤を抱かず，
「どれもが自分らしい」とする姿を報告している。木谷・岡本 (2018) は，大学生の中に
「自己拡散群」「多元群」「一元群」を見出した。さらにそれぞれの群の自己及び周囲と
の関係性について質的な検討を行い，「多元群」の特徴として自己は「社会的要請に合わ
せたもの」であり，「変化の楽しさ」を感じながら，「強く自己の統合を求めない」こと
を挙げている。
加藤 (1989) では，一般に就職活動の始まる大学 3 年次から卒業にかけて，アイデンテ
ィティ形成の強い圧力が見られるとしている。そのような強いアイデンティティ形成の圧
力を受けた場合にも多元的な自己を有する青年が「強く自己の統合を求めない」のかにつ
いては研究がなされていない。
また，近年精神疾患を理由に休職する教員が増加するなど，教員のメンタルヘルスに関
する関心が高まっている (文部科学省，2012)。「教職員のメンタルヘルス対策検討会議」
(2013) は，教員のメンタルヘルス不調の背景として，業務量の増加及び質の困難化や，成
果を実感しにくいなどの教職員業務の特徴を挙げている。山田・長谷川 (2010) は，この
ような教職員業務の困難さへの対処として，教員の職業アイデンティティの確立を挙げて
いる。岡本 (1984) では，危機とは「役割の試みと意思決定期間」と述べられており，教
員養成課程における教育実習は，主に大学 3 年次に行われ，危機的な側面の強い期間であ
ると考えられ，教員のアイデンティティ形成に大きな影響を与えると考えられる。
そこで本研究では，教員養成課程の学生が進路決定に至るまでの語りを質的に分析し，
①アイデンティティの様態，②大学入学時から進路決定までの様態の推移について，教育
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実習が教員養成課程の学生にとって危機体験として経験されるのかという視点から明らか
にすることを目的とする。ここでのアイデンティティ様態とは，Marcia (1964) の設定した
アイデンティティ・ステイタスの 4 類型に多元的アイデンティティを加えた 5 様態である。
方法
調査協力者 面接への参加に同意した教育学部の学部 4 年生 19 名 (男性 14 名，女性 5 名)。
手続き 40 分から 1 時間 20 分程度の半構造化面接を行った。
面接内容 岡本 (1984) を参考に，協力者のアイデンティティ・ステイタスを捉えること
ができるよう注意しながら，①教員養成課程への進学理由，②大学入学後 (教育実習まで)
の教員志望の揺らぎ，③周囲との関係性，④教育実習体験を中心とする 3 年次の変化，⑤
進路決定の 5 点について質問した。
分析方法 岡本 (1984) の Marcia 法「同一性ステイタス評定手引き」と，木谷・岡本 (2018)
で述べられている多元的アイデンティティの特徴を参考に，入学前・入学後・実習後のそ
れぞれの時期のコミットメントを明確にした評定表を作成し，各参加者のアイデンティテ
ィ様態を評定し比較した。
結果
設定した 3 つの時期での各様態の分布
①大学入学時，②大学入学後 (教育実習以前)，③教育実習後 (現在) の 3 つの時期につ
いて，それぞれのアイデンティティ様態への参加者の分布を Table 1 に示す。
Table 1
各様態への分布
入学時

入学後(実習前) 実習後 (現在)

達成型

4

1

10

モラトリアム型

1

6

2

早期完了型

8

4

4

拡散型

6

4

1

多元型

0

4

2

合計

19

19

19

入学時には高校までの学校段階で最も身近な働く大人である教員に抱いた憧れから，他
の選択肢を検討せずに進路決定するケースが多く，早期完了型の人数が最も多くなった。
しかし，入学後には多くの参加者が「教職に関する科目 (=教職科目)」で教職の実態を目
の当たりにし，うろたえた経験を語り，進路の再検討のきっかけとなっているなど，モラ
トリアム型が多く見られた。教育実習体験は多くの参加者にとって危機体験として経験さ
れ，実習を通して教員としてやっていく確信を得ている姿が見られた。また，実習によっ
て教員にならないことを決めて，実習後に就職活動などの活動を通して，他の進路へとコ
ミットしていく姿も語られており，実習後には達成型の人数が最も多くなった。
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Table 2
入学時達成型の推移
入学時

