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ご挨拶 

 

日本青年心理学会第 29 回大会は，昨年度に続きオンラインで開催する運び

となりました。当初は東京女子大学を会場に開催することを考えていましたが， 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の蔓延状況をふまえ，理事会の皆様

のお知恵も借りながらオンライン開催として準備を進めてきました。運営にあ

たっては，前回大会の浦上先生をはじめとする準備委員の先生方から細やかな 

配慮の行き届いた引継ぎ資料をいただき，それが指針となったことについて 

ここに記して感謝申し上げます。 

さて，１年半以上続いている新型コロナウイルス感染症が，私たちの研究活

動に与えている影響にはたいへん大きなものがあります。学会という場をはじ

めとする研究交流のありかたは変容し，また豊かな可能性へと広がっています。 

研究会の情報が日常的に流れてきて全国どこにいても参加することが可能にな

り，世界的な動向へのアクセスもしやすくなり，はるかに身近になりました。 

むしろ多くの研究会やネットワークの中で，何をこそ選択し，コミットし，実

質的な研究交流を進めていくかがそれぞれの研究者に問われてきているように

思います。本学会も，限られた大会期間内に入れ込んで各種委員会シンポジウ

ムを開催しなくても，別日程での時間を十分に確保した実施がオンラインであ

れば可能であり，大会のありかたも過渡期にあるかもしれません。節目の 30

回となる来年度大会がどのようになるかはわかりませんが，こうした動向の影

響はポジティブな意味において今後とも続いていくことでしょう。 

準備委員会では，この時期だからこそ実施したいという企画を２本用意しま

した。研究発表は，同時に最大２部屋ということでプログラムを組みました。 

密なディスカッションと交流は青年心理学会の伝統であり，参加者の皆様には

討論へのアクティブな参加をぜひお願いいたします。 

対面のときにはないご配慮を皆様にお願いしたり，ご不便をおかけしたりす

るかもしれませんが，多くの方にご参加いただき，ともに考えていく，実り多

い大会になることを願っています。 

 

大会準備委員会委員長 田中健夫 



 
 

 

目 次 

 

プログラム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      4 

参加者へのお知らせとお願い ・・・・・・・・・・・・・・・     6 

 

大会準備委員会企画講演と討論 ・・・・・・・・・・・・・・     8 

大会準備委員会企画ラウンドテーブル ・・・・・・・・・・・     11 

国際交流委員会企画シンポジウム ・・・・・・・・・・・・・     15 

自主シンポジウム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     17 

研究発表 

 1 日目 10 月 23 日（土） 

  研究発表① ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   21～34 

  研究発表② ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   35～38 

２日目 10 月 24 日（日） 

研究発表③ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   39～44 

 

 

 



4 

 

プログラム 

１日目  10 月 23 日（土） 

研究発表① 

09:30 

 

 

10:15 

青年期における“キャラ”の使い分け

意識の発達プロセス 

発表者：惣万 啓太・澤 聡一 

司会者：藤井 恭子  

青年の価値観とアイデンティティ、心理

的適応の関連 

発表者：能渡 真澄・筒井 雅弘 

司会者：杉村 和美 

10:30 

 

 

 

11:15 

青年期の理想-現実自己の差異に対す

る反応の検討―自己指針とセルフ･コ

ンパッションの差から― 

発表者：夫馬 綾子・髙野 恵代 

司会者：茂垣 まどか  

大学生における、LINE 上のやりとりで生

じる気持ちと友人関係との関連について 

発表者：白畑 眞緑・須藤 春佳 

司会者：吉岡 和子 

11:30 

 

 

 

12:15 

ロールモデルの獲得に関わる要因に

ついての縦断的検討 

発表者：溝口 侑・酒井 淳平 

河井 亨 

司会者：浦上 昌則   

就職活動中のソーシャルサポートが大学

生のストレスに与える影響―自己効力

感、就職活動状況による違いの検討― 

発表者：後藤 はるか 

司会者：若松 養亮  
 

研究発表② 

13:15 

 

 

14:00 

依存性からみた青年期の感謝の特徴 

発表者：池田 幸恭  

司会者：平石 賢二  

過去の自己からの手紙を読むことによる

感情の変化―１年間の縦断研究から― 

発表者：千島 雄太 

司会者：松下 姫歌  
 

準備委員会企画ラウンドテーブル 

14:15 

 

 

16:15 

コロナ禍に青年心理学はどんな貢献ができるか―現場の声と研究をつなげる― 

企画者・コーディネーター：本田 周二 

パネリスト：高校生 2 名・川妻 篤史・田中 優成 

下村 英雄・茂垣 まどか 
                

総会 

16:30 

17:30 

総会 

 

交流会 

18:00 

19:00 

交流会 
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２日目  10 月 24 日（日） 

自主シンポジウム 

09:30 

 

 

 

11:10 

時系列データから何がわかるか―縦断研究の最前線― 

企画者：白井 利明 

司会者：都筑 学 

話題提供者：小高 恵・白井 利明 

指定討論者：杉村 和美 
 

研究発表③ 

11:30 

 

 

 

12:15 

老年期までの発達期を通して見る多

次元アイデンティティ発達尺度

(DIDS)の構造的影響 

発表者：溝上 慎一  

司会者：宇都宮 博   

青年期・成人期における新型コロナウイ

ルス感染症ワクチン接種への意欲に関

わる諸要因の検討 

発表者：髙坂 康雅 

司会者：橋本 剛 
 

大会準備委員会企画講演と討論（一般公開） 

13:15 

 

 

 

14:45 

新しい思春期モデル：精神分析(対象関係論/ポスト･クライン派)と生物心理社会

的視点から 

講演者：飛谷 渉 

討論者：溝上 慎一 

司会者：田中 健夫 
 

国際交流委員会企画シンポジウム 

15:00 

 

 

 

17:00 

アカデミック・キャリアにおける国際交流 

企画者：日本青年心理学会国際交流委員会 

司会者：髙坂 康雅 

話題提供者：畑野 快・日原 尚吾・千島 雄太 

指定討論者：岡部 敦 

 

●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，10 月

20 日から 22 日までの間（予定）にご連絡いたします。 

●1 日目の総会終了後，18：00～19：00 に交流会を企画しています。「学部生

・院生同士で情報交換」「大会 1 日目を通して感じたこと・考えたこと」「青

年心理学についてなんでも」の 3 つのテーマで Zoom のルームを準備する予定

です。ご自身の関心のあるテーマにご参加いただき，交流を深める機会として

いただけたらと思います。飲み物などをご準備の上，お気軽にご参加ください。 
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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 山里 太郎（令和大学） 

４． 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。 

６． 準備委員会にて，大会期間中に当日資料（pdf）を共有するための Google

ドライブを用意いたします。なお，Google ドライブへのアクセス情報は，

Zoom 接続情報と同時にお知らせいたします。 

 

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。 
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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。 

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。 

2. マイクは基本的にオフでお願いします。ご発言時にはオンに切り替えてくだ

さい。
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新しい思春期モデル 

：精神分析(対象関係論/ポスト・クライン派)と 

生物心理社会的視点から 
Modernized model of adolescence: from the perspective of Kleinian 

psychoanalytic thinking and bio-psycho-social model of the mind. 

 

飛谷 渉（大阪教育大学保健センター） 

 

はじめに 

 今や思春期は消滅しつつある。デジタル・ネイティヴが文化の中心を担う新しい時代と

なり、思春期の若者たちの様子がこれまでと明らかに異なっているのである。思春期臨床

の経験から、そうした変化を日々感じる。もちろん１３、４歳という時期に差し掛かると、

今も子どもたちは急激な身体的・生理的変化を経験するし、社会的変化も経験することに

なる。そうした意味では思春期は今も昔も変わらずやってくる。だが、彼らと接している

と、思春期に生じているはずの様々な体験の質が最近大きく異なってきているように見え

る。その内実について、考えてみたい。 

 

プロト・メンタル・マトリクスと思春期における脱皮モデル 

私は以前、思春期の子どもの心に関する精神分析的理解を「思春期の脱皮モデル」４）

として提示した。これは単なる比喩ではなく、精神分析における「心の皮膚」という概念

に基づいている。これは、出生直後の乳児の心として「心身未分化」状態を想定し、人が

心を持ち他者（母親）と交流するには、少なくとも自分という心の外皮膜を構築している

必要があるというエスター・ビック１）の発想に端を発している。心の外皮は、心と身体の

体験の区別が生じる境界を構成するばかりでなく、現実世界と内的空想世界とを区切る体

験の境界ともなる。これは他者との交流を行う場、すなわち社会集団との接触面や交流空

間との接点を構成する。ここで、個人の心は、個人の体験世界、身体的物理的世界、社会

集団世界という三つの次元の存在様式から成り立っているという発想が可能となる。ウィ

ルフレッド・ビオン２）は、この三つの次元からなる原始的な心の状態を原心性（プロト・

メンタル）マトリクスと呼び、人が出生とともに持つ心身未分化体験世界に社会集団体験

を加えて、この三領域のへの分化のポテンシャルを持つ心の原形質としてこれを概念化し

た。したがって、心の皮膚はこの心・身体・集団というプロト・メンタル・マトリクスに

それぞれ位置する境界面の総称となる。 

 心の皮膚が、心・身体・社会の三領域にまたがっているとするなら、思春期におけるそ

の脱皮が大仕事となるのは当然のことである。したがって、思春期の子どもたちが、急成

長した体を持て余して大いに混乱すること、脱皮の際にグループを一時的な仮の皮膚とし

て使用すべく、思春期集団を形成して大人を撹乱すること、これらは心身の成長に伴う混

乱として理解できるだろう。 
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これまでの思春期 

体が急に大きく成長する中学生は、自分の身体や性的成長という急激な変化に取り残さ

れて戸惑う。大人の体へと急速に変化する身体に閉じ込められた子どもたちは不安と焦燥

と興奮を体験する。ここで子どもたちの心は文字通り「脱皮」して、社会化するのである。 

思春期は体の変化だけで定義づけられるわけではない。身体変化に応じた心の様態の変

化もまた顕著なのである。アーネスト・ジョーンズ３）は、「思春期のリハーサルは実は、

人生最初の一年間で済んでいる。人は思春期に到達して、より深刻な形で、そして時に悲

劇的な形でそのドラマを最初から演じなくてはならない」と述べ、思春期に至る子どもた

ちが幼少期の両親との愛情と敵意が展開するエディプス状況を再び別の形で大人の身体を

得て再度上演し、体験することを示唆した。ここで加えていうならば、エディプス状況に

おける情動体験のもとで、主体の心には血が通い生命感を持つに至る６）。 

 このように思春期児童は、幼少期に抑圧したはずのエディプ葛藤の再浮上を経験し、大

人の身体を獲得した形で、そのドラマを繰り返す。その葛藤の矛先は反抗期という形で両

親や教師へと向かうとともに、思春期グループという友人集団との相互作用のもとでその

葛藤状況を生き残り、彼らは青年へと社会化してゆく。そこで彼らの心のなかで生じるの

は、性的攻撃的衝動の活性化、それに伴う様々な性愛的・破壊的空想である。しかも思春

期児童は今や性的にも身体的にもそうした空想（性行為、妊娠、暴力、殺人）を実現でき

る身体能力を急激に獲得しつつある。彼らは、自己の身体能力の急拡大による興奮と恐怖

のもとで、小学生の時代、つまり潜伏期に維持してきた両親対象への極端な理想化を断念

することとなる。両親を全知全能とみなし、少し待ちさえすればすべての欲望は満たされ、

必要な知識はすべて与えられる、ここに至って、そうした思春期以前の潜伏期的世界観は

無残に崩壊するのである。「私に何が起こっているの？この体は誰のもの？私は一体誰？」

こうした切迫した問いこそ思春期に至り脱皮する子どもたちの心の叫びであった。 

 

デジタル・ネイティヴの心 

ところが、デジタル・ネイティヴ世代が文化を担う現代において、この思春期の脱皮モ

デルは過去のものになりつつある。コミュニケーションの手段が変わった。養育が変わっ

た。フラストレーションは排除すべき悪となった。そもそも思春期の心性は、身体的社会

的激変における奮闘において、「私は誰なのか」というアイデンティティ問題を中心に展開

するものであった。だが、デジタル化が進んだ現代では、良くも悪くも家族関係における

切迫した交流や葛藤が希薄化しそれに呼応して幼少期におけるエディプス葛藤は見かけ上

消滅しつつある。インターネットなどの普及によって、両親が全知全能でないのだと発見

して失望する必要もなくなった。したがって、思春期においても波乱は生じ難くなり、思

春期特有のメンタリティも消失しつつある。そうした中で、思春期年齢に達した子どもた

ちの持つ疑念は驚くべきものへと変質した。それは、「私の心は本当に生きているの？」と

いう深刻なものであり、心の生命感の喪失という事態の反映のようである５）。 
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インフラ.思想 1168:95-117,岩波書店,東京 
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コロナ禍に青年心理学はどんな貢献ができるか 

－現場の声と研究をつなげる－ 

What contribution can youth and adolescent psychology make to COVID-19 pandemic 

― Connecting the voice of the field to research ― 

 

   企 画 者：本田 周二  （大妻女子大学） 

         パネリスト：高校生 2名 

               川妻 篤史  （桐蔭学園） 

               田中 優成  （大分県宇佐市役所） 

               下村 英雄  （独立行政法人 労働政策研究・研修機構） 

               茂垣 まどか（帝京大学短期大学） 

 

