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問題行動の予防と心の教育
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Prevention of behavior problems and comprehensive moral education 

Naohiro Matsuo 

予防科学とは

どんな問題でもそうであるが，問題が起こっ

た後に対処するよりも 問題が起こる前に予紡

することが重要である口それは，児童生徒の問

題行動についても閉じことが言える O 問題行動

がいったん発展してしまうと，その改善や解決

には本人並びに周囲の人間の大変なエネルギー

が必要になる。また，いったん起こってしまう

と，本人や局屈の人聞に取り返しのつかない結

果を引き起こすようなこともある D したがっ

て，児童生徒の問題行動も，そうしたことが発

生する前か，気になる様子が見られた時点で、適

切な予防を行うことが極めて重要だと言えよ

つO

問題行動の予防の重要性はしばしば述べられ

ることである。しかし 「問題予防のために実

際にどうすればよいか」という話になると，予

防についての議論は開題が起こった後の対応法

と比べて抽象的，観念的になり，具体性に欠け

ることも少なくない。結果として，漠然とした

耳又り紐みになったり， とにかくマイナスとなる

ことはやめよう， というような消極的な実践に

留まってしまうことも多い。

近年，欧米では児童生徒の問題行動につい

て，予防科学の観点から積極的な予防策を進め

ていこうという考え方が広がりつつある口予防

科学preventionscienceとは， r科学的な根拠に

基づいた方法により，疾病や問題を理解し，そ

の発生を防ぐことを目指した学問jと定義され

る。予防科学はもともと心臓疾患や生活習慣病

など，身体的な疾患に関する研究や実践から発

展した。 日本でも.r予防医学Jr予防医療Jと

いう言葉がよく聞かれるようになった。しか

し欧米では今では精神疾患や，薬物依存，そ

して子どもや若者の暴力・いじめなど，心理や

行動上の問題についても研究や実践が広がって

いる O 身体疾患から，精神疾患，そして行動上

の問題についても，予防科学の対象は広がって

いるのである。

危険因子と保護国子

予防科学の研究と実践の鍵概念となるのは，

「危険因子 riskfactor Jと f保護因子 protective

factorJである。危険因子とは，それが存在す

ることにより，ある問題が発生する危険性を高

める要因(因子)のことを指す。危険因子は，

それがひとつだけあるからといって，必ずある

問題を引き起こすわけではない。しかし，危険

因子の数が多くなればなるほど，問題が発生す

る危険性は高くなる D

保護因子とは，それが存在することにより，

ある問題が発生する危険性を低める要因(因

子)のことである。保護因子は，それがひとつ

だけあっても，必ずしも問題の発生を防げるわ

けではないD しかし保護因子の数が多くなれ

ばなるほど，たとえ危険因子が存在していて

も，問題の発生を防げる可能性は高くなる D

予防科学の研究と実践のプロセスを簡単に述

可
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べると，対象とする問題の危険因子と保護国子

を特定するような基礎研究を積み重ね，そうし

た研究成果を基に危険国子をできるだけ減ら

し保護因子をできるだけ増やす実践を行うと

言えよう O 田内においても身体疾患について

は，このような研究がある程度進んでいる O 例

えば， r乱れた食生活Jr運動不足Jr極眠不足」

「喫煙Jr遺伝的負盟」などは，様々な身体疾患

の危険国子である O 一方， rバランスのとれた

食生活Jr適度な運動Jr十分な休息jなどは，

様々な身体疾患の保護因子である。

これに対して，子どもの問題行動に関する予

防科学的な研究はどうであろうか。海外の研究

では， r衝動性Jrコミュニケーション力の問

題Jr被虐待経験Jr家庭内のストレスの高さJ
「教師と子どもの関係の悪さJr安心-安全を感

じられない地域社会Jなどは，暴力などの子ど

もの問題行動の危険菌子で、あることが明らかに

されつつある。また f問題解決能力Jr夢や希

望を持つJr良好な親子関係J1"養育者による適

度な監視Jr学校への愛着Jr子どもを大切にす

る地域社会jなどは 保護因子であることが指

摘されている(例えばOrpinas& Arthur Horne， 

2005)。

このような海外の研究はあるが，身体疾患な

どと比べると，子どもの問題行動を対象とした

予防科学の観点からの研究はまだ、不足してお

り，特に国内の研究は少ない(松尾， 2003; 