入学後

達成

実習後
1

達成

1
1
2

達成
1

モラトリアム

1

モラトリアム

多元

1

危機後拡散

Table 3
入学時モラトリアム型・早期完了型の推移
入学時

入学後

実習後
達成
4

1

モラトリアム

3
3

早期完了

モラトリアム

2

モラトリアム

早期完了

1

早期完了

1

危機前拡散

1

1

1

多元

多元

Table 4
入学時危機前拡散型の推移
入学時

入学後

実習後
達成
1

モラトリアム

1

モラトリアム

1
1

危機前拡散

2

早期完了

1

早期完了

2

危機前拡散

1

危機後拡散
1

多元
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1

入学時の各様態のその後の推移
入学時の段階での各様態の参加者がその後どのような推移を辿ったかについて，Table
2~4 に示す。なお，図中の矢印 (→) と数字はその推移をした人数を示す。
参加者のアイデンティティ様態の推移の特徴
①達成へと向かう推移 (N=9) 教員養成課程の中で危機を体験し，達成的な進路決定へと
至った者で，例として早期完了→モラトリアム→達成などの推移が含まれる。入学時には
漠然とイメージしていた教員像が，教職科目で語られる実際の姿によって再検討され，そ
の時には教員とそれ以外の進路とどちらにも決めきれないものの，実習を通して進路決定
とアイデンティティ形成に至る姿が最も多くの参加者で見られた。
②危機を経験しない推移 (N=4) 教育実習をはじめとする教員養成課程での経験が，危機
体験として経験されていない者で，例として危機前拡散→早期完了などの推移が含まれる。
教育実習については，自分が教員としてやっていくイメージを持ちながら行ったというよ
うな語りは見られず，「単位のため」「やらないといけないから」など，教員になること
を前提にやりすごしている姿が見られた。進路決定についても教員養成課程に入ったら教
員になるものだという前提を崩すことなく，そのまま決定がなされていた。
③多元型を含む推移 (N=5)
今回，入学時に多元型と評定された参加者が見られなかっ
た。入学後に「社会的要請に合わせて自己を変化させる」必要性を感じ多元的な自己を有
するに至っていた。しかし，3 名の参加者については教育実習が行われる 3 年次ごろを境
に自己を使い分けることをやめたと述べており，ここでも教育実習体験という危機体験が
自己の在り方の見直しにつながっていることが示された。
考察
教育実習体験とアイデンティティ 上に述べた推移のうち，①の推移については，Marcia
の理論とも一致しており，危機を経てコミットメントを獲得していくという定型のアイデ
ンティティ形成過程である。中でも教育実習体験がアイデンティティ形成に大きな影響を
与えると考えられる。一方，②の推移については，教員養成課程での諸経験は危機となっ
ていないにも関わらず職業へのコミットは行われている。①と②の推移の違いとして，教
育実習での経験が「役割の試み」としての危機体験となっているかが挙げられる。
多元的アイデンティティについて 本研究では教育実習以前に多元型と評定された参加者
が教育実習ごろを境に自己の在り方を見つめなおしていく姿も見られた。このことから，
多元的な自己を有する青年についても強いアイデンティティ形成の圧力によって自己を統
合しようとする可能性が示された。
今後の課題 本研究では，多元型の評定と他の 4 つのアイデンティティ様態の評定では，
職業領域と対人領域という異なる領域で評定がなされている可能性がある。多元的な自己
を有する青年について実証的にその特徴を示した研究は少なく，今後多元的な自己を有す
る青年の特徴について，様々な領域で研究を重ね，同領域での比較検討を可能にする必要
があると考えられる。
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現代青年の「いじり関係志向」に関する研究
－尺度作成の試み及び，山アラシ・ジレンマとの関連の検討－