企画趣旨 

本田周二（大妻女子大学） 

COVID-19 の流行が始まってから 1 年半近くが過ぎようとしている。ワクチン接種など

が進む一方で、様々な行動制限による世の中の大きな変化は人々の身体的・心理的側面に

多大な影響をもたらしている。COVID-19 の影響がこれから先もまだまだ続くことを考え

ると、人々の身体的・心理的側面への影響は短期的なものから中・長期的なものまで様々

であろう。現段階においても、COVID-19 に関連した心理学的な研究がいくつも行われて

きている。たとえば、小岩・若島・浅井・高木・吉井（2021）は、看護師の新型コロナウ

イルス感染症への感染恐怖の規定要因について検証を行っている。また、榊原・大薗（2021）

は、人々がマスクを着用する理由について、先行研究の追試により明らかにしている。他

にも、新型コロナウイルス拡大期における手洗い行動の規定要因を検証したものもある（中

谷内・尾崎・柴田・横井, 2021）。 

また、心理系学会からの様々な発信も行われている。たとえば、日本心理学会は学会の

HP に COVID-19 関連ページ（https://psych.or.jp/special/covid19/）を設け、社会的距離を保

つためのお願いの仕方やテレワークをする人へのアドバイス、COVID-19 に関わる偏見や

差別に立ち向かう方法などを紹介している。また、日本健康心理学会では、日本心理学会

と 同 様 に 学 会 の HP に COVID-19 へ の 対 応 に 関 す る 情 報 提 供 コ ー ナ ー

（http://kenkoshinri.jp/news/covid.html）を設け、3 密によるストレス対策やメンタルヘルス

向上のためのポスターを掲載している。これらのポスターにはストレスを和らげるための

具体的なやり方などが分かりやすく記載されている。 

しかしながら、青年たちの身体的・心理的側面にアプローチした研究はまだ少ない。こ

のような状況において、青年心理学者はどのような貢献をすることができるのであろうか。

また、どのような課題に取り組む必要があるのであろうか。そこで、本ラウンドテーブル

では、実際の青年や現場の先生方に、コロナ禍という状況が当人たちにもたらした影響に

ついて話していただき、それを踏まえて、青年心理学者がどんなサポートや研究を行う必

要があるのかについて議論する。コロナ禍の青年に対する研究の蓄積に向けて、現場の声

を研究につなげる機会としたい。 
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［文献］ 

小岩広平・若島孔文・浅井継悟・高木源・吉井初美（2021）. 我が国における看護師の新

型コロナウイルス感染症への感染恐怖の規定要因  心理学研究 , 早期公開

（https://doi.org/10.4992/jjpsy.92.20048） 

榊原良太・大薗博記（2021）. 人々がマスクを着用する理由とは－国内研究の追試とリサ

ーチクエスチョンの検証－ 心理学研究, 早期公開（https://doi.org/10.4992/jjpsy.92.20323） 

中谷内一也・尾崎拓・柴田侑秀・横井良典（2021）. 新型コロナウイルス拡大期における

手洗い行動の規定因 心理学研究, 早期公開（https://doi.org/10.4992/jjpsy.92.20314） 

 

空間が人間に与えるストレス 

高校生 

私は今回のコロナ禍で何度かのオンライン授業や部活停止などといった経験をしまし

た。そのため例年ではあり得なかった家にいる時間が 1 番多くなり、部屋に籠ることが多

くなりました。学校に行けなくなってしまったことで友達と話す時間を失ってしまったり、

高校最後の部活動を思い通りに行うことができなかったり、課外活動では範囲が限られ人

脈を広げるといった、高校生だからこそできる可能性というものを失ってしまいました。

そんな気持ちで部屋にいたことで、普段の生活よりネガティブ思考で物事を考えてしまう

時間が増えた気がします。これは自粛期間中に 1 番長くいた環境に問題があると私は考え

ます。太陽の光が完全に行き届かない部屋にずっといることで、人間の心は暗くなってし

まいます。青年心理学者様が今できることとして、どのようなものを見ると人間はポジテ

ィブ思考になることができるかを調査し、それに基づく空間デザインを行うことが人々に

貢献できることだと思います。 

 

「外出」のとらえ方について 

高校生 

私はコロナ渦で外出することに対してのとらえ方が変わりました。コロナ渦以前、外出

することはとても楽しいことで、お金と時間が許す限り思い切り遊ぶものだと認識してい

ました。しかし第一回緊急事態宣言から外に遊びに行くことは「悪」だと思っている人が

増えたように感じます。私自身もコロナ渦以前の認識に加えて自粛することが最も重要だ

という気持ちが強くなって外出はしない方がいいと思ったことがあり、また私と同世代の

人が多く利用している「TikTok」「instagram」「YouTube」などのコメント欄を見ても外

出をするな、外出するのは論外、のような外出に対して否定的な意見をよく見かけます。

何度目かの緊急事態宣言が発令されている今はもう私は特に外出についてマイナスなイメ

ージは持っていませんが、外出を抑制することで感染者が抑えられることも事実なので、

私は「with コロナ」の考えが今後大切になっていくのではないかと考えました。 
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臨時休業期間の在宅生活は高校２年生の学びと成長にどのような影響を与えたのか 

川妻篤史（桐蔭学園） 

2020 年度は全国一斉の臨時休業から始まり、勤務校も 3 か月以上にわたる在宅でのオン

ライン学習を余儀なくされた。「社会に生きる主体として自ら考え判断し行動できる資質

能力の育成」を教育目標に掲げ、アクティブラーニング型授業・探究・キャリア教育の 3

つを柱に教育活動を展開してきただけに、対面での教育の場が失われた影響の大きさは計

り知れない。臨時休業期間に実施したアンケートによると、高校２年生の 53.6％が在宅生

活にストレスを感じたと回答しており、この影響も見逃せない。このアンケート調査のデ

ータをもとに、休業期間中のストレスや学習態度の主体性に注目しながら、在宅生活が高

校 2 年生の学びと成長にどのような影響を与えたのか報告する。 

 

大学生におけるコロナの精神的な悪影響 

田中優成（大分県宇佐市役所） 

私は大学 3 年生の冬からコロナウイルスの影響を受けた。主に、大学生活と就職活動が

大きく変化させられた。オンライン授業や面接が多くなった。人と会わなくなり、孤独を

感じ、精神的に落ち込んだ。大学生活は今まで会っていた友達とつながりが薄くなった。

遊びもオンラインでしかできなくなりサークル活動もできなくなった。就職活動は友達と

一緒に行っていたことでモチベーションが保たれていたが一緒にできなくなり、就職活動

もうまくいかなくなり落ち込んでしまうことが多々あった。これらをまとめるとコロナウ

イルスの流行は人と出会えなくなり大学生にも精神的な悪影響を及ぼしていることが考え

られるのではないか。 

 

巨大な社会事象が青年心理に与える影響の過程 

下村英雄（独立行政法人 労働政策研究・研修機構） 

コロナ禍のような大きな社会事象は、青年の発達にどのような影響を与えるのか。コロ

ナ禍における 20 代就業者のキャリア意識に関する調査結果をもとに、巨大な社会事象が青

年個人の心理に影響を与えるプロセスについて、ある程度、一般化した形で理論的な仮説

を提示したい。調査結果から、20 代は社会人全体でみれば、その縁辺に位置し、大きな社

会変化に振り回されやすいことが分かる。しかし、その影響のあり方は一様ではなく、深

く影響を受けやすい層と異なる層がある。しかも、それは大方の予想とは真逆のものであ

る。なぜそうなるのか。ここに社会的な大事件が青年に与える影響を考える際の鍵がある。

青年心理学は、社会と個人の接点を取り扱う学問領域としての意味を持つ。青年心理学が、

本来、果たせる役割は大きいことを示したい。 

 

現状認識に対する主観的構えの影響：“大変な状況”をポジティブにするには 

茂垣まどか（帝京大学短期大学） 

青年期は本来，アイデンティティを模索し探求しようとする時期であるが，昨今の社会

的状況の影響で我々の生活が一変し，行動制限や将来展望の不明瞭化などで模索・探求が

阻害され，青年の閉塞感や不安感があおられている可能性がある。しかし周知のように，

我々は周囲の出来事や状況を主観的フィルターを通してとらえており（Piaget,J., 
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Seligman,M.），どのような主観的構えをもつかにより，本人の認識やそれに伴う感情は異

なり得ると考えられる。与えられた状況の認識・解釈を転換できるのか，またそれにより

青年の精神的健康や成長に寄与し得るのか。Erikson,E.H.や Frankl,V.E.などの概念も含めて

えてみたい。 
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アカデミック・キャリアにおける国際交流 

 

Relationship Between Academic Career and International Exchanges 

 

    企 画 者：日本青年心理学会国際交流委員会 

          司   会：髙坂 康雅(和光大学) 

          話題提供者：畑野 快（大阪府立大学） 

                日原 尚吾（広島大学） 

                千島 雄太（筑波大学） 

          指定討論者：岡部 敦（札幌大谷大学） 

 

企画趣旨 

 国際交流(国際学会への参加，国際学会での発表，国際学会誌への論文投稿，海外研究者

との交流・共同研究等)の重要性は，青年心理学会においても以前から指摘されており，実

際に多くの学会員が国際交流を積極的・活発に行っている。国際交流には，海外の最新の

知見を得られる，自分の研究成果を海外に発信できる，海外のデータを得ることができる

など，研究上の利点は多くあげられる。しかし，研究者は研究だけをしているわけではな

く，アカデミック・ポストに就いて，教育や組織運営・管理などを行うことも求められる。

そのような研究だけではない広義の研究者のキャリア(ここではアカデミック・キャリアと

呼ぶ)において，国際交流はどのような意味をもち，また研究者がどのような思いで国際研

究に取り組んでいるのであろうか。 

 本シンポジウムでは，国際交流の経験が豊富で，かつアカデミック・ポストで活躍する

若手・中堅の研究者に，アカデミック・キャリアの観点から自身の国際交流を振り返り，

今後の展望や，これから国際交流を行おうとしている研究者へのアドバイスなどについて

発表してもらう。また，指定討論者及びフロアとの議論を通して，国際交流のアカデミッ

ク・キャリアにおける意味づけについて考えることができれば幸いである。 

 

 

国際交流とアカデミック・キャリア 

畑野 快（大阪府立大学） 

 いつまでも気持ちとしては若手であるが，テニュアポストの准教授であり，学位をとっ

て７年経った今，私は一般的に中堅の研究者なのかもしれない。実際，着任当時（2014

年）と比べると，研究以外の業務（i.e., 教育，管理・運営，社会貢献）の割合が多くなっ

ている。その一方で，海外の研究者との交流の機会は益々増えている。Impact factor が高

い論文には，大規模・縦断データ，そして高度な統計解析をふんだんに用いた研究が掲載

されている。それらの知見をキャッチアップし，かつ先んじた研究を進めていくには，国

内だけでなく海外の研究者との交流が必要不可欠であるからである。もちろん，海外研究

者とのやり取りは最初からスムーズだったわけではない。共同研究者の助けによって，ま

た，できない自分を受け入れることでなんとか進めてきた。本報告では，その紆余曲折の
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過程を，四方山話としてお話しさせていただく。この話が，若手研究者の国際研究に対す

る動機づけになれば幸いである。 

 

 

国際交流を通してアカデミック・キャリアを充実させたい 

日原 尚吾（広島大学） 

 2014 年から大学院で研究を始めた自分にとって，国際交流は当たり前のことだったよう

に思う。周りを見ると，ほとんど全ての学生が国際学会での発表を経験し，3～4 割の学生

が博士学位取得までに英語論文を執筆していた。現在のポストに就くためにも，複数の英

語論文と英語による模擬授業が必要だった。はじめは自信がなかったが，指導教員や青年

心理学会の先生方に支えていただき，また国際交流を支援する様々な制度を利用すること

で交流の幅を広げてきた。最近では，研究・教育活動を実りあるものにすること，自分に

合った働き方をすることに対して，国際交流を通して得た経験が良いヒントを与えてくれ

ていると考えるようになった。本報告では，着任 2 年目の若手研究者である自分が，どの

ように国際交流を展開してきたのか，なぜ・どのように国際交流を今後のキャリアに活か

していきたいのかをお話ししたい。 

 

 

国際交流の経験を今後のキャリアに活かすために 

千島 雄太（筑波大学） 

 私は，2018～2021 年に学振研究員として国際的な共同研究をする機会を得たため，主

にその 3 年間の経験について話そうと思う。最初の 1 年間は京都大学の内田先生のラボに

所属した。そのラボは，文化心理学を専門とすることもあって，海外との共同研究を前提

とし，毎週の研究会は英語で行い，頻繁にトップリサーチャーが研究会を訪問していた。

これは，それまで私が持っていた「研究室」の概念を，大きく変えるような体験だった。

その後の 2 年間はカナダの Wilfrid Laurier University の Wilson 先生のラボに所属した。

海外での生活自体が初めてであり，その環境に適応するのは想像以上に時間がかかった。

特に，先生とのディスカッションやラボでの振舞い方などは，慣れるまで本当に大変だっ

た。ただ，その試行錯誤もあって，徐々に研究が進むようになり，論文もある程度出せる

ようになっていったと思う。この国際交流に飛び込んだ 3 年間を，どのように自分のキャ

リアに活かしていくかが，今後の課題だと思っている。 

 

 指定討論は岡部敦氏にお願いした。岡部氏は高校教員から研究者に転身し，国際交流や

キャリア教育に関する研究をしている。アジア系の国際学会で事務局長を，ヨーロッパ系

の国際学会で National Correspondent を務められ，日本キャリア教育学会では国際交流

委員会委員長も務められている。これら豊富な経験から，国際交流とアカデミック・キャ

リアとの両立，アカデミック・キャリアにおける国際交流の意味づけなどについて，論点

を提示していただく。また，参加者の会員からも質疑や意見を受け付け，研究者における

国際交流の意味やあり方について議論を深めていけることを期待する。
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時系列データから何がわかるか 