Matsuo， 2008)。また，海外の研究についても，

暴力やいじめに関しての研究は比較的存在する

が，不登校のような日本で、は非常に懸念されて

いる問題についての研究は 海外でも国内でも

非常に少ない。学校における問題行動について

の基礎研究と，それを基にした実践研究の発展

が，今後ますます!招待される D

心の教育

「心の教育」という言葉は， 1990年代半ばか

ら学校教育において捜われることが増えてき

た。子どもが加害者となる重大事件が起こり，

知育に偏りすぎた教育ではなく， もっと子ども

の豊かな心を育てる教育をすべきだという考え

を広めるために生まれた言葉と言えよう。した

がって，厳密な学術用語ではなく，スロ一方、ン

に近いものである。

「心の教育jとは良くも悪くも暖昧であり，

多義的な言葉である D 学校教育においては，道

徳教育，生徒指導(生活指導)，特別活動など

を中心に，心を育てる教育活動を指している O

そして心理学では， psycho-education (心理教

育)と理解され， r構成的グループエンカウン

タ-J rソーシャルスキル教育JrSEL (感情と

社会性の学習)Jrセカンドステップjなど，社

会性，感'1脊， 自己概念などの変化に焦点を当て

た活動が該当するであろう。

海外の心の教育に関する研究を概観すると，

効果的な実践は comprehensive(包括的)であ

るとされている。先に述べた危険因子，保護因

子の観点から考えると，ひとつの危険因子，ひ

とつの保護留子のみに焦点を当てた実践より

も，影響力の大きい複数の危険因子と保護国子

に焦点を当てた包括的な教育の方が，効果的で

あることは理解できる。「心の教育」というの

は媛味な用語であるが， r包括的であるJとい

うことを示すことができるというメリットもあ

るD

学校教育で今まで行われてきた道徳教育，生

徒指導，特別活動なども，また，各種心理教育

的プログラムも， どちらも問題行動の危検函子

を減らし保護因子を増やすうえで有効に働く

活動である O 子どもたちの心を育てるような新

しい手法の開発と同時に，すでに開発されてい

るような心理教育的プログラムをどのように組

み合わせれば，包括的な心の教育プログラムに

なるのか，その指針となるような考え方を整理

する理論枠や実証研究も必要となると思われ

るO

文献

松尾底博 2002 学校における暴力・いじめ防

止プログラムの動向:学校・学級単位での取

り組み 教育心理学研究 50(4)pp.487-499 

っL
F
h
d
 



特別寄稿:4. 対人関係鎖域
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青年の適応的発達と対人関係性

一一問題行動に与える仲間の影響の観点から一一一

関東学院大学:鈴木公基

Social relationships effecting on adolescents' adaptative development: 

In terms of peer influence on problem behavior 

Kouki Suzuki 

1 .青年期における適応的発達

青年期は発達における大きな転換期である D

この時期は身体的変化や知的能力の向上などに

より.これまで考えることもなかったような

様々な問題について青年は産面することにな

る。例えば，自分の体の変化は健全なのか，他

者からどのように見られているのか，などのよ

うに青年期には特有の悩みや不安に苛まれるこ

とだろう。このように青年期の問題はそれ以前

にくらべより普遍的・抽象的なものへと移行し

(Kagan， 1982)明確な答えが得にくくなると考

えられる口そのため この時期には他者との相

互作用を通して適切な答えを見出すという新た

な問題解決の方法を獲得する必要があると言え

る口

この点において，青年期における他者との関

係性は極めて重要である D 特に1911曹は青年に大

きな影響を及ぼす者として重要な役割を担って

いる O 仲間は最も身近な発達のモデルとして青

年の錨値や行動の指標を提供する O しかしなが

ら，仲間は必ずしも発達的移行の観点からは適

応的モデルにはならないことがある O すなわ

ち，逸脱的な価値を提供し逸脱的な行動のモ

デルとなる場合があるのである O どのような仲

間が発達的移行にとって有害で、あるのかを向定

しその影響をできる限り抑えていくことが，

青年の発達を支える大人たちが理解すべきこと

であり，そのことを踏まえた具体的支援が求め

られるのである。

2. 不適応的発達の指標としての問題行動

近年になり，反社会的行動をはじめとする問

題行動に関する心理学的研究が増えてきてい

るO しかしながら，問題行動について，その概

念は必ずしも一致した見解が得られているわけ

ではない。例えば， CBCLにおける外在性行動

(external behavior)は一般に言及される問題行

動と内容が類似している D ただし CBCLは，逸

脱的行動と考えられうる現象のリストであり，

問題行動という概念を十分に反映しているもの

とは言い難い。加藤・大久保 (2006) も問題行

動という語を用いて検討を行っているが，ここ
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においてもまた「たばこを吸う jなど，逸脱的

ないくつかの行動について検討されているのみ

であり概念としての提起はされていない。

問題行動について統一的な見解を示そうとし

たのは， ]essor & ]essor (1977) によって提起

された問題行動理論 (problembehavior theory) 