小鳥萌子 1・小平英志 2・中谷素之 3
（1 名古屋大学大学院教育発達科学研究科・2 日本福祉大学・3 名古屋大学）
“Ijiri minded” on Japanese young moderns
: Scale development and relate to Mountain arse dilemma
Moeko ODORI1, Hideshi KODAIRA2, Motoyuki NAKAYA3
(1Graduate School of Nagoya University1, Nihon Fukushi University 2, Nagoya University3)
問題と目的
現代青年は友人と深く関わるのではなく，近すぎず，遠すぎない距離で関わろうとする
傾向にあることが指摘されている（藤井，2001）。このような友人関係は表面的であると
の否定的な捉え方も多いが，青年自身は関係のあり方に満足しており（辻，1990），彼ら
なりに心地良い関係を構築できているようでもある。近年，友人との付き合い方として注
目されているのが，相手の失敗や欠点を攻撃的に指摘し笑い合うというような，いじり－
いじられるというやりとり（いじり関係）である。いじり関係は，大多数の大学生にとっ
て身近なもので，円滑な関係を維持するための手段として好意的に受け入れているものの
（青砥，2015），実証的な研究はまだ進んでいない。
白井（2006）は，大学生の対人場面におけるやりとりと山アラシ・ジレンマとの関連に
ついてのモデルを提案している。ここでは，特に，「相手の悩みを茶化して，小話にする」
といったやりとりは，悩みを開示することによって程よく深い情報が提示されるが，踏み
込みすぎず表面的な内容で笑い合うものであり，適度な心理的距離を保つための方略であ
るという可能性が示唆されている。現代青年のいじり関係もまた近すぎず遠すぎない心理
的距離を維持するための有効な手段であることが予想される。
以上をふまえて本研究では，①青年期を対象とした，いじり関係を好み，そのような関
係を目指す傾向を測定する「いじり関係志向尺度」の作成，②山アラシ・ジレンマとの関
連を検討する。
方法
調査対象・手続き 東海地方の私立大学の学生 318 名（男性 141 名，女性 177 名，平均
年齢 18.66 歳，SD＝2.88（18 歳～58 歳））を対象に質問紙調査を行った。期間は 2019 年 6
月～7 月であった。調査開始前に，回答時の注意点とともに，収集したデータは研究以外
の目的で用いないこと，また調査の参加は任意であることを伝えた。参加者全員が回答を
終えた後，本研究の目的の概要を伝えた。
調査内容 質問紙は次の 5 つの尺度で構成した。①いじり関係志向予備項目（本研究で
作成）：心理学を専攻している大学生（n =5）を対象とした面接調査を基に作成した。い
じり－いじられ関係志向・いじり願望・いじられ願望の 3 つの下位尺度を想定し，各 12
項目の計 36 項目への回答を求めた。 ②攻撃的ユーモア志向尺度：上野（1993）が作成し
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た 8 項目 ③対人ストレスユーモア対処尺度（HCISS）：桾本・山崎（2012）が作成した
12 項目 ④友人関係満足度：現在の友人関係の満足度を尋ねる吉岡（2001）の 1 項目 ⑤山
アラシ・ジレンマのパターン尺度：藤井（2001）が作成した 38 項目（条件 2 項目，ジレン
マ 36 項目） 回答はいずれも 5 件法を用いた。
結果
分析データ 社会人経験がある 2 名（27 歳，58 歳），年齢・性別以外の回答がされてい
ない n =5，回答全体の標準偏差が 0.5 を下回ることを基準に，それに該当した n =13 のデー
タを除いた 298 件のデータを対象に分析を行った（男性 127 名，女性 171 名，平均年齢 18.7
歳，SD＝0.98）。
「いじり関係志向尺度」の因子分析，信頼性・妥当性検討 予備調査の結果に基づいて
作成した 36 項目の分布を確認した。その結果，4 項目で床効果が認められたため，以降の