－縦断研究の最前線－ 

Time series data can give us “what” new? Longitudinal study now 

 

      企 画 者：白井 利明（大阪教育大学教育学部） 

          司 会 者：都筑  学 （中央大学文学部） 

          話題提供者：小高  恵 （太成学院大学人間学部） 

                      白井 利明（大阪教育大学教育学部） 

          指定討論者：杉村 和美（広島大学大学院人間社会科学研究科） 

 

企画趣旨説明 

白井利明（大阪教育大学教育学部） 

縦断研究は同一個人を追跡してデータを取っていく方法であり，個人内の変化を捉える

うえで重要なものであることは誰も否定しないだろう。縦断研究のうち，等間隔に測定を

繰り返して取ったデータを時系列データといい，多くの測定地点をようするものをいう。

本シンポジウムでは時系列データの分析のしかたと意義について考える。 

時系列データは，コロナ感染者数の変化のように山や谷のあるゆらぎを示す。私たちの

実際の変化は線形とは限らず，そのうえ一人ひとりの変化のしかたは多様である。このよ

うなリアルで興味深い動きを分析したいにもかかわらず，便利な統計である線形モデルを

十分に使えないため，時系列データを取ってもお蔵入りになってしまっていることが多い

のではないだろうか。時系列データの分析方法は開発されているものの（たとえば，白井，

印刷中；Van Geert & Van Dijk, 2002 が紹介している），それほど知られていない。 

日本青年心理学会では，小高・紺田（2015）の研究があり，意見論文をとおして議論の

蓄積がある。そこで，本シンポジウムでは，小高恵氏の青年期の親子関係に関する研究を

取りあげる。１組の青年と母親に対して 144 日にもわたって日々の時系列データを取り，

インターラクションのリアルタイムの変化を捉えている。他方，白井利明は年１回の質問

紙調査を 30 年近く行い，マクロレベルの変化を捉えている。 

２人には自身の研究の概要を報告していただくが，それを受けて討論では，第１に，時

系列データのメリットとデメリット，第２に，時系列データの収集と分析のしかたについ

て話し合いたい。それをとおして，時系列データからどんな新しいことがわかるのか，ま

た，その意義は何か，そして今後検討すべき課題について考えたい。 

司会は縦断研究に精通する都筑学氏，指定討論者はダイナミックシステム・アプローチ

に通じ，国際雑誌でリアルタイムの発達の特集を編集している杉村和美氏にお願いした。

二人に論点を整理していただき，大きな視点から発達研究の新しい流れを議論したい。 

[文献（引用順）] 白井利明 (印刷中). ダイナミックシステム・アプローチ 白井利明・杉

村和美 キーワードコレクション アイデンティティ 新曜社. Van Geert, P., & Van Dijk, 

M. (2002). Focus on variability new tools to study intra-individual variability in developmental 

data. Infant Behavior and Development, 25(4), 340-374. 小高 恵・紺田広明 (2015). 中学生の

母娘関係の日々の相互作用の一分析 青年心理学研究, 26(2), 109-128. 
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日々の母娘関係の時系列的データを用いた研究 

小高 恵（太成学院大学人間学部） 

一般的な縦断研究は，ある集団を対象に一定期間の時間間隔の下で繰り返し測定する研

究方法である。ある特定の時点で複数の集団を対象に収集したデータを分析する横断的研

究とは異なり，縦断研究では個人内変動の追究を行うことができる。 

縦断研究を「時間の長さ」の観点から二つに分けるとするならば，一つは長い期間を時

間軸として設定したマクロな視点からの縦断研究であり，大規模調査により変数の構造を

明らかにしてその集団の大きな変化を捉えたり，ある個人に焦点を当て長期に亘る変化を

追求したりすることを目的としている。もう一つは短い時間経過の中で個々のダイナミッ

クな動きを捉えるデータを蓄積していくミクロな視点からの縦断研究である。ミクロな視

点からの分析は，マクロな視点からの分析では捉えられない短い時間経過の中での変化を

捉えることができる。そして，このミクロな視点から捉えるための手法の一つに動的因子

分析(dynamic factor analysis：DFA)がある。この手法は，あるひとりの個人を対象として複

数の変数を 100 回以上繰り返し測定し，そのデータから因子(潜在変数)を特定し，時間的

な遅れであるラグ（lag）を分析に取り入れることによって時間経過での影響の大きさを推

定しようとするものである。ある個人の日々の心的な変化を複数の変数を用いて毎日繰り

返して測定する方法は，Cattell(1946）により P 技法(P-technique)として紹介され，Molenaar 

(1985)が計量経済学での時系列分析方法論 (Engle & Watson, 1981; Geweke, 1977) を心理

測定分野に導入し，因子(潜在変数)の系列依存性を取り扱うモデルである動的因子分析を

提案したのである（紺田・清水, 2015）。  

小高・紺田（2015）は，中学生の娘とその母１組を対象にそれぞれが一日を振り返り，

母娘関係の質問紙に回答するという形式の調査を100日以上実施しDFAを用いてその影響

過程を分析している。その結果，その日の母娘関係が次の日の母娘関係に影響することが

確認され，また両者の影響過程についてはその日の「母の統制の因子」から次の日の「娘

の親和志向の因子」へ，またその日の「娘の親和志向の因子」から次の日の「母の受容の

因子」へというように，娘と母の関係は独立した関係ではなく日々互いに影響を及ぼしあ

っているということを明らかにしている。また小高・紺田（2020）では，中学 1 年生の母

娘の 3 組のペアの時系列データから得られた日々の母娘関係の共通因子（「親和因子」と

「主張因子」）を用いて，母と娘が時間経過の中でどのようなやりとりを行っているのか

ということを多集団同時分析，すなわち多個人動的因子分析(Multi-Individual Dynamic 

Factor Analysis : MDFA）により明らかにした。これらの研究は短い期間の研究であり，大

きな時間の中での変化，すなわちマクロレベルの変化については捉えることはできていな

い。しかしながらこのミクロな時間単位でのインターラクションは，マクロな時間単位で

の親子関係の維持と変化を促していくと予想される。DFA を用いたミクロな時間単位の研

究を積み重なることで，ミクロな時間単位から生じる変化から，Granic & Patterson(2006)

が指摘するような自己組織化や新たな関係が生じていく過程を捉えることが可能になると

思われる。発達的変化を見る場合，マクロな視点とミクロな視点双方を統合した見方が必

要となってくるであろう。 

ところで親子のインターラクションの研究を「調査対象者」の視点からみると，二つの

捉え方ができる。一つは集団を対象にした研究である。この場合，複数の人を対象とする
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ため，集団に潜在する親子関係の共通する概念を探索し全体の関係性を捉えることができ

る。この方法は集団の法則定立的観点に重きを置いた方法である。もう一つは一組の対象

者に焦点を当てその親子関係のインターラクションを捉えるという研究である。この場合，

ある一組の親子関係を対象とすることとなり，その個別の特徴を捉えることができる。こ

の方法は個性記述的観点に重きを置いた方法と言えよう。親子関係のインターラクション

を捉える時，集団を対象とした法則定立的なアプローチとある一組についてみていく個性

記述的なアプローチの二つのアプローチによって親子関係のインターラクションを検討し

ていく必要があると考える。 

小高・紺田（2015）は 1 組の母娘について P 技法因子分析や DFA を行っていることか

ら，特定の個人を対象にした個性記述的な研究といえる。一方，小高・紺田（2020）は複

数のペアを対象にして，その中から共通因子を抽出し，その因子の因子的不変性を確保し

た上で SEM の同時分析を行い比較検討し，その中から個別性を見ているという点で法則

定立的な視点と個性記述的な視点の両方を含んでいる研究であると言える。確かに共通す

る潜在変数を抽出しているため他の潜在変数を取り除いてしまっている点で，他の組に見

られない独自の特別なあり方の検討が不十分であるというのも事実であるが，データを積

み重ねて一般化できる法則を見出だすことも大事であると考える。MDFA は法則定立的な

視点と個性記述的な視点の両法のアプローチを含んでおり，親子関係の影響過程をより一

層明らかにできる有効な方法であり今後の臨床場面への応用にもつなげていくことができ

ると期待している。 

 

生涯発達メカニズムの個人差についての時系列的データを用いた研究 

白井利明（大阪教育大学教育学部） 

私は 30 年に及ぶ縦断研究（11 コホート）を行っている。全員に年 1 回の質問紙調査（総

数 413 名），67 名に最大 5 回の面接調査（卒業時 1 回・20 代 2 回・30 代 1 回・40 代 1 回）

を行っている。本発表では，時系列データの分析からわかったこととして，エルゴード性

（ergodicity）について考えたい。エルゴード性とは，個人間（between-individual）の変動

性（variability）が示す統計的性質が個人内（within-individual）のものと同じであることを

いう。まず白井ら（Shirai & Kunnen, 2020）の研究を紹介する。 

20歳から40歳までの21年間の時系列データを分析し，時間的展望（未来志向）とアイデ

ンティティ（コミットメント）の関連について，まず個人間の相関係数を各年齢ごとに求

めると，-.07から.27までの値が得られた。それらの平均をとると，.13となり，正の相関だ

が，非常に低かった。先行研究でも正の相関であるが，高くはないため，同じ結果であっ

た。今度は，一人ひとりの時系列データに基づいて個人内の変動性を見た。つまり，一人

ずつ両変数間の相関係数を計算すると，0付近が多いが，.37から -.76までの多様な値が得

られた。参考までに平均値を計算すると，-.09という，同じく絶対値は低いが，今度は負の

値であった。個人間の平均値をとると相関係数の絶対値が低くなり，負の相関係数になっ

たのは，正の相関を示す人数よりも負の相関を示す人数が多かったためであろう。 

なぜあるひとは正の相関となり，別のひとは負の相関となり，多くのひとは相関が０付

近になったのであろうか。ダイナミックシステム・アプローチという考え方からすると，

正の相関は，未来志向とコミットメントが相互に促進し合うポジティブフィードバック・
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・ループが働いていると考える。ここでは，未来に目標を立ててそれを実現してコミット

メントを高め，それがさらなる目標に向かわせたかもしれない。それに対して，負の相関

は，未来志向がコミットメントを高めるものの，コミットメントは未来志向を低めるネガ

ティブフィードバック・ループが働いていると考える。たとえば，未来志向によりコミッ

トメントを見つけると，そのコミットメントに専念し，それに没頭するといった現在志向

に変わってしまい，その結果，未来志向を低めてしまうと考えられる。このように未来志

向とコミットメントは相互に高め合って永遠に向上していくものではなく，ある程度の高

さになると，他方が下がっていくため，ゆらぎとなって現れるのである。相関が０という

のは，必ずしも未来志向とコミットメントに関連がないからではなく，ポジティブフィー

ドバック・ループとネガティブフィードバック・ループが均衡している（同じだけ働いて

いる）からではないかと考える。現段階では，これらの解釈は1つの可能性を示すに留まる。

本当にそのようなメカニズムなのかどうかはさらなる検証が必要である。 

以上のように，個人間の変動性ではなく，個人内の変動性に基づいて見ていくと，違っ

た世界が見えてくる。 

一人ひとりのきめ細かい時系列データの分析から何がわかるだろうか。生涯発達の縦断

研究では，7〜8年おきくらいに測定地点を設定するのが一般的である。測定間隔を細かく

しても「誤差」が出てくるだけで，大筋の発達的変化を捉えるには無駄だからかもしれな

い。しかし，その7〜8年のあいだに何が起きているのかを捉えられない。もちろん，起き

た出来事を尋ねることはできる。すると，重要なライフイベントだったり，ひととの出会

いがあったりすることがわかる。しかし，一見「誤差」としか見えない，その間の細かい

ゆらぎそのものもののなかに発達のメカニズムを知る手がかりがあるかもしれないのであ

る。高齢者の老いの研究であるが，老いの認知は配偶者の死や自分の病気といった重大な

出来事によって突然，生じるというより，「疲れがとれにくくなった」「身体が重くなっ

た」という日常レベルの些細な蓄積性の変化によって生じる（吉田薫・田中共子，2005）。

高齢者は「自分は年取った」と言ったかと思えば今度は「まだ若い」と言うため，一見，

老いそれ自体に意味がないように見えるが，そのゆらぎのなかに心理諸機能の発達過程間

の特異な連関性としての発達的交代というメカニズムがある（守屋國光，1994）。このよ

うに見ると，きめ細かい時系列データの一人ひとりの分析から，これまでの発達研究が示

してきたものとは異なる実際の発達の姿が見えてくることに気づくのではないだろうか。 

そして，こうした試みから，大筋の発達的変化やメカニズムを示してきたこれまでの発

達研究からもう一歩進んで，一人ひとりの発達を理解し支援する具体的な方法を提供でき

るようになろう。発達というと発達研究者以外のひとからは「ひとはだいたいこうなる」

という標準を示すものだと思われているようであるが，時系列データの分析から，個人差

が大きく，また同じ個人でも時と場合によって異なる非線形の変化を捉えることができる

なら，発達という見方は概括的な理論と方法であるだけでなく，一人ひとりの環境との相

互作用の構造化のプロセスを捉えて支援につなげられる具体的な方法であることが示せる

のではないだろうか。 

[文献] Shirai, T., & Kunnen, E. S. (2020). The relation between commitment and a balanced time 

orientation in adulthood: Differences between and within individuals. Identity: An International 

Journal of Theory and Research, 20(2), 132-142. https://doi.org/10.1080/15283488.2020.1747468
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青年期における“キャラ”の使い分け意識の発達プロセス 

 