である O 問題行動理論によると，アルコールを

使用する者は，性的に活発であり，無断欠席を

し，親に反抗する， という O このように問題行

動傾向のある青年は いくつかの逸脱的行動を

並行して示す傾向があるとしている D 問題行動

理論は，青年の適応的発達を考える上では重要

なものであると言える D なぜなら，青年期にお

ける個々の逸脱行動は，多くの者たちに見られ

るものと言われており それ自体は大きな発達

的問題ではない (Compas，Hinden， & Gerhardt， 

1995)0 しかしながら，いわば症候群として多

様な逸脱行動に従事している場合，その青年に

は逸脱的な人格的要素が形成されている(され

つつある)と考えることができるだろう。この

ことから問題行動は，不適応的発達を示す重要

な指標となるのである。

近年で、は]essorらの提起する問題行動理論に

ついて，笑証的検討を行おうとする動きも見ら

れるようになっている o Ary， Duncan， Duncan， 

& Hops (1999)は問題行動構成概念として学業

未達成，反社会的行動，異性交遊，物質使用を

想定し，相互の関連性が高いことを示してお

り，これらの 4種の行動が問題行動概念として

まとめることができるとしている。我が国にお

いては，鈴木 (2009)が中学生を対象に質問紙

調査を行い検討している O その結果，物質使

用，反社会的行動，異性交遊に関しては，それ

らの問に一定の関連があるものの，学業未達成

との問には関係のないことが明らかにされた。

先行研究と一部異なる点はあるものの，物質使

用，反社会的行動，異性交遊は，互いに関連性

の深い変数であり，我が国ではこれをもってさ

しあたり問題行動とすべきと考えられる D

3.青年の発達に影響を及ぼす対人関係性

問題行動を予測するにあたっては，従来から

逸脱した仲間への関与 (commitmentto deviant 

peer)が大きな影響力を持つことが示されてき

た。逸脱した仲間は問題行動の行動化への動機

づけを高めていく D このようなプロセスは以前

から逸脱訓練として指摘されている (Dishion，

McCord， & Poulin， 1999) 0一方で、，青年の問題

行動への関与を抑制する仲間の存在を考えるこ

ともできる。問題行動を抑制しうる仲間として

Fuligni， Eccles， Barber， & Clements (2001)は学

業達成志向の仲間の存在をあげている。

Fuligin et al. (2001)では，高校生に質問紙調査

を行い学業達成志向仲間と問題行動との関連に

ついて検討を行ったが学業志向的仲間が問題

行動を抑制するという結果は得られなかっ

た。 Fuligniet al. (2001)の結果を受けて鈴木

(2009) は，学業達成志向仲間を学習従事仲間

(勉強を一生懸命にやっている)，進学志向仲間

(進学のことについてしっかりと計画を立てて

いる)，規範的仲間(学校生活をきちんと送っ

ている)の 3つの種類に分類し詳細な検討を

行ったD その結果規範的仲間が問題行動を抑

制することが明らかとなったo Fuligni et al. 

(200l)ではみられなかった関連が鈴木 (2009)

では確認されたが，興味深い点としては，学業

や進学面での適切さより 規範的態度や協調的

な人間関係を含むと思われる学校生活における

適切さを備えた仲間の存在が問題行動を抑制し

たことである O 学校生活において適切な振る舞

いをすることができる者たちに十分な承認や価

値づけを行うことやP そのような者を逸脱的な

傾向のある青年たちと関わらせることによっ

て，問題行動を抑制する可能性があることを示

唆する結果であるだろう O

青年の仲間関係においては，仲間集由を構成

する成員の質に偏りが生まれやすいが，学校生

活の中などで適切に介入を行い，様々な仲間と

関わる機会を与えることによって，逸脱傾向の

ある者もより適応的な方向へと改善するのでは

ないかと思われる。
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4. 今後の研究に向けて

特別寄稿:4. 対人関係領域

青年の適応的な発達的移行は，今も昔も変わ

らぬ重要なテーマである O しかしながら，現代

の青年を取り巻く対人的な環境およびその構造

は，過去とは大きく変化しているだろう o 以前

であれば， 自明のものとして存在していた，親

や仲間との十分な結びつきは，現代では限られ

た者たちにのみ与えられたものとなっている可

能性もある D 青年の適応的な発達を考えるとき

には，その関係性の質を十分に検討することが

必要であろう。従って仲間や親などの存在

が，青年自身とその関係性にどのような心理的

影響を及ぼしているのか ということについて

詳細に検討していくことが今後求められる O
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青年の能動的・反応的攻撃性研究の展開