分析はこれらの項目を除いて行った。
続いて，いじり－いじられ関係志向，いじり願望，いじられ願望の 3 因子構造が見られ
るか検証するために，確認的因子分析を実施した。まず，想定していた各 12 項目の場合で
分析したところ，十分な適合度が得られなかった。そこで，因子からの影響が.40 未満を基
準にして項目を除外したところ，各下位因子が 5 項目の場合に許容範囲の適合度が得られ
たため（χ2 =265.44, df = 81, p <.001,CFI= 0.93, RMSEA= 0.09），この結果を最終的な尺度項
目とした（付表参照）。続いて，3 つの下位尺度項目についてそれぞれ信頼性が認められ
るか検討を行ったところ，いじり－いじられ関係志向でα=.88，いじり願望でα=.85，い
じられ願望α=.87 であり，いずれも α =.85 以上の十分な信頼性があったため，各項目の合
計点を算出し下位尺度得点とした。次に，攻撃的ユーモア志向尺度，HCISS を外的基準と
した基準関連妥当性検討を行ったところ，r＝.26～.66 の正の相関係数が見られた。さらに，
偏相関分析を行った結果，いじり－いじられ関係志向得点は同程度の，いじり願望は攻撃
的ユーモア志向尺度得点と，いじられ願望は HCISS とより高い正の関連が見られたことか
ら，弁別的妥当性もあると考えられる。以上より，「いじり関係尺度」は一定の信頼性と
妥当性を備えた尺度であると判断された。
「いじり関係志向尺度」と「山アラシ・ジレンマ」との相関分析 まず，いじられ願望
と近づきたい条件（r =.08, p <.05），対他さみしさ回避（r =.14, p <.05）との間にそれぞれ
有意な正の相関係数が見られた。また，いじり願望と対他傷付き回避（r=-.15, p<.05），対
他さみしさ回避（r =.18, p <.05）との間に有意な負の相関係数が認められた。これら以外
の得点間で有意な相関係数は
.34*／.12†
認められなかった。
いじり願望
.73***／.36***
「山アラシ・ジレンマ」が
対自傷回避
-.26†／-.19**
「いじり関係志向」に与える
いじりいじられ
影響 山アラシ・ジレンマが
-.21 ／-.13†
対他傷回避
いじり関係志向にどのような
.27***／.52***
いじられ願望
.12 ／.09
影響を与えているのかについ
注）推定値の左が近づきたい低群、右が近づきたい高群
て明らかにするために，「近
***p <.001 **p <.01 *p <.05 p <.10
図1 近づきたいー近づきすぎたくないジレンマがいじり関係志向に及ぼす影響
づきたい条件項目」と「離れ
†
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たい条件項目」のそれぞれ得点の平均点で 2 群にわけ（近づきたい高群 n =232，近づきた
い低群 n =66，離れたい高群 n
.05／.17
いじり願望
=131，離れたい n =167），共
.43***／.53***
対自さみしさ回避
分散構造分析による多母集団
-.11／-.30*
同時分析を行った。適合度は，
いじりいじられ
-.13 ／-.07
近づきたい－近づきすぎたく
対他さみしさ回避
ないジレンマの場合で
.43***／.47***
いじられ願望
.24* ／.14
CFI=1.00， RMSEA=0.00，離
注）推定値の左が離れたい低群、右が離れたい高群
***p <.001 *p <.05
れたい－離れすぎたくないジ
図2 離れたい－離れすぎたくないジレンマがいじり関係志向に及ぼす影響
レンマの場合に CFI=1.00，
RMSEA=0.00 であった。結果は図 1，図 2 に示したとおりである。まず，図 1 より，近づ
きたいといった願望が低い場合に対自傷付き回避から正の効果が見られ（.34, p <.05），近
づきたい願望が高い場合にいじり願望に有意傾向ではあるが正の影響を与えていた（.12,
p <.10）。また，近づきたい願望が高い場合には対自傷付き回避からいじられ願望に有意