惣万啓太 1・澤聡一 2 

（1北海道大学病院・2北翔大学） 

 

Developmental process of consciousness of using different "kyara" in adolescence  

Keita SOUMAN1, Toshikazu SAWA2 

(1Hokkaido University Hospital, 2 Hokusho University) 

 

問題と目的 

 近年の若者同士のコミュニケーションや人間関係において，“キャラ”という概念が用

いられており，心理学の研究領域では，キャラを「小集団内での個人に割り振られた役割

や，関係依存的な仮の自分らしさ」とする見解がある（千島・村上, 2015）。 

 小川・佐々木（2018）は，大学生の付与されたキャラと自己の在り方をめぐる葛藤過程

について質的研究を行った。その結果，自身が抱いている自己概念と付与されたキャラと

の間で葛藤が生じるが，悩んだ経験を見つめ直し，キャラを介したコミュニケーションを

する自分自身の側面を自己概念として取り入れようとすることが明らかになった。さらに，

“付与されたキャラ”に縛られず，所属する集団や接する相手によってキャラを変え，自

分自身でキャラを使い分けるようになる過程も示された。その結果を踏まえた村井・岡本

・加藤 （2019）は，当人が主体的に打ち出すキャラへの言及の少なさを指摘し，大学生の

友人関係における“自認するキャラ（当人が周囲からどのように見てもらいたいか，当人

自身が自覚的に有するキャラ）”の形成・維持プロセスに関する質的研究を行った。その

結果，キャラを介して他者と関わる中で，認められたい思いやコミュニケーションを維持

したい思いを持つ反面，本来の自分とは異なる在り方を要請されることによる葛藤が生じ

やすいことが明らかとなった。また，友人関係初期には，過去の友人関係についての振り

返りを経て，新しい自分を模索するといった，主体的に葛藤していくプロセスがあるとい

うことも明らかとなった。 

ところで，小川・佐々木（2018），村井ら（2019）の研究では，中学生・高校生の時期

のキャラの使い分けについては検討されておらず，集団や環境が変わる時がキャラを変え

るきっかけとなる場合もある（井上, 2017）。さらに，それぞれの研究において，一つのキ

ャラにのみ対象を絞って調査，分析を行っているため，複数のキャラの使い分けの実態や

プロセスについては明らかにされていない。そこで本研究は，中学生・高校生の時期も含

めた複数のキャラの使い分けの実態や，環境移行に伴う所属集団の変化によるキャラの使

い分け意識の発達プロセスについて検討した。 

 

方法 

１.調査協力者 A 大学の大学生 10 名（男性 3 名，女性 6 名，その他 1 名）。平均年齢は

20.80（SD =0.98）。 
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２.手続き 2020年 8月～9 月に一人につき 60分～90分の半構造化面接を行った。なお，

本調査は新型コロナウィルス（COVID-19）感染拡大防止のために， Microsoft Teamsによ

るビデオ通話機能を用いた遠隔インタビューを実施した。 

インタビュー当日は，中学生・高校生・大学生などそれぞれの時期ごとに，①自分のキ

ャラについて（キャラの有無，キャラの種類と内容，キャラの確立），②キャラの使い分

けについて（キャラの使い分け意識の有無，キャラの使い分けの実態，キャラを使い分け

ている時の感情），③キャラの使い分け意識の変化（キャラを使い分けるようになったき

っかけについて，キャラの使い分けに関するこれまでの経緯について），④キャラの使い

分けによる自身への影響について，⑤キャラの使い分けに対する考え方について，⑥これ

からのキャラとの付き合い方について尋ねた。 

３.分析方法 分析は調査協力者 10 名を対象とし，木下（2007,2020）による修正版グラウ

ンデッド・セオリー・アプローチ（Modified Grounded Theory Approach : 以下 M-GTA）

を用いて，プロセス図・ストーリーラインの作成を行った。 

 

結果 

M-GTAによる分析の結果，28個の概念と，9個の小カテゴリ，4個の大カテゴリが生成さ

れた。生成したカテゴリと概念をまとめたストーリーラインを以下に記述し，プロセス図

を Figure1に示す（以下，大カテゴリは［ ］，小カテゴリは【 】，概念は〈 〉）。 

１）［キャラを意識し始める時期］ 

 【対人的環境の広がり】がキャラを意識し始めるきっかけとなる。まず，キャラを意識

する前段階として誰に対しても見せる自分が一貫しており，〈キャラを意識しない人間関

係〉の時期が存在する。その後，中学校や高校への進学といった〈環境移行に伴う対人的

環境の広がり〉によって，これまで関わったことがない人や場所と出会うことになる。新

たな対人的環境において，なりたい自分や見られたい自分といった〈理想の自分を意識し

たキャラ〉を用いる者，または〈人間関係の浅い他者からのキャラの付与〉がなされるこ

とで，〈自覚的なキャラ〉や〈無自覚的なキャラ〉を用いる者がいた。このように，新た

な対人的環境への移行に伴い【キャラ意識の形成】が生じるというプロセスが示された。 

２）［キャラを使い分け始める時期］ 

 キャラを意識し始めると次の段階として【キャラの使い分け意識への気づき】が生じる。

〈他者からの指摘によるキャラの使い分け意識への気づき〉が生じる者，または〈人間関

係の深さに応じたキャラの使い分け意識への気づき〉が生じる者がいた。こうした【キャ

ラの使い分け意識への気づき】によって，〈周囲の期待に応えるためのキャラの使い分け〉

や〈場の雰囲気や人間関係を維持するためのキャラの使い分け〉といった，周囲に合わせ

るための【受動的なキャラの使い分け】が行われるようになる。 

一方で【キャラを使い分けることへの感情】として，他者に〈嫌われたくない思い〉か

らキャラを使い分けることで〈ポジティブな印象形成の試み〉が行われるが，〈本当の自

分を知ってもらえない思い〉との間で葛藤を抱く場合もある。さらに，なりたい自分や見

られたい自分を意識した〈理想の自分を意識したキャラ〉を使い続けることで，〈自分ら

しさの模索〉が行われ，〈仮の自分らしさのキャラ〉として用いる者も存在する。そして，

〈仮の自分らしさのキャラ〉を意識し過ぎることで〈誇張されたキャラの呈示〉が行われ，
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〈キャラの使い分けによる窮屈さ〉を感じ，自分らしさとの間で葛藤を抱く場合もある。

このように，キャラを使い分ける者は，他者から見られる自分を意識し，本当の自分とは

何かを模索する過程の中で，キャラを使い分けることによる葛藤が生じることが示された。 

３）［キャラの使い分け意識が変化する体験］ 

 キャラを使い分けることによる葛藤を抱く者は【転機となる出来事】がキャラの使い分

け意識の変化のきっかけとなる。キャラにとらわれず，ありのままの自分でいられるよう

になることで〈キャラの束縛からの解放〉を体験する者や，〈本当の自分を受け入れてく

れる人や場所との出会い〉という転機を体験した者がいる一方で，〈キャラの使い分けに

よる対人トラブル〉が生じることで，再びキャラを使い分けることによる葛藤を経験する

場合もあることが示された。 

 次に【転機となる出来事】に導かれて【キャラと自己概念の振り返り】が行われる。〈キ

ャラの束縛からの解放〉や〈本当の自分を受け入れてくれる人や場所との出会い〉によっ

て，自分自身の在り方に対して自分なりの解釈を持てるようになることで〈自分の軸を持

つ意識〉が形成され，〈コントロールできるキャラへの気づき〉と〈コントロールしにく

いキャラへの気づき〉が得られる。このように，キャラを使い分けることに対して葛藤を

抱く状態から【転機となる出来事】がきっかけとなり【キャラと自己概念の振り返り】が

行われることで，〈自分の軸を持つ意識〉が形成されていくことが示された。 

４）［キャラの使い分け意識の再構築］ 

 ［キャラの使い分け意識が変化する体験］をした者は理想の自分や他者から見られる自

分を強く意識したキャラの使い分け意識から，ありのままの自分としてあえて〈キャラを

使い分けない意識〉に変化する者や，ほどほどにキャラを使い分けようとする〈適度なキ

ャラの使い分け意識〉に変化する者がいた。そして，〈適度なキャラの使い分け意識〉を

持つ者は〈役割や立場に応じたキャラの使い分け〉や〈自分を守るためのキャラの使い分

け〉，〈円滑な人間関係の構築のためのキャラの使い分け〉といった，【能動的なキャラ

の使い分け】を行うようになる。しかし，【能動的なキャラの使い分け】を行う者の中に

は再び〈コントロールできるキャラへの気づき〉と〈コントロールしにくいキャラへの気

づき〉の振り返りを経て，【キャラの使い分け意識の再構築】が繰り返され，キャラの使

い分け意識が発達していくという循環的なプロセスも示された。 

 

考察 

本研究で新たに明らかになった点として，キャラを意識するきっかけには中学校や高校

への進学といった〈環境移行に伴う対人的環境の広がり〉が関係していることが示された。

特に中学生・高校生の時期は，公的自己意識が高まる時期であり（Rankin, Lane, Gibbons, 

& Gerrard, 2004），対人関係や社会の中で青年を不安定な心理状態にさせる要因が多いと

されている（山本・ワップナー，1992）。つまり，進学などの環境移行に伴い，関わった

ことのない人や場所において見られる自分を意識することが，キャラを意識し始めるひと

つの要因になっているのではないかと考えられた。 

次に，キャラを使い分け始めた初期の頃は，【受動的なキャラの使い分け】による窮屈

さや自分らしさとの間で葛藤を抱くというプロセスが示された。阿部・田嶌（2004）は青

年期の悩みについて，「イメージの体験様式」という考え方を用いて説明しており，「体
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験的距離（悩みという体験と自分との間の距離）」と「心的構え（主体の対象・環境に対

する心的態度，心の準備状態）」の２つの面から捉えられるものとした。この考え方を援

用すると，他者からの期待に合わせて受動的にキャラを使い分けることだけを行っている

時期は，自らのキャラと体験的距離が取れておらず，キャラに対する窮屈さや自己の在り

方との間で葛藤を抱く心的構えの状態であると考えられる。関連して，千島・村上（2016）

は，中学生は友人から付与されたキャラを受容しにくく，受け入れがたいキャラを演じる

ことが心理的不適応と関連すると報告している。このことから，中学生や高校生の時期の

キャラに関する葛藤や悩みに対する支援が必要であるということが考えられた。 

また，【転機となる出来事】によって【キャラと自己概念の振り返り】が行われ，〈適

度なキャラの使い分け意識〉へと変化するというプロセスが示された。転機（turning 

point）とは，「人との出会い」や「受験・浪人」，「環境変化（進学・転校等）」といっ

た様々なきっかけによって自己変容・自己形成がなされる大きな転換のことを指す（杉浦，

2004）。つまり，クラス替えや進学のように対人的環境が変化し，自己変容や自己形成が

なされることで，キャラの使い分け意識に変化が起きるのではないかと考えられた。 

そして，ありのままの自分も大切にできる〈適度なキャラの使い分け意識〉へと変化し

た結果，【能動的なキャラの使い分け】が行われるようになるというプロセスが示された。

このことから，理想の自分や他者から見られた自分を強く意識したキャラの使い分けによ

る葛藤を抱いていた者は，【転機となる出来事】によって自分自身の在り方に対しての解

釈を持つようになるのと同時に，〈コントロールできるキャラへの気づき〉と〈コントロ

ールしにくいキャラへの気づき〉を経て，キャラと体験的距離を取ることができるように

なり，受容的な心的構えの状態に変化するものと考えられた。関連して，千島・村上（2016）

は，大学生はキャラを自分自身の一部として受容しており，心理的適応を保ちながらキャ

ラを介して円滑に友人と付き合うことが出来ると報告している。つまり，キャラを使い分

ける経験を通して，あえて〈キャラを使い分けない意識〉を持つようになる者もいれば，

適度に〈能動的なキャラの使い分け〉を行うようになる者もいるのではないかと考えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 対人的環境の広がりと本人の成長・発達 

Figure １. 青年期におけるキャラの使い分け意識の発達プロセス 
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青年の価値観とアイデンティティ、心理的適応の関連 
 

能渡 真澄 1・筒井 雅弘 2 

（1筑波大学大学院人間総合科学研究科・2筑波大学心理学類卒） 

 

The relationship between values, identity, and psychological adjustment in adolescence. 