筑波大学大学院人間総合科学研究科:?賓口 佳和

New trends in researches on adolescent aggression 

Yoshikazu Hamaguchi 

研究略史

能動的攻撃 (proactiveaggression) と反応的

攻撃 (reactiveaggression)は対をなす攻撃行動

概念で. Dodge & Coie (1987) によって児童の

攻撃行動と社会的情報処理.ならびに心理社会的

適応との関連といった発達心理学の研究分野に

登場した概念である D この攻撃行動概念は従

来，社会心理学者などが用いてきた道具的攻

盤 Onstrumentalaggression) と敵意的攻撃

(hostile aggression)にそれぞ、れ対応する概念で

ある。能動的攻撃とは，何らかの肯定的な結果

(食物，物品，金銭，特権，地位，名声など)の

獲得を目標として，それを達成するための手段

として笑行される攻撃行動であり，怒りや攻撃

行動を誘発する先行事象がない事態で始発され

るものと考えられている D 一方反応的攻撃と

は，欲求i混止や知覚された脅威などの先行する

嫌悪事象によって誘発される攻撃行動で，怒り

の喚起・表出を伴い 自己防御もしくは嫌悪事

象に危害を加えることを自擦とし知覚された

脅威を軽減する機能を果たすと考えられてき

た。

Dodge & Coie (1987)が児童を対象とした簡

便で信頼性・妥当性を備えた教師評定用の尺j支

を開発して以来，欧米における能動的攻撃・反

応的攻撃をめくれる研究は 主に男子児童を対象

として，①反応的攻撃・能動的攻撃の 2因子説

の検証，②高能動的攻撃児と高反応的攻撃児の

心理社会的特性の差異の検討(仲間関係，社会

的スキル，社会的情報処理，問題行動，精神病

理など).③児童期の能動的攻撃と反応的攻撃

の後の発達期における問題行動-精神病理との

因果的関連の検討， といったテーマで研究が進

められてきた(詳細は演口 (2005a) を参照)。

この様に，能動的-反応的攻撃研究は児童を対

象とした研究が中心であり，青年期-成人郊に

おける研究は近年ようやく端緒についたばかり

である D わが国においては，演口 (2001) など

によって構成概念が紹介された墳から，一定数

の実証的研究が見られるようになった。中でも

演口 (2005a) は，見童期から青年期にかけて，

攻撃行動が外部からよりわかりにくい形で表出

される傾向を重く見て，青年期の攻撃性を，行

動面からでなくあえて攻撃行動を促す欲求-感

情-認知の安定した傾向によってとらえる立場

をとって，青年期の能動的-反応的攻撃研究に

独自の貢献を果たしてきたO 本稿では演口に

よって押し進められてきたこれらの研究につい

て紹介する O

青年用能動的・反応的攻撃性尺度の作成

演口 (2005b)，演口 (2007) は，児童期を対

象とした欧米の能動的・反応的攻撃研究の知見

を踏まえながら，能動的攻撃ならびに反応的攻

撃の概念定義とこれらの攻撃行動の生起メカニ

ズムに関する理論モデルから，それぞれの攻撃

行動を導くと考えられる内的特性を演縛し，中

学生を対象とした自記式能動的攻撃性尺度と反

ハh
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応的攻撃性尺度を作成した。

自記式能動的攻撃!生尺度(中学生用)は，①

他者の人権を侵害したり 他者との関係を壊す

危険を犯しでも，自己の欲求を充足させようと

する傾向(欲求国執).②仲間を支配し仲間

を自己の欲求充足の手段として利用したいとい

う欲求(仲間支配欲求).③対人的葛藤場面に

おける攻撃的な方略の使用に対する有能感(攻

撃有能感).④攻撃行動についての規範意識の

低さ(攻撃肯定評価)の 4下位尺度を含む 4件

法. 30項自の尺度で，中学 1~3 年生1.568名

のデータから，信頼性は α係数で 69~. 86 (全

体で.87) と良好であり，虫記式の「自己の利

益-都合追求j尺度や能動的攻撃行動の項目を

多く含んだ社会的スキルの下位尺度，そして教

師評定の能動的攻撃性尺度との併存的妥当性も

実証されている D 自記式反応的攻撃性尺度(中

学生用)は，①嫌悪的な出来事や何らかの被害

の原因を他者に求める傾向(外寅的認知).②

嫌悪事象に亙面した際に喚起される怒りの異常

(怒り).①自己に攻撃を加えた他者に過剰に報

復しようとする傾向(報復意図)の 3特性を含

む 4 件法17項呂からなる尺度で\中学 1~3 年

生1.069名のデータからは，信頼性は α係数で

60~. 84 (全体で 84) と良好であり，自記式

の中学生用攻撃性尺度，そして教師評定の反応

的攻撃性尺度との併存的妥当性も実証されてい

る。

中学生用として開発されたこれら 2つの尺度

はいずれも2000名を越す高校生にも適用され，

同じ因子構造とほぼ同様の信頼性・妥当性が確

認されており，ほぼ原尺度どおりに高校生にも

適用可能で、あることが明らかにされている(演

口-三浦・森. 2007)。また，詑動的攻撃性尺度

と反応的攻撃性尺度を同じサンプルに同時に実

施し，能動的-反応、的攻撃性全体の因子構造を

検討したところ，能動的攻撃性・反応的攻撃性

の従来の 2因子モデルよりも，能動的攻撃性が

支配的能動的攻撃性(他者を支配し攻撃行動

によって他者を意のままに操作しようとする傾

向:仲間支配欲求と攻撃有能感から構成).利

己的能動的攻撃性(他者を押しのけてでも利己

的欲求の実現を求め，そのために攻撃行動を使

用しでも悪くないと考える傾向:欲求問執と攻

撃肯定評価から構成)の 2つの下位概念に分か

れる 3因子モデjレの方が適合度が高いことが，

中学-高校関サンプルで明らかにされている

o蜜口他. 2007;演口-石JII.三重野. 20C沿い

能動的・反応的攻撃性と心理・社会的適応

これまで欧米の先行研究では.児童期の能動

的攻撃行動傾向の高さは青年期の非行行為や非

行関連暴力，反抗挑戦性障害傾向，行為i嘩答傾

向といった外在化問題を予測することが明らか

にされており，一方，児童期の反応的攻撃行動

傾向の高さは親密な異性関係における暴力使用

の他に不安障害傾向や引っ込み思案などの内在

化問題を予測することが明らかにされていた。

これらのことから 中学生においても能動的攻

撃性は反社会的行動欲求(いじめや破壊・窃

盗-違反などの反社会的行動を行いたい欲求)