傾向の負の効果が認められた（-.13, p < .10）。さらに，近づきたい願望が低い場合に対他
傷付き回避はいじり願望に有意傾向ではあるが負の効果が見られ（-.26, p <.10），願望が
高い場合に対他傷付き回避からいじり願望に対して有意な負の効果が見られた（-.19, p
<.01）。続いて，図 2 より，離れたい願望が高いとき対他さみしさからいじられ願望に負
の効果が見られ（-.30, p <.05），一方，離れたい願望が低い場合には対他寂しさ回避は，
いじられ願望に正の影響を与えていた（.24, p<.05）
考察
いじり関係志向尺度の作成 本研究の第一の目的は，青年期のいじり関係を好みそのよ
うな関係を目指す傾向を測定する尺度を作成することであった。確認的因子分析を行った
結果，各下位因子 5 項目の場合に許容できる適合度が得られた。また，信頼性・妥当性検
討も十分な結果が得られた。これらよりいじり関係志向尺度は一定の信頼性を備えた尺度
であると考えられる。今後は，いじり関係志向の高群の者が，実際にいじり関係を維持す
る頻度が高いのか，その様子を映像などで記録し，この尺度が「いじり関係志向」という
概念を測定するのに適切かどうか判断するなどの新たな方法によって，尺度の信頼性・妥
当性について，更に慎重に検討を重ねることが求められるだろう。
いじり関係志向尺度と山アラシ・ジレンマとの関連 第 2 の目的として，現代青年が何
故，いじり関係を好みそのような関係を目指す傾向にあるのかについて，山アラシ・ジレ
ンマとの関連から検討を行った。相関分析と多母集団同時分析の結果から，近づきたい－
傷つけ合うことを避けたいので近づき過ぎたくない，離れたい－寂しい思いをし合いたく
ないので離れすぎたくないといったジレンマが強く関連しているのではなく，各条件が影
響を与えていることが明らかになった。以下では，いじり願望，いじられ願望ついてそれ
ぞれ考察を行った。まず，いじり願望は以下のような特徴があると考えられる。近づきた
い願望が低い場合にも高い場合にも自分の傷付きを回避しようとする傾向があるとき，い
じり願望に正の効果が見られた。このことから，相手に近づきたいといった願望の有無に
関わらず，「いじり」は自分が傷付くことを避けるために効果的な付き合い方であるため
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好まれると考えられる。また，対自傷付き回避といじり願望との間に負の相関係数が見ら
れたことや，近づきたい願望の高低にかかわらず対他傷付き回避からいじり願望に負の効
果が見られた。これらの結果より，相手に近づきたいといった願望の有無にかかわらず，
故意に相手に傷付きや怒り，痛みを与えるようなやりとりは積極的に好まれない傾向にあ
ることが推察される。さらに，離れたいといった願望が高い場合に対他さみしさ回避から
いじり願望に負の効果が見られた。相手の欠点や失敗を攻撃的に指摘するといった要素が
含まれる「いじり」は，怒りや悲しみ，痛みといったネガティブな効果を与える可能性が
高い。相手の傷付きに敏感な現代青年はこのような事態を避けるため，相手との距離を遠
く取りたい場合でも，寂しい思いをさせることがないように，「いじる」といったやりと
りを志向しない傾向にあるのではないだろうか。
続いて，いじられ願望には次のような特徴があると考えられる。近づきたい条件が高い
場合に対自傷付き回避からいじられ願望に負の効果が見られたことから，相手との心理的
距離を近くしたいと願うときでも，相手から失敗や欠点を笑われるようなやりとりは望ま
ず，極力避けたいと思っていることが予想される。また，いじられ願望と対他寂しさ回避
に正の相関係数があり，さらに離れたい願望が低いときに，対他寂しさ回避からいじられ
願望に正の効果が見られた。相手と離れることなく，相手に寂しい思いをさせないといっ
た条件が満たされるため，自分の失敗・欠点を攻撃的に指摘し笑われると言ったやりとり
は好意的に受け入れる傾向があることが考えられる。
付表 いじり関係志向尺度の確認的因子分析結果（標準化推定値）
F1