Masumi NOTO1, Masahiro TsuTsui2 

(1 Graduate School of Comprehensive Human Science, University of Tsukuba 2A Graduate of 

College of Psychology, School of Human Sciences, University of Tsukuba) 

 

問題と目的 

 価値観は、青年期の人格形成において必然的なものであり（秋葉, 2000）、青年期の自我

形成において行動の要を成す重要な問題である（岡田, 1990）。青年がある価値観を持つこ

とは、アイデンティティの探求とコミットメントの高さ（井上・三上・芳田, 1994）や、

well-being の高さ（Watanabe, Kawakami, & Nishi（2020）と関連することが示されており、

青年期に自分なりの価値観を見出すことは、青年の心理的発達に重要な意味を持つことが

明らかにされている。 

 その一方で、青年を取り巻く社会の変化により、それを反映する形で、青年の生き方や

価値観も変化する可能性が指摘されている（高坂, 2018）。Puohiniemi ＆ Verkasalo（2020）

がフィンランドで行った調査では、2001 年から 2015 年にかけて、人々が多種多様な情報

メディアを活用する程度が増加していることを報告している。加えて、この研究では 2015

年の調査に参加した 15 歳から 29 歳の若者において、情報メディア活用の多様化は回答者

間の価値観の不一致と関連することが示されている。現代は、高度情報社会が成熟したこ

とで情報メディアが発達し、膨大な量の断片的な情報がいつでも入手できるようになった。

それによって青年たちの価値観の多様化が進み、価値の捉え方や価値観を持つことの意味

が変化していると考えられる。 

そこで本研究は、Schwartz（1992）の基本価値 10 種を取り上げて、価値観との関連が多

く指摘されているアイデンティティと心理的適応について関連を検討し、現代青年の価値

観が持つ特徴を明らかにする。加えて、基本価値 10 種の潜在因子を探索的に分析し、その

潜在変数とアイデンティティおよび心理的適応の関連もあわせて分析することで、価値観

の背後にある価値の捉え方についても検討を行う。 

 

方法 

 調査対象者 日本の大学生および大学院生 127 名（男性 54 名, 女性 69 名, 不明 4 名,  

M = 21.3 歳, SD = 1.02）を対象として、Google Form を用いたウェブ調査を実施した。 

 使用尺度 Schwartz（1992）の基本価値 10 種を測定する 10 項目（石井, 2016）、多次元

自我同一性尺度（谷, 2001）、そして心理的適応の指標として、大学生用適応感尺度（大久

保・青柳, 2003）と二項目自尊感情尺度（箕輪・成田, 2013）を用いた。 
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結果 

 10 種の価値観とアイデンティティ・心理的適応の関連 Schwartz（1992）の基本価値 10

種を説明変数、アイデンティティの感覚の下位尺度と適応感の下位尺度、自尊感情を目的

変数とした重回帰分析を行った。その結果、アイデンティティや心理的適応の高さと最も

多く関連があったのは達成の価値観であり、アイデンティティの下位尺度である連続性・

斉一性、心理社会的同一性、適応感の下位尺度である居心地の良さ、被信頼・受容感、 

課題・目的存在との間に、正の関連が認められた（βs = .18－.29）。一方、快楽の価値観は

対自的同一性（β = -.27）と被信頼感（β = -.17）、力の価値観は対他的同一性（β = -.19）、

課題・目的存在（β = -.21）、被拒絶感（β = .18）と、それぞれ関連が認められた。 

 10 種の価値観の潜在因子とアイデンティティ・心理的適応の関連 10 種の価値観の背後

にある価値の捉え方を検討するため、10 種の価値観の回答値について因子分析を行った。

その結果、自己決定・快楽・刺激・達成・力に強い因子負荷を持つ「先鋭志向」因子、安

全・快楽・刺激に強い因子負荷を持つ「安楽志向」因子、そして、普遍・同調・慈善・伝

統に強い因子負荷を持つ「秩序志向」因子の 3 因子を抽出した。 

 そして、それら 3 因子を潜在変数として、これらの潜在変数がアイデンティティと心理

的適応を説明するモデルについて、構造方程式モデリングによる分析を行った（Figure 1）。

その結果、アイデンティティや心理的適応の高さと最も多く関連が認められたのは秩序志

向であった。他方、安楽志向はそれらの多くとの間に負の関連が認められ、先鋭志向は自

尊感情の高さと関連する一方で、対他的同一性の低さとも関連が認められた。 

 

考察 

 Schwartz（1992）の基本価値とアイデンティティおよび心理的適応の関連を検討した結

果、個別の価値観では達成の価値観、価値観の背後にある要素の中では秩序志向がアイデ

ンティティや心理的適応の高さを予測していた。このことから、価値観の多様化が進んだ

現代においては、迷いなく成功を志向する価値観や、秩序を守る集団志向の価値観を強く

持つことが、青年の心理的発達に有益であることが示唆された。 

秩序志向

安全

安楽志向

自己決定

達成

力

先鋭志向

快楽

刺激

普遍

同調

慈悲

伝統

.72

χ2 (93) = 124.76, p < .05, χ2 /df = 1.35, CFI = .95, TLI = .92, RMSEA = .05 [.03 - .08]，実線は正、破線は負のパスを表す。

Figure 1. 価値観3因子とアイデンティティ、心理的適応の関連（N = 119）
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青年期の理想-現実自己の差異に対する反応の検討 

－自己指針とセルフ・コンパッションの差から－ 

夫馬綾子 1・髙野恵代 2 

（1愛知淑徳大学大学院心理医療科学科・2愛知淑徳大学心理学部） 

 

Reactions to the Difference between Ideal and Perceived self in Adolescents 

－From the difference between self-guide and self-compassion－ 

Ayako FUMA1, Yasuyo TAKANO2 

(1Graduate School of Psychology and Medical Sciences, Aichi Shukutoku University 

 2 Department of Psychology, Aichi Shukutoku University) 

 

問題と目的 

 青年期は自己に向き合うことが多く，葛藤を感じやすい時期である。青年期における不

適応の要因のひとつに理想の自己と現実の自己の不一致が挙げられる。 

目標とする自己（自己指針）は，小平（2004）によれば「ありたい」自己を指す理想自

己のほうが，「あるべき」自己を指す義務自己に比べ現実自己を参照しやすく，現実自己

の長所，短所を促進，改善していく方向として位置づけられやすいとしている。また，齊

藤（2009）は理想自己と現実自己の差異が大きくても，高い自尊感情を保持していること

によって適応が保たれることを示した。 

これらの研究から，自己指針と現実自己に対する態度の両方が青年の適応に影響を及ぼ

していると考えられるが，自己における理想と現実の不一致に対して，自己指針と現実自

己による影響の検討は十分になされていない。したがって，本研究では自己指針と現実自

己への関わりが，理想と現実の自己の差異を認知した際に生じる反応にどのような影響を

及ぼすかについて検討することを目的とする。また，理想との差を感じる場合は少なから

ず苦痛を感じる状況であることを想定し，本研究では Neff（2003）が提唱した「困難な状

況において，自己に生じた苦痛をありのまま受け入れ，苦痛を緩和し幸せになりたいと願

う自己との肯定的なかかわり方」であるセルフ・コンパッション（Self-compassion;以下 SC

と表記）を用いて，より自己の理想と現実の差異を認知した際の現実自己への関わりに着

目し，その影響を検討していくことにする。 

 

方法 

調査対象者 18 歳（高校生を除く）から 29 歳までを調査対象とし，303 名から回答を得て，

そのうち 298 名（男性 57 名，女性 238 名，不明 3 名）を分析対象者とした。平均年齢は

21.62 歳（SD ＝2.59）であった。 

調査時期・方法 2020 年 10 月と 2021 年 4 月から 5 月に Google フォームを用いて Web ア

ンケート調査を行った。 

調査項目 ①自己目標志向性尺度（小平, 2001）15 項目 5 件法，②SC 尺度日本語版（有光, 

2014）26 項目 5 件法，③理想自己と現実自己の差異への反応測定尺度（齊藤, 2009）27 項

目 5 件法,④フェイスシート（性別，生年月日，年齢，職業）によって構成された。 
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結果と考察 

 自己指針（義務自己，理想自己）と SC（自分へのやさしさ，共通の人間性，自己批判，

孤独感）の下位尺度得点を用いて，Ward 法によるクラスタ分析を行った。結果，義務自己

が高く，SC のポジティブな側面（P）とネガティブな側面（N）が中程度である「a:義務自

己-SC（P 中 N 中）」群，理想自己が高く，SC のポジティブな側面が高く，ネガティブな

側面が低い「b:理想自己-SC（P 高 N 低）」群，義務自己が高く SC のポジティブな側面が

低く，ネガティブな側面が高い「c:義務自己-SC（P 低 N 高）」群の 3 群に分かれた（Figure1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure１．自己指針とセルフ・コンパッションによる青年の類型化。 

理想自己と現実自己の差異への反応測定尺度における理想への関与，現実の受容，ズレ

の重視，諦めの得点が異なるかを検討するために，クラスタを独立変数として一元配置分

散分析を行った（Table1）。その結果，現実の受容，ズレの重視，諦めでは主効果が有意

であった。一方で，理想への関与では有意差が見られなかった。多重比較を行った結果，

現実の受容は b 群が最も高く，次いで a 群，c 群の順に高かった。ズレの重視は c 群が最

も高く，次いで a 群，b 群の順に高かった。諦めは a，b 群に比べ c 群が高かった。 

Table１．各群の理想自己と現実自己の差異への反応の比較 

 

 

 

 

 

 

 

以上から，理想との差を感じる時，理想自己が高く，SC のポジティブな側面が高い b

群は現実自己を受容し，ズレに対して悩みにくく，諦めずに理想に向かうという適応的な

行動をとることが示された。また，理想自己に比べ義務自己が高い a 群と c 群では，SC が

全体的に中程度ある a 群の方が，SC のポジティブな側面が低くネガティブな側面が高い c

群よりも，理想との差を感じる時に現実自己を受容し，悩みにくく，理想に対して諦めに

くいことが示された。このことから義務自己が高くても，SC のポジティブな側面がある程

度保たれる場合には，義務自己による現実自己の評価の低下が抑制され，理想と現実の差

を感じるような場面でも，より適応的な行動が促進されると考えられる。つまり，青年期

の不適応に対して，SC のポジティブな側面を高めることが効果的であると考えられる。 

M SD M SD M SD

理想への関与 15.74 2.40 15.64 2.46 15.09 2.97 1.19 ns

現実の受容 16.74 3.18 19.19 2.93 14.70 4.24 37.06 *** c < a < b

ズレの重視 14.53 2.69 13.21 3.31 15.91 2.21 16.27 *** b < a < c

諦め 11.69 3.29 11.18 3.16 12.87 3.98 4.35 * a ,b < c

***p  < .001     **p  < .01    *p < .05

b:理想自己-SC（P高N低）群

(n=124)

c:義務自己-SC(P低N高)群

(n=47) F (2, 295) 多重比較

a:義務自己-SC（P中N中）群

(n=127)
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大学生における，LINE上のやりとりで生じる気持ちと 

友人関係との関連について 
白畑眞緑 1・須藤春佳 1 

（1神戸女学院大学大学院人間科学研究科） 

 

The relationship between feelings in LINE communication with friends and friendship in 

adolescence.  

Minori Shirahata1, Haruka Sudo1 

(1Graduate School of Kobe College) 

 

問題と目的 

近年の思春期・青年期において，LINEは友人関係を維持するツールとなっている。時間

や場所の制約がないことによりいつでもメッセージを送ることが可能になった反面，送ら

れてきたメッセージに素早く返信することや，送ったメッセージに対する相手の反応の有

無により左右される心理的負荷も大きい。そこで，本研究では大学生を対象に，自身がメ

ッセージの送り手の場合と受け手の場合のそれぞれについて，即時的な返信を意識するか

どうか調査を行い，友人関係の持ち方と自己肯定感との関連を検討することを目的とした。 

方法 

関西の大学に通う大学生 150名（男性 47 名，女性 103 名）を対象に，オンラインアンケ

ート調査により，質問項目への回答を求めた。 

質問内容：友人関係の持ち方については岡田(2007)の友人関係尺度を，自己肯定感につ

いては吉森(2015) の大学生版自己肯定感尺度を用いた。また，LINE 上のやりとりに関す

るシナリオを作成し，質問への回答を求めた。シナリオは友人と遊ぶ約束をした日の予定

について尋ねる場面（以下「予定」），テストで疲れ遊びに行きたいと送るつぶやき場面

（以下「つぶやき」），恋人のことを相談する相談場面（以下「相談」）の 3 場面を設定

した。回答者には，メッセージの送り手の場合と，受け手の場合の両側面から回答を求め

た。LINEのやりとりの相手は，同性の親しい友人を想定してもらうよう教示した。 

ⅰ）自分がメッセージの送り手の場合の質問：友人から返信が来ないことが気になり始め

るのはメッセージを送ってからどの程度経過した頃か（①30分以内，②1〜2時間以内，③

その日のうち，④2,3日以内,など）あてはまるものに選択してもらい，そのときに生じる

ネガティブな感情を設定し（モヤモヤする，驚き，戸惑い，心配な，不安な，いらいらす

る），「あてはまらない」〜「あてはまる」の５件法で回答を求め，同時にどのようなこ

とを考え，想像するのかについて自由記述で回答を求めた。これらの設問は，自分が送っ

たメッセージが未読状態の場合と既読状態の場合の２回，回答を求めた。ⅱ）自分がメッ

セージの受け手の場合の質問：友人からのメッセージを確認したときに（未読状態），返

信することに対してどのような気持ちになるか，「1返信しようと思わない」〜4「とりあ

えず，すぐに返信しなければと思う」の５つの選択肢から選んでもらい，選択した気持ち

になるときの考えや想像することを自由記述で回答を求めた。 
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結果 

 友人関係についてクラスタ分析を行った結果，３クラスタに分類され，それぞれ「快活

的関係群」「関係回避群」「自他傷つき回避群」と命名した。以上の 3 群と自己肯定感に

おいて対応のない一要因分散分析を行ない，群による主効果が有意であったため多重比較

を行なったところ，「自他傷つき回避群」の「無条件の自己肯定」が最も低いことが示さ

れ，「関係回避群」は３群の中で「安定した自己」が最も高いことが示された(Table1)。 

 次に，友人関係群と友人から返信が来ないことが気になり始める時間について検討を行

った結果，友人関係群による違いは認められなかった。友人からのメッセージを確認した

ときの返信に対する気持ちの違いについても，友人関係群による違いは認められなかった。

自身がメッセージの送り手の場合に，友人からメッセージが来ないことが気になり始める

とき，ネガティブな感情をどの程度感じるかについて検討を行なったところ，「予定」の

「不安な」において友人関係群による違いが見られた。未読状態では，「自他の傷つき回

避群」が関係回避群よりも有意に「不安な」が高く(F(2,145)= 4.24,p＜.05)，既読状態で

は，自他傷つき回避群が 3 群の中で最も高いことが認められた(F(2,137)= 5.32,p＜.01)。 

 