に，反応的攻撃性は抑うつなどの内在化問題に

それぞれ特異的な関連を示すことが予測され

た。演口・石J11 .三重野(印刷中)は. 603名

の中学生を対-象にこの仮説の検証を行った。そ

の結果，反社会的行動欲求には能動的攻撃性が

強い関連を示す一方で，抑うつにはもっぱら反

応的攻撃性のみが関連を示し仮説が支持され

た。この様に，能動的攻撃性と反応的攻撃性は

問題行動や精神症状に対してそれぞれ異なった

貢献を果たすことが示された。

筑波大学演口研究室では，青年期の能動的・

反応的攻撃性について精力的に研究を進めてお

り，上記以外にも既に多くの知見を得ている

o蜜口， 2009)。中高生の能動的・反応的攻撃性

の仲時による挑発場面での社会的情報処理およ

び応答的行動との関連の検討，自記式能動的・

反応的攻撃性尺度(大学生用)の作成，大学生

の能動的・反応的攻撃性とパーソナリティ賭筈

傾向(境界性パーソナリティ傷害，自己愛性人

格捧害)や対人恐怖心性との関連の検討などは

その主だ、ったテーマである。青年期の攻撃牲を

能動的と反応的の観点からとらえ，その現在お

円
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よぴ将来の心理社会的不適応や精神病理への独

自の寄与を明らかにする試みは発達精神病理学

に新しい知見を提供するであろう G
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「ゆるし (forgiveness)Jからのアプローチ

筑波大学附属学校教育局:石川満佐育

An approach from the aspect of forgiveness 

Masayasu Ishikawa 

人は生活している上で，誰しも必然的に，他

者，自らの行動，あるいは，誰にもコントロー

ルできないような環境によって，傷つけられ，

攻撃され，侵害されたと感じる状態を経験する

危険にさらされる O 人々が 自らが受けた侵害

や被害に対応する際の代表的な反応方絡には回

避と報復がある。これらの反応は正常で、，一般

的ではあるが，過度に用いられ続けると，本人

にとっても，その対人関係にとっても， しいて

は，社会に対しても否定的な結果をもたらすこ

とがある (McCullough，2001) 0 近年，諸外国の

心理学の研究において，侵害・被害経験から生

じるネガティブな結果の助長を防止するために

重要とされる，ゆるし(forgiveness) の概念が

注目されている。

心理学者が，ゆるしの概念について関心を示

したのは最近20年のことで. 1980年代初期であ

るといわれている。心理学では. 1980年代初期

。。
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から，精神的健康との関連についての議論が数

多くなされ，そうした中でゆるしの有効性が注

目されてきた (McCullough，2001) 0 ゆるしの概

念は，世界中の宗教の枠組みの中で焦点が当て

られてきた。しかし，最近では，ゆるしに関す

る科学的な研究が進むにつれて，ゆるしと宗教

的起源は切り離して考えるべきであると主張さ

れるようになってきている CWorthington，

2005)口

ゆるしの概念は， I臨床心理学的研究，社会心

理学的研究，発達心理学的研究など様々な領域

で用いられている D また，ゆるしは，人間の健

康的で適応的な側面に焦点をあてるポジテイブ

心理学に対する注目と関心の高まりに伴い，よ

り大きな関心が集められている O

諸外国の実証的な研究から，ゆるしは精神的

健康におけるポジテイブな側面と関連があるこ

とが見出されており (Toussaint& Webb， 2005). 

ゆるしやすい特性が高いほど心理的に適応して

いることが実証されている O 介入研究において

もゆるしの有効性は支持されている o Enright 

を中心としたグループでは. forgiveness 

therapyという視点から実誌的な研究を積み上

げ，ゆるしを促進することによって， うつ病の

治療， トラウマの治療，薬物乱用の解決などに

有効であることを明らかにしている (Enright

& Fitzgibbons， 2000) 0 ゆるしに関連する介入は

心理療法に限られたものではなく，教育現場，

矯正教育の中でも活用される可能性が示唆され

て いる 。 Pargament，McCuIlough & Thoresen 

(2000) は，ゆるしに関する研究から得られる

知見が教育プログラムに活かされるようになれ

ば，いじめ，暴力の問題に対して有益なアプ

ローチになると述べている O

我が国の児童・生徒において，不登校・いじ

めをはじめとした問題行動のみならず. :lJpう

つ，不安などの心理的不適応の諸問題は，早急

な解決が求められている O 現在我が国の児童生

徒をめぐる様々な問題も，侵害・被害体験の

反応によってもたらされた否定的な結果と

考えられるものが多い。 Denham，Neal， Wilson， 

Pickering， & Boyatzis (2005)は，児童期，青年

期は対人関係の発達に特に重要な時期である

が.こうした時期の対人関係を満足させるため

にゆるしは重要であると述べ，従来行われた研

究の主対象は成人であるが，児童，青年を対象

にした研究を積極的に行うべきだと主張してい

る凸ゆるしの概念は. Pargament et al. (2000). 