F2

F3

F1 いじりーいじられ関係志向

A21 お互いに、少し傷つけあうような発言を楽しめる関係が理想である

.77

A22 相手の失敗や欠点を面白おかしいネタにして、笑い合える関係が望ましい

.80

A30 相手が気にしていることを面白おかしくいじり合える関係が理想である

.71

A32 お互いに嫌みを言い合える関係は心地よい

.72

A34 お互いの劣っている点をけなしあって笑うやりとりが好きだ

.84

F2 いじり願望

A1

相手の弱点を指摘してからかいたい

.74

A7

相手が困るような要求をして反応を見るのが好きだ

.66

A8

相手からいじられるよりも、相手をいじることが好きだ

.59

A23 相手の失敗をネタにして笑うことが好きだ

.82

A27 相手の弱点を面白おかしくからかうことが好きだ

.84

F3 いじられ願望
自分の欠点について変に気を遣われるよりも、いじられた方が気楽である

.72

A13 自分の欠点について、気を遣うのではなく、むしろ面白おかしくいじってほしい

.83

A15 何か失敗をしたときに、相手にそれを面白おかしくいじられることが好きだ

.83

A18 自分が何か失敗したときは、それをネタにして笑ってほしい

.77

A33 相手に少し馬鹿にされるぐらいが丁度よい

.67

A3

因子間相関

F1

F2

F3

F1

―

.78

.69

―

.44

F2
F3

―
n = 298
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大学生の進路選択と時間的展望
－2019～2020 年の縦断調査にもとづく検討－
都筑 学
（中央大学文学部）
Relation between career choice and time perspective in undergraduate student
Manabu Tsuzuki
(Chuo University, Faculty of Letters)
問題と目的
大学卒業時における進路選択は、青年にとって 2 つの発達的な意味をもっている。
一つは、小中高校時代の進路選択が進学する学校の選択という側面が強かったのに対し
て、大学時代の進路選択においては、生き方の選択が問われる側面が強いからである。大
学生は、就職活動を通じて、自分の適性や個性と将来の仕事との関係を考え、自分の人生
について思いを巡らせることになる。
もう一つは、大学時代の進路選択が、これまでの小中学校・高校までの進路選択にもと
づいた「最後の進路選択」になるからである。もちろん、その後の人生においても、転職
や離職などのように、さまざまな人生の岐路が存在しうる。だが、そうした人生の岐路は、
大学卒業時の進路選択の上に成り立つものであり、「最後の進路選択」が人生に与える影
響は大きいといえる。
都筑（2007）は、1994～1996 年度に入学した 3 コホートの大学生のべ 514 人を対象に、
1997～1999 年に 3 回の縦断調査を実施し、進路選択と時間的展望との関係を検討した（『大
学生の進路選択と時間的展望』ナカニシヤ出版）。その結果、希望進路が定まっていく過
程、進路選択の準備活動と進路決定との関係、進路決定の有無が時間的展望に及ぼす影響
などに関する知見が明らかにされた。他方で、縦断データ数の少なさ（各コホート 37、50、
73 人）や調査時期の特殊性（「失われた 10 年」と呼ばれるようになった就職氷河期の真
っただ中での調査）という問題点が含まれていた。
以上のような問題意識にもとづいて、報告者は、都筑（2007）の結果と比較可能であり、
なおかつ得られた知見の一般化可能性を高めるために、以下のような研究デザインを計画
した。大学 3 年生の秋から大学卒業後の春まで、半年ごとに 4 回の縦断調査をおこなう。
インターネットリサーチ会社を通じて、全国からできるだけ多くの調査対象者を集めて、
縦断調査を実施する。
本研究は、第 1 回と第 2 回の調査結果を報告し、進路選択と時間的展望との関係を検討
したものである。
方
法
調査手続と調査対象者 インターネットリサーチ会社（イデアラボ）に調査を委託し、