Table1.友人関係の分類における自己肯定感の分散分析の結果 

 

 

 

 

 

 

 

 自由記述の反応を分類した結果,場面に共通して次のようなカテゴリーが見出された。自

身が送り手の場面においては，「友人の状況や様子に注目」，下位分類として「相手が返

信できない状況にある」，「相手が返信に対して感じている」等が見出された。「自分の

心情に注目」カテゴリーでは，「友人からの自身に対するネガティブな気持ち」や，「相

手への怒り」等，相手を責める内容に分類された。自身が受け手の場面では,「友人の状況

を考えて相手を優先する」,「自身の状況や気持ちを優先する」に分類された。 

考察 

 友人関係群と自己肯定感との関連の結果から，自他ともに傷つかないように振る舞う青

年は，ありのままの自分を肯定的に評価することが難しいことが示された。一方で，友人

と関わることを避ける青年たちは，友人と関わりを持たないことで，友人の評価に左右さ

れずに自己を保っていることが窺える。また，LINE シナリオにおいて,「予定」の既読後

の場面では，「自他の傷つき回避群」の「不安な」の得点が他の 2群よりも有意に高かっ

た。このことから，自他の傷つきを回避しようとする青年たちは，友人がメッセージを読

んでいるのに返信がないことに対して,自分が相手を何かしてしまったのではないか，反対

に相手が自分に対して否定的に評価しているのではないか，という考えや思いを想起しや

すいのではないかと考えられる。 

 

クラスタ 1快活的関係群 2関係回避群 3自他傷つき回避群
（人数） 41 67 42 F値 多重比較

平均 .091 .137 -.308 3＜2
SD .867 .804 .942 3＜1†

平均 -.103 .313 -.399

SD .896 .819 .893
1,3＜2

†p＜ .10, **p＜ .05, ***p＜ .01

自己肯定感

無条件の自己
肯定

安定した自己

3.77**

9.23***
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ロールモデルの獲得に関わる要因についての 
縦断的検討 

溝口侑 1・酒井淳平 2・河井亨 3 

（1桐蔭横浜大学・2立命館宇治中学校・高等学校・3立命館大学） 

 

Longitudinal study of factors of role model acquisition 

Yu MIZOGUCHI1, Junpei SAKAI2, Toru KAWAI3 

(1Toin University of Yokohama 2Ritsumeikan Uji Junior and Senior High School, 
3Ritsumeikan University) 

 

問題と目的 

個人のキャリアが多様化し，定型化されたライフコースが失われた現代社会であっても，

若者がキャリアを築いていくなかで，社会状況や職業あるいは自己についての理解を深め

るために，ロールモデルを持つことには意義があると考えられる。 

これまでの研究（例えば，溝口・溝上，2020）では，ロールモデルがいるかどうかとい

うことをキャリア発達やアイデンティティ形成に寄与する要因として検討してきたが，個

人のキャリアが明確になり，アイデンティティの形成が進むことがロールモデルの獲得に

つながる可能性もある。溝口・酒井・河井（2021）では，高校生に対する縦断調査のデー

タを用いてロールモデルの獲得とキャリア発達及びアイデンティティ形成との相互作用に

ついて検討し，キャリアビジョンが明確になっていること，アイデンティティのコミット

メント形成がなされていることが，ロールモデルの獲得につながっている可能性を示した。 

本研究では，溝口他（2021）のデータのうち，一時点目でロールモデルがいなかった人

に着目し，ロールモデルの獲得に関わる要因について検討することを目的とする。 

 

方法 

調査手続き 宇治市内の私立高校一校において調査を実施した。2018 年度入学生を対

象として，2019 年 3 月上旬（高 1 の学年末，以下 wave1）と 2020 年 8 月下旬（高 3 一学期

末，以下 wave2）に調査を行った。wave1 での回答者は 274 人，wave2 での回答者は 285

人であり，両時点での回答者は 207 人だった（ただし時間の制約上，調査はホームルーム

の時間を利用して 2 分割して行われたため，調査項目によって欠損値があった）。 

調査項目 デモグラフィック変数に加え，以下の項目について尋ねた。1) ロールモ

デルに関する質問（①将来の生き方についてのロールモデルがいるかどうかを尋ね「はい」

「いいえ」で回答を求め，②「はい」と回答した人にはロールモデル尺度（以下 RMS；溝

口・溝上，2020）を尋ね，「いいえ」と回答した人にはロールモデルの必要性を 5 件法で

尋ねた），2) キャリア発達に関する質問（キャリア・アクション・ビジョン・テストのビ

ジョン・達成についての項目，以下，CAVT；田澤他，2010），3) アイデンティティ形成

に関する質問（多次元アイデンティティ発達尺度，以下，DIDS-J；中間他，2015）につい

て尋ねた。 
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結果 

両時点でロールモデルがいることに有意な

連関があるかを検討するためにマクネマー検

定を行った結果，弱い連関が見られた（溝口

他，2021）。 

次に，ロールモデルを必要としている程度

との関連から検討した。wave1 ではモデルが

いないと回答したが，wave2 ではいると回答

した 44 名を対象に，wave1 でのロールモデル

の必要性と wave2 でのロールモデルの有無について点双列相関係数を算出した。その結果，

有意な相関は見られなかった (rpb = .188 [-.014‐.375], n.s.)。また，両時点でいないと回答

した 61 名を対象に，ロールモデルの必要性について相関係数を算出したところ，有意な強

い相関関係が見られた (r = .513 [.284‐.686], p < .001)。 

さらに，ロールモデルの必要性に加えて wave1 の CAVT の「ビジョン達成」と DIDS-J

の「コミットメント形成」「コミットメントへの同一化」を独立変数とし（ここでは溝口

他（2021）で関連の見られた項目のみを扱った），wave2 でのロールモデルの有無を従属

変数とするロジスティック回帰分析を行った。その結果，必要性とビジョン達成から有意

な正の影響が見られた（詳細な結果は表 2 に示す）。 

 
考察 

ロールモデルを求めている人は，モデルは人生の選択や生き方の指針となり，将来の未

知に対する不安を解消してくれる存在と考えていることが明らかにされている（溝口・溝

上，2019）が，ただ必要であると思っていることと獲得には直接の関連は見られなかった。

しかし，キャリアビジョンを統制することで，つまりキャリアの見通しが同程度であるな

らば，必要であるという感覚が獲得には重要になるものと考えられる。 

 

主な参考文献 
溝口侑・溝上慎一 (2019). ロールモデルを求める理由とその類型－モデルがいない大学生

の分析－ 日本青年心理学会第 27 回大会発表論文集, 57-58 

溝口侑・溝上慎一 (2020). 大学生のキャリア発達とロールモデルタイプの関係――ロール
モデル尺度（RMS）の開発の試み―― 青年心理学研究, 32, 17-36. 

溝口侑・酒井淳平・河井亨 (2021). ロールモデルとキャリア発達・アイデンティティ形成
の関係についての縦断的検討 日本教育工学会第 38 回全国大会講演論文集, 299-300. 

 

表 2 wave2でのロールモデルの有無についてのロジスティック回帰分析の結果 

偏回帰係数 標準誤差 オッズ比 95%信頼区間 VIF

ロールモデルの必要性 0.612 0.276 * 1.844 [1.074 - 3.167] 1.077

CAVT ビジョン達成 0.889 0.339 ** 2.434 [1.252 - 4.732] 1.621

DIDS-J コミットメント形成 -0.047 0.506 0.954 [0.354 - 2.572] 2.603

DIDS-J コミットメントへの同一化 -0.270 0.553 0.763 [0.258 - 2.255] 2.230
 

注 1：***は 0.1%水準， **は 1%水準，*は 5%水準で有意であることを表す 

注 2：尤度比検定の結果 χ2 (4) = 13.886, p < .01，正判別率 = 67.4% 

表 1 両時点でのロールモデルの有無 

いる 76 (29.47%) 26 (21.26%)

いない 44 (12.56%) 61 (36.72%)

wave2

wave1

いないいる

 
注 1：χ2 = 4.629, p < .05, cohen’ s G = 0.129 [0.007 - 0.238] 

注 2：( )内は全体に対する割合を表す 
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就職活動中のソーシャル・サポートが 
大学生の就職活動ストレスに与える影響 

－自己効力感，就職活動状況による違いの検討－ 

後藤はるか 

（早稲田大学大学院文学研究科） 

 

The effect of Social-Support to Job Search Stress among University Student in Japan 

-The effect of Career Decision-Making Self Efficacy and Job-Hunting Situation- 

Haruka GOTO 

(Department of Psychology, Faculty of Literature, Waseda University) 

 

問題と目的 

 「就職活動」という言葉に対するイメージは，人によってさまざまである。社会で活躍

したい，というやる気のあるものに対しては，就職活動は社会に出る積極的な一歩と言う

輝かしいイメージだろう。一方，積極的に将来について考えない者は，就職活動は苦痛の

伴う通過儀礼と捉えるだろう。いずれにせよ，就職活動を納得の行くまでやりきることは，

大きな負担を伴う。本研究では，就職活動特有のストレスに対し，友人からのソーシャル

・サポートがどのような影響を与えるか検討する。また，就職活動を遂行するためには，

自分の納得のいく進路を自分で決めることができる，という自負が必要である。本研究で

は同時に，就職活動ストレスへの進路選択に対する自己効力感がどのような影響を与える

のか検討する。 

今回検証した仮説は，1)進路選択に対する自己効力感が高いほど，すべての就職活動ス

トレスが下がる，2)友人からのソーシャル・サポートが多いほど，すべての就職活動スト

レスが下がる，の２つである。 

 

方法 

 

調査対象者 

早稲田大学に所属する学生のうち，2019 年度に就職活動を行っていた大学生 77 名から回

答を得た。最終的な分析対象者は 77 名(男性 21名，女性 55 名，答えたくない 1名)であっ

た。参加者の学年は，3年生 23名，4 年生 52名であった。また，5年生，7年生がそれぞ

れ 1名ずつ含まれ，学年との分析の際に，その 2名を除いた 75 名のデータを分析した。参

加者の平均年齢は 21.7歳(SD=0.91)であった。 

 

調査時期 

2018年 11月 29日～12月 5 日 
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調査方法 

オンライン上で質問紙を配布し，回答を求めた。質問紙は，フェイスシートと，以下の尺

度から構成した。質問紙は，1)就職活動ストレス尺度(下村・木村，1997)，2)進路選択に

対する自己効力尺度(浦上，1995)，3)友人からのソーシャル・サポート尺度(小牧・田中，

1993)，4)就職活動の実施状況で構成した。 

 

結果 

① 仮説１の検証 

まず仮説 1の検証に当たり，進路選択に対する自己効力感と就職活動ストレスの 3つの下

位尺度とのピアソンの相関を調査した。その結果，進路選択に対する自己効力感と適性・

興味関連ストレスに負の相関があり(r=-.56,p<.01)，他者比較ストレスと低い負の相関が

あった(r=-.26,p<.05)。 

 

② 仮説 2の検証 

仮説 2の検証のために，友人からのソーシャル・サポートと就職活動ストレスの 3つの下

位尺度とのピアソン相関を求めた。その結果，友人からのソーシャル・サポートと適性・

興味関連ストレスが低い負の相関があった(r=-.30,p<.01)。 

 

考察 

本研究では，進路選択に対する自己効力感と友人からのソーシャル・サポートとが就職

活動ストレスにどのような影響を与えるのか知見を得ることを目的とした。結果として，

進路選択に対する自己効力感と適性・興味関連ストレスに負の相関があり，他者比較スト

レスと低い負の相関があった。これは，進路選択に対する自己効力感が高いほど，自分が

何をすべきか，ということが確定しており，また他者と自分を比べて落ち込むことが少な

いことを示唆している。また，友人からのソーシャル・サポートと適性・興味関連ストレ

スが低い負の相関があった。これは，友人からのサポートを積極的に受けるものほど，自

分の興味・関心で悩むことが少ない，と言うことが示唆されている。また，本研究で明ら

かにできなかった点は，因果関係を明らかにすることである。今後の展望として，就職活

動ストレスと進路選択に対する自己効力感，友人からのソーシャル・サポートの回帰分析

を実施する必要がある。 
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依存性からみた青年期の感謝の特徴 

 

池田幸恭 1 

（1和洋女子大学） 

 

Gratitude and Dependency in Adolescents and Young Adults 

 

Yukitaka IKEDA1 

(1Wayo Women’s University) 

 

問題と目的 

青年期は、素直に感謝が感じられなくなるという感謝への抵抗感が生じやすい時期であ

ることが指摘されている。内藤(2004)は、子どもや青年には、感謝の背後にある他者に依

存しているという感覚と自律という感覚をどのように統合するかが求められると論じてい

る。このように青年期の感謝の発達には、依存性が関係すると考えられる。 

本研究では、「感謝」を“自分が何らかの恩恵を与えられているという感覚”(池田, 2020)

としてとらえ、特性感謝と状態感謝、感謝の表明、感謝への抵抗感という多角的な観点か

ら検討する。これらの感謝の諸指標の年齢的変化に加えて、依存性との関連を分析する。 

 本研究の目的は、依存性からみた青年期の感謝の特徴を明らかにすることである。年齢

を経るほど、さらに自立と両立すると考えられる統合された依存性を示すほど、感謝への

抵抗感は小さくなり感謝の諸指標が示す傾向がみられると予想した。 

 

方法 

調査回答者 15 歳から 24 歳までの未婚で子どもがいない 928 名(男性 455 名、女性 473 名)

の回答を分析した。 

調査時期および手続き 2021 年 3 月に、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 2 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 感謝の諸指標として、日本語版特性感謝尺度 6 項目(Hatori, Kodama, & Koganei, 