Demham et a1. (2005)が述べているように，児

童生徒に対して教育的な観点からも重要で、ある

とされる口これは 不適応に陥っている児童生

徒に有益なだけでなくー予防的な観点からもゆ

るしは有益なアプローチとなりえることを示唆

している口

石)11・演口 (2007) は，中学生，高校生が直

面している心理-社会的不適応の諮問題の

解決，低減にゆるしが存効であるかについて

4食討-を千子っている。石 )11.演口 (2007) は，

forgivenessを fゆるし傾向性Jとして捉え，

f知覚された被害・侵害によって生じた反応を，

ネガティブなものからポジティプ，ニュートラ

ルなものに意識的に変化させようとする認知的

傾向」と定義している O

石川・法口 (2007)が行った検討は. 3つの

研究から構成される。{研究 1]では，中学生，

高校生計574名を対象に，ゆるし傾向性尺度の

尺度構成が行われた。その結果，他者へのゆる

し傾向， 自己への消極的ゆるし傾向， 自己への

積極的ゆるし傾向の 3因子からなる23填自のゆ

るし傾向性尺度が作成された。{研究21では，

中学生，高校生計553名を対象として，ゆるし

傾向性尺度の信頼性・妥当性の検討-が行われ

た。予測した関連尺度との相関の結果，基準関

連妥当性が確認された。また，内的一貫性，再

検査信頼性の検討においても十分な値が得ら

れ，ゆるし傾向性尺度の信頼性が確認された。

{研究 11.(研究21の結果から，信頼性，妥当

性を兼ね備えたゆるし傾向性尺度が開発され，

中学生，高校生を対象にゆるし傾向性の個人差

を測定することが可能になった。

{研究 3]では，中学生，高校生計556名を対

象に，ゆるし傾向性と外在化問題(身体的攻

撃，関係性攻撃)，内在化問題(抑うつ，不安)

との関連が検討された。重回帰分析の結果か
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ら，ゆるし傾向性と外在化問題，内在化問題と

の問には負の関連があることが示された。ま

た，他者へのゆるし傾向は，内在化問題よりも

外在化問題と関連すること，自己への消榎的ゆ

るし傾向，自己への積極的ゆるし傾向は外在化

問題よりも内在化問題と関連することが示され

た。従って，ゆるし傾向性は，中学生，高校生

の心理社会的不適応、の軽減に有効で-あることが

示された。

我が留のゆるしに関する研究について， 2008 

年以前は，学会発表論文で散見される程度で中

心的な問題として取り扱われた研究は数少な

かった。しかし石川・演口 (2007)だけでな

く. 2008年以降我が閣においてもゆるしを中心

テーマとした学術論文が発表されている。田中

(2008) は. forgivenessを「赦しjと訳し，大

学生，成人を対象に日本版 Mul1et赦し尺度の

作成を行っている O 加藤-谷口 (2009) は，

forgivenessを f許しjと訳し，大学生を対象に

許し尺度の作成を行っている D

我が医iでは，ゆるしの概念を用いた研究は始

まったばかりといえる。諸タネ国においてゆるし

の概念は，多くの研究者が述べているように，

まだまだ多くの検討すべき課題が残されている

概念である (Worthington，2005)。しかし，ゆ

るしの概念の持つ可能性有益性は多大であ

り，今後更に研究が蓄積されるものと思われ

る。今後，ゆるし傾舟性， forgivenessの概念が

注目され，多くの研究が行われることが望まれ

る。
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児童の主張性研究の動向

一一実践との関連から一一

筑波大学大学院人間総合科学研究科:江口めぐみ

Recent Research on Children's assertiveness: 