大学 3 年生をサンプリングした。第 1 回目の調査は、2019 年 11 月に実施し、861 名（男子
213 名、女子 648 名）か ら回答を得た。第 2 回目の調査は、2020 年 5 月に実施し、303
名（男子 65 名、女子 238 名）から回答を得た。
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調査内容 ①進路希望、②進路選択の準備状況、③目標意識尺度、④EPSI
結
果
第１希望進路 大学 3 年生（11 月）時点では、一般企業 186 人(61.4%)、公務員 31 人（10.2
％）、教員 19 人（6.3％）、大学院 28 人（9.2％）、その他
26 人（8.6％）、考えてい
ない 13 人（4.3％）だった。同じく大学 4 年生（5 月）時点では、一般企業 203 人（67.0％）、
公務員 24 人（7.9％）、教員 16 人（5.3％）、大学院 27 人（8.9％）、その他 21 人（6.9
％）、考えていない 12 人（4.0％）だった。半年間で第 1 希望進路を変更したのは 15.2％
であり、84.8％の学生は同一の進路先を第 1 希望に挙げていた。
内定の有無 第 1 希望進路先に一般企業を挙げていた 190 人のうち、大学 4 年生の 5 月
時点で内定を得ていた学生が 77 人（40.5％）、内定を得ていなかった学生が 113 人（59.5
％）だった。
内定の有無が時間的展望・アイデンティティとの関係 内定のあり・なし 2 群における
目標意識尺度と EPSI の下位尺度の得点を表１に示しておいた。上段は第 1 回調査の結果
であり、下段は第 2 回調査の結果である。内定あり・なし群および 2 回の調査時期の間に
有意な差が見られるかどうかを検討するために、2 要因の分散分析をおこなった。
その結果、将来への希望（F(1,176)= 17.46, p<.01)、将来目標の有無（F(1,181)= 14.20,
p<.01)、時間管理（F(1,181)=14.47, p<.01)、EPSI 統合(F(1,174)=14.47, p<.01)において、有意
な群の主効果が見られた。さらに、将来目標の有無（F(1,181)=5.54, p<.05)と EPSI 統合
(F(1,174)=2.18, p<.05)において、調査時期の主効果が有意であった。いずれも、交互作用は
有意ではなかった。また、計画性、将来目標の渇望、空虚感、EPSI 混乱においては、有意
な主効果や交互作用は認められなかった。
表 1 内定あり・なし群における目標意識尺度・EPSI の平均値と SD
（上段:第 1 回調査、下段：第 2 回調査）
希望 目標有無 時間管理 計画性 目標渇望 空虚感 EPSI混乱 EPSI統合
内定なし
内定あり
内定なし
内定あり

M

2.59

2.82

2.82

2.74

3.67

3.31

3.15

2.91

SD

0.77

0.92

0.97

0.94

0.86

0.71

0.78

0.91

M

3.00

3.22

3.32

2.72

3.82

3.24

2.96

3.27

SD

0.62

0.80

0.77

0.82

0.65

0.68

0.68

0.86

M

2.62

2.89

2.96

2.74

3.73

3.28

3.07

3.02

SD

0.76

0.92

0.99

0.90

0.85

0.82

0.91

0.93

M

3.06

3.38

3.30

2.76

3.76

3.12

2.86

3.49

SD

0.61

0.75

0.88

0.77

0.64

0.71

0.81

0.80

考
察
内定者と未内定者との間には、大学 3 年生の時点で、将来への希望・将来目標の有無・
時間管理の得点に既に差があることがわかった。そのことが、就職活動を進める際に肯定
的に作用し、アイデンティティの統合にもつながっていくのではないかと考えられる。
[本研究は、科学研究費補助金基盤研究 C(2)（課題番号 1 9 K 0 3 2 6 6）の助成を受けた。]
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