2014)へ 7 件法、状態感謝をとらえるために友人関係と親子関係における各被援助場面(蔵

永・樋口, 2011)について「満足感」3 項目と「申し訳なさ」3 項目へ 5 件法、岩﨑・五十嵐

(2014)を参考に作成した感謝の表明を尋ねる 4 項目へ 5 件法で回答を求めた。感謝への抵

抗感を尋ねる 7 項目(“周りの人へ素直に感謝することができない”など)について関連研

究(池田, 2010 など)を参考に作成し、5 件法で回答を求めた。依存性については「依存欲求」、

「依存の拒否」、「統合された依存性」の下位尺度から構成される自己評定(関, 1982) へ 5

件法で回答を求めた。この他に青年期の発達に関連する指標として、SD3-J (下司・小塩, 

2017)の下位尺度である「自己愛傾向」9 項目、アイデンティティ段階解決尺度 6 項目(Côté, 

1997; コテ,  松下・溝上訳 2014)、モラトリアムに関する特徴における「自立欲求」5 項

目(髙坂, 2016)へ 5 件法で回答を求め、戸籍上の性別、職業、主観的経済状況なども尋ねた。 
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結果と考察 

 感謝の諸指標について、「特性感謝」は主成分負荷量が小さかった 1 項目を除外した 5

項目を用い、被援助場面における感情体験は友人と親の各場面を合算して得点化した。

α=.73 to 89 であり、一定水準以上の信頼性が確かめられた。 

 感謝の諸指標について性別と年代(10 代後半・20 代前半)を要因とした分散分析を行った

結果、20 代前半は 10 代後半に比べて「特性感謝」(F(1, 924)=14.76, p<.001)と被援助場面に

おける「満足感」(F(1, 924)=13.36, p<.001)の得点が小さく、被援助場面における「申し訳

なさ」(F(1, 924)=3.98, p<.05)と「感謝への抵抗感」(F(1, 924)=4.62, p<.05)の得点は大きかっ

た(η2=.01 to .02)。10 代後半に比べて 20 代前半で、被援助場面における「申し訳なさ」と

感謝への抵抗感が大きくなり、素直に感謝が感じられない傾向がみられた。男性よりも女

性で「特性感謝」、被援助場面における「申し訳なさ」、「感謝の表明」の得点は大きく、

「感謝への抵抗感」の得点は小さかった(F(1, 924)=4.42 to 71.84, ps<.05; η2=.01 to .07)。 

依存性からみた感謝の特徴を検討するために、共分散構造分析によるパス解析を段階的

に行った。第 1 段階では、「特性感謝」ならびに「感謝への抵抗感」から被援助場面にお

ける「満足感」と「申し訳なさ」を経て「感謝の表明」へと至るというモデルを仮定して

感謝の諸指標間の相互関係を確かめた。第 2 段階では、第 1 水準に年齢、戸籍上の性別、

主観的経済状況を、第 2 水準に依存性の 3 種類の得点(依存欲求、依存の拒否、統合された

依存性)、第 3 水準以降に感謝の諸指標を投入したモデルを確かめた。さらに第 3 段階とし

て、第 2 水準に自己愛傾向、アイデンティティ段階解決尺度の 2 種類の得点(成人アイデン

ティティ解決尺度(AIRS)、社会的アイデンティティ解決尺度(SIRS))、自立欲求を投入した

場合も、依存性と感謝の関連がみられるかを検証した。いずれも 5%を基準に有意なパス

のみになるまで、繰り返し分析を行った。最終的に CFI=.95、RMSEA=.06 であり、一定水

準以上の適合度が示された。分析結果を Table 1 に示す。自己愛傾向やアイデンティティ

の感覚の程度を考慮しても、自立と両立すると考えられる統合された依存性を示すほど、

個人特性としての感謝、被援助場面における満足感、感謝の表明がみられ、感謝への抵抗

感は低減することが示唆された。 
 

Table 1 依存性と感謝の諸指標ならびに関連要因とのパス解析結果 
　　　　目的変数
説明変数

年齢 -.05 * -.09 ** -.10 *** .11 ***

性別 .12 *** .15 *** -.07 * -.07 * .20 ***

主観的経済状況 -.11 *** .11 *** .16 *** .13 ***

依存欲求 ― ― ― ― ― .07 * .13 *** .17 *** .16 *** .12 ***

依存の拒否 ― ― ― ― ― -.09 ** .40 *** .31 ***

統合された依存性 ― ― ― ― ― .45 *** -.27 *** .27 *** .21 ***

SIRS ― ― ― ― ― .09 ** .08 **

自己愛傾向 ― ― ― ― ― .11 *** -.16 *** .15

特性感謝 ― ― ― ― ― ― ― .12 *** .24 *** .21 ***

感謝への抵抗感 ― ― ― ― ― ― ― -.16 ***

被援助場面満足感 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

被援助場面申し訳なさ ― ― ― ― ― ― ― ― ― .15 ***

R
2 .01 .01 .04 .03 .02 .28 .27 .25 .21 .42

       * p <.05 ** p <.01  *** p <.001

自己愛傾向

注) 数値は標準化係数である。「年齢→依存欲求」のパスの場合、説明変数に「年齢」を目的変数に「依存欲求」を示した。

戸籍上の性別(男性=0、女性=1)、SIRSはthe Societal Identity Resoluiton Scale (社会的アイデンティティ段階解決尺度)である。成人アイデンティティ解決尺度と自立

欲求は感謝の諸指標との関連がみられなかったため省略した。年齢と主観的経済状況はr =-.10(p <.01)であり、誤差項間の相関係数は、特性感謝と感謝への抵抗

感は-.30、依存欲求と統合された依存性は.55、依存の拒否と統合された依存性は-.23、統合された依存性とSIRSは.33、SIRSと自己愛傾向は .32であった(ps <.001)。

適合度はCFI=.95、RMSEA=.06であった。

依存欲求
感謝への
抵抗感

被援助場面
満足感

被援助場面
申し訳なさ

感謝の表明特性感謝依存の拒否
統合された
依存性

SIRS

 
本研究は 2020 年度和洋女子大学研究奨励費の助成を受けたものです。 
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過去の自己からの手紙を読むことによる感情の変化 
－1年間の縦断研究から－ 

千島雄太 1 

（1筑波大学人間系） 

 

Change in Affect After Reading a Letter From Past Self: A 1-year Longitudinal Study 

Yuta CHISHIMA1 

(1Faculty of Human Sciences, University of Tsukuba) 

 

問題と目的 

 パンデミックによる影響で精神的健康は大きく害されており，精神的健康の維持・改善

は急務である。例えば，2020 年 4～5 月のストレス反応は，前年同時期と比べて 20%以上

高まり(Yamamoto et al., 2020)，その影響は現在も色濃く残っている(内閣府, 2021)。 

 ストレスの低減に有効な手法として，他者からのサポートの受領があるが，現状では感

染拡大防止のために，他者との交流は限定されており，サポートも得られにくくなってい

る。そこで本研究では，新しい観点として「過去の自己からのサポート」に着目する。 

 過去の自己からのサポートを実現する手段として，本研究では手紙を用いる。これまで，

未来の自己へ手紙を書くことの短期的効果は報告されてきたが(Chishima et al., 2021; 

Monroe et al., 2017; Rutchick et al., 2018; van Gelder et al., 2013)，その効果の持続性や，その

手紙を受け取ることの効果は示されてこなかった。そのため，本研究では 1 年間の縦断デ

ータを用いて，それらの課題に取り組む。 

 仮説は以下の 4 点である。仮説 1：未来の自己に向けて手紙を書くことの効果は，１年

後までは持続しない。仮説 2：過去からの手紙を読んだ後は，過去の日常生活の記述を読

んだ後よりも，ポジティブ感情が上昇し，ネガティブ感情が下降する。仮説 3：手紙を読

むことの効果は，過去の自己からのサポートの知覚によって生じる。仮説 4：手紙を書く

ことの効果が高かった人ほど，その手紙を読むことの効果も高い。 

方法 

参加者 

Lancers と CloudWorks を用いて，参加者を募集した。Time 1 と Time 2 の両方に参加した

249 名(平均年齢 = 40.93 歳, SD = 9.94, range = 18-76 歳)を分析対象とした。 

手続き 

実験はオンライン上で行われ，Time 1 は 2020 年 4 月，Time 2 は 2021 年 4～5 月であっ

た。Time 1 では，参加者は手紙条件(write)と統制条件(no-write)に分かれ，手紙条件は 1 年

後の自分に手紙を書くよう指示された。Time 2 では，Time 1 における手紙条件(write)が，

手紙条件(read)と統制条件(no-read)に分けられた。手紙条件(read)は 1 年前の自分からの手紙

を読み，統制条件(no-read)は 1 年前に書いた日常生活の様子を読んだ。 

質問内容 

Time 1 では，生活満足感(Prenda & Lachman, 2001)，抑うつ(K6: Furukawa et al., 2008)，感

情(EACL: 織田他, 2015)を尋ねた。感情は，手紙の操作を行った後も測定した。Time 2 で
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は，Time 1 と同様の変数を使用したが，感情は手紙の操作を行った後のみで測定した。ま

た操作後に，過去の自己からのサポートの知覚についても尋ねた。 

結果 

手紙を書く効果の持続性 

 生活満足感・抑うつを従属変数とした 2 (条件)×2 (time)の分散分析を行った結果，交互

作用は有意でなく，Time 1 から Time 2 にかけての変化は，手紙条件(write)と統制条件

(no-write)で変わらなかった(生活満足感で p = .181, ηp
2 = .007; 抑うつで p = .982, ηp

2 = .000)。

ここから，手紙を書く効果は 1 年後まで持続していないことが示された。 

手紙を読むことの効果 

感情を従属変数とした 3 (条件)×2 (time)の分散分析を行った結果，ポジティブ感情で交

互作用が有意であり(p = .025, ηp
2 = .020)，手紙条件(read)のみでポジティブ感情の上昇が認

められた(Figure 1)。一方で，ネガティブ感情では交互作用が有意ではなかった(p = .823, ηp
2 

= .000)。ここから，手紙を読むことでポジティブ感情が高まることが示された。 

サポート知覚の媒介効果 

 過去の自己からのサポートの知覚を，条件間差を説明する媒介変数として設定して分析

を行った結果，ポジティブ感情の上昇で間接効果が有意であり(IE = .294, p = .002)，手紙を

読んだ後，過去の自己から励まされるように感じたことで，ポジティブ感情が高まったこ

とが示された。ネガティブ感情では間接効果が有意ではなかった(IE = -.155, p = .177)。 

書く効果と読む効果の関係 

 交互作用項を含む重回帰分析を行った。独立変数は，条件・Time 1 における手紙執筆前

後の感情の上昇・それらの交互作用項であった。従属変数は，Time 2 における手紙読後の

感情の上昇であった。ポジティブ感情で交互作用が有意傾向であり(β = -.17, p = .093)，手

紙執筆時にポジティブ感情が高まった者ほど，読後の感情も高まりやすいことが示された 

(Figure 2)。ネガティブ感情は交互作用が有意ではなかった(β = .00, p = .978)。 

考察 

 一連の結果から，手紙を用いた「過去の自己からのサポート」の有効性が示された。仮

説 1 は支持されたが，仮説 2～4 はポジティブ感情のみで支持される結果となった。想像上

の親友から手紙を受け取る研究においても，ネガティブ感情よりもポジティブ感情に効果

があることが報告されており(Stern & Engeln, 2018)，手紙を受け取るという行為自体がポジ

ティブ感情を高めやすいと推察される。この点については，今後の検討課題である。 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figure 1. 条件ごとのポジティブ感情の比較 Figure 2. 執筆後と読後のポジティブ感情の関連 
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中年期との対比から相対化される 
青年期・多次元アイデンティティ発達の影響 

溝上 慎一 

（桐蔭横浜大学） 

 

Developmental Impact of the Dimensions of Identity Development in Adolescence Compared to 

Middle Age 

Shinichi MIZOKAMI 

(Toin University of Yokohama) 

 

問題と目的 

 Erikson（1950）によって提起されたアイデンティティの問題は、青年期研究の中核に位

置するものと言ってよい。青年期に問題化しやすい（発達的）課題は友人関係、性、価値

観、職業など様々にあるが、児童期まで依存していた重要な他者から分離して、自身の自

己定義を踏まえた対象関係を再構築する自立的・自律的なプロセス（Blos, 1967）こそがア

イデンティティ形成であり、その意味でアイデンティティ形成は青年期の発達的意義その

ものである。 

 アイデンティティ実証的研究の初期から長らく支持されているアプローチに、J. Marcia

（1966）のアイデンティティ・ステイタスがある。アイデンティティ形成を、各領域にお

ける自己定義（self-definition）の探求・コミットメントとしてプロセス理解しようとする

ものである（Matteson, 1977）。しかしながら近年、アイデンティティが探求を経てある自

己定義にコミットメントすれば確立するという単純なプロセスではなく、探求の中にも「広

い探求」「深い探求」「反芻的探求」があり、コミットメントの中にも「コミットメント

形成」「コミットメントとの同一化」がある。少なくとも、それらを分別したアイデンテ

ィティ形成を測定することで（多元的アイデンティティ発達尺度、Luyckx et al., 2008。以

下「DIDS」）、一見確立したかに見えるアイデンティティ達成が、たとえばモラトリアム

の地位に移行するといった揺らぎの過程（初期の提起として Waterman, 1982）をも理論的

・実証的に扱えると考えられるようになっている（詳しくは中間ら, 2015）。 

 本研究では、青年期研究において、青年期のみを対象として調査等研究を行うアプロー

チではなく、他の発達期との相対によって、青年期の独自の特徴を明らかにするという新

しいアプローチを提起しようと思う。たとえば、アイデンティティ形成を「コミットメン

ト」「探求」の多次元で捉える DIDS の尺度を、中年期（30～50 代）の人びとを対象に測

定するとどのような結果が得られるであろうか。中年期においてもアイデンティティ・ス

テイタスの変化の研究はなされてきたが（Kroger & Haslett, 1991 ほか）、DIDS のようなア

イデンティティプロセスを多次元的に捉える測定での比較的検討はなされていない。 

本研究は、以上の問題意識に基づき、主に DIDS とアイデンティティ確立を測定する

EPSI（統合・混乱）との関係を、20 代から 50 代までの人々を対象に調査を行い、検討す

るものである。なお、青年期は大学生のサンプルを対象とする調査が多いので、本研究で

は短大生や専門学校生等、さらに職に就いている社会人も考慮した年代サンプルとする。 
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方法 