In terms of Assertion Training 

Megumi Eguchi 

はじめに

家庭や職場，学校などの対人関係において，

自分の意見や考え，気持ちを相手に伝えること

(自己表現)は，必要不可欠である O さらに自

己表現は，対人関係に影響を与える重要な要因

でもある。自己表現が適切に行われない場合，

対人関係が阻害されたり 一方もしくは相互に

不満足感が生じやすかったりすることを，我々

はB常的に経験しているであろう O

では，適切な自己表現とはどのようなもので

あろうか。この点を考える上で、の有用な視点と

して「主張性 (assertiveness;アサーテイプネ

ス)Jが挙げられる O

主張性とは

主張性は， r他人の権利を侵害することなく，

個人の思考と感情を敵対的でない仕方で表現す

る能力J(deluty， 1979) と定義される概念であ

るD 上記以外にも多くの定義が存在するが，概

観すると，自分の言いたいことを表明する「自

己表明jとともに，相手の気持ちゃ考え，権利

を尊重する f他者配慮jの側面を含む概念であ

ると言える(江口・演口， 2009) 0 

主張性研究においては 自己表現には 3つの

種類があるとされている。 1つ母は，自分勝手

で相手の意向や権利を尊重しない「攻撃的

(aggressive) な表現Jであり. 2つ呂は，言い

たいことを雷えずに自分を犠牲にした f非主張

的 (submissive，nonassertive)な表現jである D

この 2 つは，先の f適切でない I~ 己表現j にあ

たる o 3つ自が，主張性に基づく「主張的

(assertive ;アサーテイブ)な自己表3J~J であ

る口この自己表現は，自己表明を行いつつ他者

への配j議も行うため.r自他尊重の自己表現j

とも呼ばれている(平木， 1993)口また，対人関

係トラブルの予防や解決に役立つだけでなく，

コミュニケーションを円i骨にし，対人適応を高

めるなどに役立つ(波部・稲)11. 2002) とされ

ている D

主張性を高める取り組み

上記のような肯定的効果が期待されること

や， r柏互尊重」の態度が心の教育や人権意識

の育成にもつながると考えられることから，近

年の教育現場においては 児童の主張性を高め

る取り組みが広まっている (e.g.，鈴木， 2007) 0 

主張性を高める取り組み(主張訓練法，ア

サーショントレーニング)は，元来は行動療法

の 1技法として開発されたもので，心理の専門

家によって，対人関係や自己表現が悶難な個人

を対象に行われてきた。またその主眼は「適切

な自己表現行動jの獲得であり，治療的目的で

用いられている O

一方，学校現場での取り組みは，元来のもの

と実施形態や主眼点が多少異なっている(前者
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と区別するため，以下 ATと記す)0ATの多く

は，学級集団を対象に，教師が指導にあたるこ

とが多い口また主眼とされるのは.r相互尊重

的な自己表現・態度」の獲得であり，予防的・

開発的自的で用いられている D

近年では教育者向けの概論本や連載記事，特

集 (e.g勺深谷. 2008;関田・中釜. 2000)が相

次いで出版され. ATが盛隆を見せている O そ

うした中で実証研究は，実践活動に寄与するよ

うな知見を提供することが必要であると考えら

れる O

そこで本稿では. ATの観点を踏まえた上で，

B本における児童の主張牲研究について概観す

るとともに，今後の方向性について検討してい

くO

測定尺度について

主張性研究においては，個人の主張性の程度

や， トレーニングによる主張性の変化を捉える

ために，多くの尺度が作成されている O 海外で

は70年代後半より児童向けの尺度が開発され

(e.g. Deluty， 1979; Michelson & Wood， 1982). 

我が閣でも. 90年代半ば以降，多数の尺度が発

表されている (e.g.，演口. 1994;古市， 1995; 

rJ支部・稲}II.2002)口

代表的なものとして • i賓口(1994)の「児童

用主張性尺度 (ASC)Jは 海外の成人用の主

張性尺度を参考に主張行動を分類し. r権利の

!坊衛Jr要求の拒絶Jr異なる;意見の表明Jr 1商
人的限界の表明Jr他者に対する援助の要請」

「他者に対する肯定的な感情と思考の表明Jの

6領域について，主張性の程度を測定する尺度

である O

渡部・稲川 (2002)の「児童用自己表現尺度J
は複数の主張;場面を提示し場面ごとにアサー

ション，攻撃的行動，非主張的行動の 3つの行

動を選択させ，偶人の自己表現のタイプを測定

するものである O

これらの尺度は，主張性の概念の「自己表

明」の側面に焦点を当てたものである O 初期の

主謀性研究で、は，自己表明行動の内容や傾向，

能力の程度が研究の関心とされてきたと言えよ

つO

しかし研究が進むにつれ 「言いたいことを

適切に表現できるかjの視点のみから主張性を

検討することの限界点が指摘されるようになっ

た。例えば，日本においては， r場や他者との

調和を考え，あえて主張しない」というコミュ

ニケーションのあり方が存在すること，この表

現は言いたいことが言えない不適応的表現とは

異なること. r場や他者への考慮、jを踏まえて

主張性を検討する必要があることなどが，多く

の研究者によって指摘されている (e.g.，用松・

坂中. 2001;柴橋. 1998) 0 

また「棺互尊重jを呂標とした ATのj隆盛に

より， r他者への配慮Jの側面についてもアセ

スメントが希求されるようになった。

このような背景のもと. r他者への配慮jの

側面を含めた尺度の検討が，成人・青年-児童

といった各対象で近年盛んに行われており

(e.g.，渡部・松井， 2006;柴橋， 2001). 児童用

としては以下が発表されている O

「児童用アサーション尺度J(内田・高橋，

2007) は，アサーションを「自己尊重Jと「他

者尊重」の 2つの軸でとらえる尺度である口既

存の主張性尺度(演口， 1994;渡部・稲)11.