調査実施・対象者 調査は、インターネットリサーチ会社（株式会社マクロミル）に依頼

をして、青年期・中年期の 20 代（20-22 歳）、30 代（30-34 歳）、40 代（40-44 歳）、50

代（50-54 歳）の人びとを対象に 2020 年 12 月に調査を実施した。サンプル条件として、男

女比・職業（正規従業員、非正規従業員、パート・アルバイト、専業主婦・主夫・無職、

学生）の割合を、20 代は『文部科学統計要覧（平成 30 年版）』を、30～50 代は『国民生

活基礎調査（令和元年版）』を用いて算出した。Table 1 に参加者の属性を示す。なお、大

学生を含む 20 代は、大学生を調査対象としてきたこれまでの研究とできるだけ合わせるた

め、学生を中心とする年齢期として“20-22 歳”を対象とした。しかし、“学生”には大学

だけでなく、短大・専門学校等の学生も含めていることは上述したとおりである。 

 

Table 1 参加者の属性（性・職業） 

男性 女性 計

20代 268(47.7) 294(52.3) 562(100.0)

30代 277(49.6) 282(50.4) 559(100.0)

40代 261(48.6) 276(51.4) 537(100.0)

50代 255(48.2) 274(51.8) 529(100.0)

計 1,061(48.5) 1,126(51.5) 2,187(100.0)    

正規従業員 非正規従業員
パート・

アルバイト

専業主婦・

主夫・無職
学生 計

20代 69(12.3) 8(1.4) 30(5.3) 0(0.0) 455(81.0) 562(100.0)

30代 354(63.3) 40(7.2) 72(12.9) 93(16.6) 0(0.0) 559(100.0)

40代 328(61.1) 35(6.5) 93(17.3) 81(15.1) 0(0.0) 537(100.0)

50代 306(57.8) 38(7.2) 102(19.3) 83(15.7) 0(0.0) 529(100.0)

計 1057(48.3) 121(5.5) 297(13.6) 257(11.8) 455(20.8) 2,187(100.0)  
 

調査内容 

（１）多次元アイデンティティ発達尺度（DIDS） Luyckx et al.（2008）の DIDS 改訂版

の日本語版 DIDS-J（中間ほか, 2015）、25 項目を使用。「コミットメント形成（CM）」

「コミットメントとの同一化（IC）」「広い探求（EB）」「深い探求（ED）」「反芻的

探求（RE）」の５下位尺度から成り、“(5) かなりあてはまる”～“(1) まったくあては

まらない”までの５段階で評定を求めた。なお、DIDS-J の（オリジナル）項目には、「将

来の計画」「将来をどうしたいのか」といった将来について問う項目が多くあるが、50 代

の参加者まで通して調査をする本研究の条件を鑑みて、「人生の計画」「人生をどうした

いのか」という表現に修正した項目も追加した（25 項目中 11 項目）。 

（２）エリクソン心理社会的段階目録（第 5段階）（EPSI） Ronsenthatl et al.（1981）

の EPSI 第５段階の日本語版（畑野ほか, 2014）を使用。「アイデンティティ統合」「ア

イデンティティ混乱」の２下位尺度から成り、“(5) 非常にあてはまる”～“(1) まったくあ

てはまらない”までの５段階で評定を求めた。なお、「私は、男性であること、あるいは女
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性であることの意味をはっきりとつかんでいる」の項目は、近年のジェンダー観、LGBTQ

を始めとするマイノリティへの配慮から削除し、計 11 項目で調査を行った。 

（３）人生満足度 Diener et al.（1985）の人生満足度尺度の日本語版（角野, 1994）、

５項目を使用。“(7) 非常によくあてはまる”～“(1) まったくあてはまらない”までの７段階

で評定を求めた。 

結果と考察 

変数の信頼性 Table 2に各変数の Cronbach のα係数を示す。すべて十分な信頼性を示し

ていると考えられ、以下の分析では、すべての変数について合算した得点を項目数で割っ 

 

Table 2 変数間の相関係数 

α係数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 性 [男=1, 女=2] － －

2
年代 [20代=1, 30代=2,

40代=3,  50代=4]
－ －.002** －

3
コミットメント形成

（CM）
.833 －.019** －.027** －

4
コミットメントとの同

一化（IC）
.857 －.051** －.059** －.824** －

5 広い探求（EB） .868 －.006** －.119** －.706** －.648** －

6 深い探求（ED） .747 .002 －.197** －.588** －.564** －.752** －

7 反芻的探求（RE） .748 .018 －.144** －.087** －.060** －.502** －.530** －

8 アイデンティティ統合 .782 －.040** －.051** －.712** －.718** －.569** －.432** －.012** －

9 アイデンティティ混乱 .773 －.005** －.165** －.403** －.382** －.174** －.032** －.365** －.448** －

10 人生満足度 .917 .022 .015 －.563** －.653** －.383** －.280** －.089** －.559** .388** －

* p <.05  ** p <.01  

 
*χ2(13)=33.751, p<.01, CFI=.998, RMSEA=.027 

Figure 1 DIDSがアイデンティティ（統合・混乱）、人生満足度に及ぼす影響 
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た数値を用いた。なお、DIDS-J について、「将来」の表現をとるオリジナル版と、「人生」

に表現を直した修正版との相関係数を算出したところ、「CM（r=.917, p<.001、以下同様）」

「IC（.882）」「EB（.977）」「ED（.886）」「RE（.967）」と高い相関係数が認めら

れた。Table 2 では、修正版 DIDS-J の下位尺度のα係数を示している。 

Figure 1 の結果より大きく３つの結果が見いだされる。 

第１に、アイデンティティ統合に有意に影響を及ぼしている変数は、パス係数の大きな

順に IC（.37）、CM（.27）、EB（.21）であったことである。サンプル年齢と因果の方

向性は異なるものの、IC がアイデンティティ統合に最も影響を及ぼすという結果は、高校

生を対象に DIDS、EPSI の関係を３年間の縦断研究で検討した Bogaerts et al.（2019）

の知見に近いものである。 

第２に、“年代”から“アイデンティティ統合”へ正のパスが（.08）、“アイデンティティ混

乱”へ負のパス（－.12）が有意に認められたことである。年代が上がるにつれ、アイデン

ティティの感覚は全体的に肯定的に高まっていくことを示唆する結果である。 

第３に、“年代”から探求に関するすべての変数（EB・ED・RE）に負のパスが有意に認

められていることである（－.10～－.19）。“年代”から“IC”にも負の有意なパスが認められ

ているが、係数はさほど大きくなく（－.04）、もう１つのコミットメント変数（CM）に

は有意なパスは認められなかった。 

第１、２の結果を踏まえると、第３の結果は年代が上がるにつれてアイデンティティの

探求がなされなくなっていくことを示唆している。探求がなされなくなることで、良くも

悪くも自身のアイデンティティ確立が高まるとも考えられる結果であるが、中年期でアイ

デンティティの探求がなされていないとは考えられないので、今後さらなる検討が必要で

ある。 
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青年期・成人期における新型コロナウイルス感染症 
ワクチン接種への意欲に関わる諸要因の検討 

髙坂康雅 1 

（1和光大学） 

 

Examination of Various Factors Related to Motivation for Vaccination 

 against COVID-19 in Adolescence and Adulthood 

Yasumasa KOSAKA1 

(1Wako University) 

 

問題と目的 

 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への対策としてワクチン接種が世界的に進めら

れている。日本では 2 月中旬から医療従事者等に対して，4 月からは 65 歳以上の高齢者に

対する優先接種が行われ，徐々に接種対象者が拡大している。そのなかで，若者がワクチ

ン接種に消極的であることが報道されている。国立精神・神経医療センター(2021)が 2 月

に実施した調査では，65～79 歳のワクチン忌避率は約 5%であったのに対し，15～39 歳の

忌避率は約 15%であった。また東京 iCDC リスコミチームが 7 月に行った調査では，20 代

の 17%程度が「おそらく接種しない」または「絶対に接種しない」と回答しており，60・

70 代よりも，その割合が高いことが示されている。接種を忌避する理由としては，副反応

への不安やワクチンへの効果への疑問が挙げられており，また若者では，感染しない，感

染しても重症化しないという回答も挙げられている。 

 若者がワクチン接種を忌避する背景要因として，インターネット(SNS)による誤情報の影

響や，感染しない等 COVID-19 に対する楽観的な姿勢などが指摘されている。また，大学

のオンライン授業化などにより他者との関わりが減少するなか，他者との関わりを求めて

いることも指摘されている。 

 そこで，本研究では，ワクチンの接種動機に対して COVID-19 及びワクチンへの意識や

個人特性(インターネットへの影響(被影響性，客観性)，楽観性・悲観性，親和動機)がどの

ように関わっているのかを，10 代から 40 代までを対象に比較検討することを目的とする。 

 

方法 

分析対象者 アイブリッジ株式会社の web 調査事業「Freeasy」のモニターのうち，15 歳

から 49 歳で，①COVID-19 に感染したことがない，②ワクチンを接種したことがない，③

2 週間以内にワクチンを接種する予定がない，という条件に合致する者を抽出し，本調査

を実施した。不適切な回答をした者を除外し，最終的に 734 名(男性 341 名，女性 393 名；

平均年齢 31.2 歳，標準偏差 10.9 歳)を分析対象者とした。 

調査時期・方法 2021 年 7 月 29・30 日に web 調査を実施した。 

調査内容 (1)接種動機：「あなたは現在，新型コロナウイルス感染症ワクチンをどの程度

接種したいと思いますか。」に対して「絶対に接種したい」から「絶対に接種したくない」

の 5 件法で回答を求めた。(2)COVID-19 及びワクチンに対する意識：東京都などの調査を
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参考に 6 項目を作成し，5 件法で回答を求めた。(3)個人特性 ①インターネット被影響性

：多次元共感性尺度(鈴木・木野, 2008)の「被影響性」を参考に 5 項目を作成した。②客観

性：批判的思考態度尺度(平山・楠見, 2004)の「客観性」を参考に 5 項目を作成した。③楽

観性・悲観性：楽観・悲観性尺度(外山, 2013)から 5 項目を抽出して使用した。④親和動機

：親和動機尺度(杉浦, 2000)の「拒否不安」「親和傾向」から 5 項目を抽出して使用した。 

 

結果と考察 

年代による接種動機などの比較 接種動機や

COVID-19 などへの意識，個人特性について年

代(10 代・20 代・30 代・40 代)×性の 2 要因分

散分析を行った。その結果，接種動機は年代に

よる差はみられなかったが，10 代は副反応に

対する不安が強く，20 代は接種することにメ

リットを感じていないことが明らかになった

(Table 1)。 

年代による個人特性・COVID-19 及びワクチン

への意識・接種動機の関連 個人特性を第 1

水準，COVID-19 及びワクチンへの意識を第 2

水準，接種動機を第 3 水準としたパスモデルを

作成し，4 つの年代による多母集団同時分析を

行った。4 つの年代のいずれにおいても有意に

ならなかったパスを削除しながら繰り返し分

析を行い，すべてのパスがいずれかの年代にお

いて有意となったモデルを最終モデルとして 

採用した。適合度はχ2(116)=163.57(p=.002)，GFI=.986，AGFI=.901，CFI=.982，RMSEA=.024

であった。10 代では親和動機が「メリットなし」を介して接種動機に関わっている一方，

客観性は「メリットなし」を介して接種動機を抑制していた(Figure 1)。20 代では客観性が

「メリットなし」を介して接種動機を高めていた。30 代では悲観性が接種動機を直接的に

高めていた。40 代では悲観性は「副反応不安」や「メリットなし」を介して接種動機を抑 

制し，親和動機のうち拒否不安が

「メリットなし」や「効果期待でき

ない」を介して接種動機を高めてい

ることが明らかとなった。 

 これらから接種動機を高めたり

抑制したりする背景要因となる個

人特性が異なることが示唆され，若

者のワクチン接種を推進するため

には，30 代・40 代とは異なるアプ

ローチが必要になると考えられる。

接種動機 ―

感染しない ―

副反応不安 30<10

メリットなし 10<20

重症化しない ―

効果期待できない ―

従来対策で十分 ―

被影響性 40<10・20・30

客観性 20・40<10

楽観性 40<10・20

悲観性 20・40<10

拒否不安
20・30・40<10

40<20

親和傾向 30・40<20<10

Table 1　分散分析の多重比較結果(年代差のみ)

総合効果 個人特性 意識 接種動機

.000 被影響性 感染しない

-.102 客観性 重症化しない

.000 楽観性 従来対策で十分

接種動機

.085 悲観性 メリットなし

.130 拒否不安 効果期待できない

.100 親和傾向 副反応不安

Figure 1　10代のパスモデル
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