2002) を参考に，主張相手をクラスメイトにし

た項自が設定されており，アサーション，攻撃

的行動，非主張的行動の 3つの行動を選択さ

せ，行動傾向を測定するものである。

「他者配慮尺度J(江口・演口， 2009)は，主

張における他者配慮を「他者との相互作用の中

で，自己の考えや感情を表明するような場面

で，自己表明によって相手の感情・考え・正当

な権利を損なわないよう図る愛他的動機に基づ

く心的努力」と定義し主張の 6領域(演口，

1994) ごとの配慮を測定する尺度である O また

この尺度は. ASC (演口， 1994) と併用するこ

とで，主張性を「自己表明Jr他者配慮」の組合

わせにより 4タイプに分けて検討を行うもので

ある O

このように， r他者配慮Jの視点を組み合わ

せた主張性の検討・尺度作成が盛んに行われて
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いる。しかし尺度の有用性や. I他者配慮jの

概念的定義についてなど検討が不十分な点は

多い。よってこれらの尺度を実践活動での効果

測定などに活用し研究知見を積み上げる中で，

議論を進めていく必要があろう D

主張性を高めることの適応的効果

教育実践の現場においては. ATによる肯定

的効果が期待されているが 実証的な研究にお

いても，主張性を高めることの意義が多数報告

されている O

非主張的な自己表現を用いる児童は自尊感情

が低く，攻撃的な自己表現を用いる児童は仲間

から受容されにくいが 主張的な自己表現を行

う児童は仲間から受容され自尊感情も高いこと

は，多くの研究で一致している (e.g.，De1ty， 

1979 ;渡部-稲JII.2002) 

また学級生活においても， 自己表明の高い児

童は，学級生活満足の満足度が高いことが認め

られている(藤村-苅間津・河村， 1999)。

演口・江口 (2008)では，児童の主張性とイ中

間適応との関連について検討を行い，向社会的

行動の影響を統制しでもなお，主張性の高さが

仲間適応に寄与することを明らかにしている O

これらは. ATの取組みを積極的に奨励する

ような結果であると言えよう O ただし. ATを

実施する僚に考慮すべき要因についても，いく

つか知見が得られている。

ATにおいて考慮すべき要密

1つ自に挙げられるのが性別の要因であ

る。

主張性と男女差に関しては，主張性の高さそ

のものは，性差はないか，研究開で一貫性がな

い (e.g.，Delty， 1979 ;扇子・須貝・吉田・伊藤，

2001)とされるが， I自己表明Jの内容には，男

女差で差がみられており 男子は要求の拒絶や

権利防禽といった主張を 女子は肯定的主張を

多く行うことが言われている o (扇子他.2001. 

塩見・庄田. 2004) 0 また. I他者配慮」は，女

子が男子よりも高いことが示されている(江

口・演口. 2009)むこの点に関し多くの研究者

が，男子は自己を独立だと考え，女子は自己を

他者関係の中で捉える傾向があるという，男女

の対人志向性の差異 (Maccoby， 1990)によるも

のと推察している O

さらに，男女で主張性そのものの意義も異な

ることも指摘されている口例えば江口.~賓口

(2007)では. I自己表明jと「他者配感Jの2

側面から児童の主張性を 4タイプに分け，内

的・外的適応感との関連を検討しているが，他

者配慮得点のみ高い「配慮優位群jの児童につ

いて，男女で顕著な差が示された。女子の場合

は承認!惑が高く，多児からのノミネートが多

く，教師から適応状況を高く評価されたのに対

し，男子の場合は承認感も高くなく，教的1から

は適応状況が低いと評価されている。このこと

は，同じ主張タイプでも，男女によってその意

義が異なることを示唆するものと言えよう O

性差に加えて，認知発達の観点も重要であ

るO 田丸・井戸埠・田村・田中(1999)では，

小学 1-6年の児童を対象に. 1 年 I~IJの縦断研

究を実施している D ここでは，対人葛藤場面で

の表現行動についてインタビュー形式で回答を

求め，得られた表現形態を. r言語表現J.I行

動表現JI未了表現(相手に意見を伝えようと

しない)Jの 3つに分類している D その結果，

「未了表現Jや「行動表現」は低学年に多く，

「言語表現Jは高学年で多かった。また「言語

表現Jの内容についても 学年が上がるにつ

れ，棺手に対し「同意Jや「事実や否定の主張」

を行う水準から. I反問や説得JI挙証責任の転

嫁Jといった高度な水準へと移行する見童が多

くなること，高学年になると多くの児童が，場

面によって回答の水準を選択していることなど

が指摘されている O こうした結果は，認知的発

達によって主張牲の水準が促進されること，発

達段階にあった ATの水準があることを示唆す

るものでもあろう O

また爵子他 (2001)では，小学 4-6年を対

象に，主張性とストレスとの関連を検討してい

るが，学年が上がるほど，相手の意に反する様
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な主張行動が少ないことを示している O この点

に関しては，前思春期に達すると，相手の意に

反するようなことを主張して平気ではいられな

くなり，相手の意向を考えるようになることが

推察されている G

これらの知見は，主張性を考えるi役性差や

発達的要因を踏まえて総合的に捉え， ATの在

り方を検討すべきであることを示唆している。

おわりに

本稿では，我が留の児童の主張性研究につい

て，尺度の概観，主張性を高めることの意義

と，関連する重要な要因を， ATの視点を踏ま

えながら述べた。今後基礎的研究は，実践活動

と有機的に関連し合いながら， さらなる知見を

積み上げるとともに トレーニングの実施者お

よび児童に役立つ情報を提供していくことが期

待される。
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