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論文要旨 

 

本研究は, 通常の学級に在籍している特別支援教育の必要な子どもの二次障

害の予防として心理教育的援助であるストレスマネジメント教育を行うために，

情緒通級指導教室に通う子どものストレス，レジリエンス，コーピングの特性

を分析することを目的とした。 

第 1 章では，いじめ，不登校，暴力行為，非行の背景には子どもたちのスト

レスの問題と学習面や行動面，対人関係，コミュニケーションなどに困難を抱

えている発達障害の子どもが多くいることを指摘し，いじめ，不登校，暴力行

為，非行と発達障害の関係を論じた。次に発達障害の子どもがストレスを受け

やすい原因でもある認知特性について重要であることを論じた。さらに，教育

相談や特別支援教育の観点から指導・支援を行うことが大切であることを論じ，

3 段階の心理教育的援助サービスや心の健康教育について論じた。 

第 2 章では，ストレスコーピングに関する国内外の文献を整理・概観した。

学校ストレッサーの研究によると学校生活の中で子どもは「友人関係」，「学習」，

「教師関係」のストレッサーが高く，子どもの学校不適応問題を解決するため

にはストレス反応を軽減することが有効であることを論じた。そして，第 4 章，

第 5 章，第 6 章につなげた。 

第 3 章では，通常の学級に在籍している医学的な診断のない子どもの認知特

性を解明する端緒として, 就学前の子どもを対象に自閉症,広汎性発達障害,ア

スペルガー症候群の 3 つに分け認知特性を比較し，医学的な診断のない子ども

と広汎性発達障害の認知特性が類似していることを突き止め，早期に適切な指

導・支援することによって二次的な障害の予防につながることが示唆された。 

第 4 章では，情緒通級指導教室に通う子どものストレスに関する要因を明ら

かにするために小学 4・5・6 年生を対象にストレスに関する質問紙調査を行っ

た。そして， ストレッサー尺度の信頼性と妥当性を確認するためにストレッサ

ーの因子構造 34 項目について因子分析を行った。その結果,「コミュニケーシ

ョン・理解」，「友人関係」，「学習活動」，「教師関係」，「叱責」という 5 因子，

31 項目を抽出した。ストレッサー尺度の平均値の高い順番は，男女ともに「友



人」,「叱責」，「学習活動」，「コミュニケーション・理解」であった。一方，医

学的な診断の有無別の平均値の高い順番の結果は次のようになった。医学的な

診断のある子どもは，1 番目は「友人関係」,2 番目は「叱責」，そして診断のな

い子どもは，1 番目は「叱責」,2 番目は「友人関係」の平均値が高かった。医

学的な診断のない子どもとある子どもは，共に「友人関係」,「叱責」に対する

ストレスが高いことが確かめられた。 

第 5 章では，情緒通級指導教室に通う子どものうち医学的な診断のある子ど

ものほうが診断のない子どもよりも，「自己開示」が有意に高かった。一方，有

意差がみられなかったが，「積極性」，「非固執性」，「自己肯定感」の平均点は医

学的な診断のある子どもの方が高かった。このように，情緒通級指導教室に通

う子どものレジリエンスでは，医学的な診断のない子どもより診断のある子ど

ものレジリエンスが高い傾向がみられた。これから，医学的な診断のある子ど

もだけでなく医学的な診断のない子どもにも，早期に適切な指導を行うことが

必要であることが示唆される。 

第 6 章では，情緒通級指導教室の子ども特有のコーピング行動の種類を調べ

るために，公立小学校に在籍する 4・5 年の子どもと情緒通級指導教室に通って

いる子どものコーピング行動の出現比率を比較した。その結果，「行動的回避」 ，

「情動的回避」に有意差があり，情緒通級指導教室で指導を受けている子ども

の平均点が高かった。このように，情緒通級指導教室に通う子どもは，ストレ

スに対して不適切なコーピングを使うことが確証できた。 

第 7 章では，以下の点が明らかになった。①医学的な診断のない子どものな

かで気になる行動のある子どもの認知特性は，広汎性発達障害と同じ傾向があ

ることが示された。②ストレスが高いのは「友人関係」,「叱責」であった。③

医学的な診断のない子どもはレジリエンスとして「自己開示」する力が弱かっ

た。④情緒通級指導教室に通う子どもはストレスに対して「行動回避」,「情動

回避」の回避型のコーピングを使う傾向がみられた。本研究では、いじめ，問

題行動，不登校などの二次的な障害を予防するためには，ストレスに対する適

切なコーピングや早期の段階での心理的教育を行うことが有効であることが示

唆された。 

以上のことから，いじめ，不登校，問題行動などの二次的な障害の予防に



は，認知的なアプローチ，レジリエンス，ストレスコーピングが手がかりにな

るという結論を得た。 

本研究によって得られた示唆が，実際の学校現場における子どもたちのスト

レスの軽減やストレスを生じた時の対処の教育実践に貢献することが期待され

る。 
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第1章  序 論 

1．はじめに 

 

学校を取り巻く状況としては，いじめ ,暴力行為等の問題行動（以下  問題行

動），不登校の子どもの増加，など教育現場において多様な子どもへの支援が必

要になっていることが指摘されている。これらの子どもの中には，学習面や行

動面，対人関係，コミュニケーションなどに困難を抱えている発達障害も含ま

れている（多田・杉山・西沢・辻井，1998；小枝，2002；鈴木・岡山・大日向・

佐々木・松本・黒田・荒木・髙橋・東，2017；阿部，2010；平岩，2011）。そし

て，不登校児の 57% に発達障害があり，このうち 87％が不登校になるまで医

学的な診断を受けていなかったとの報告もある（鈴木・岡山・大向日・佐々木・

松本・黒田・荒木・高橋・東，2017）。  

一方，不登校，いじめや暴力行為の背景には子どもたちのストレスの問題が

あると指摘されている（嶋田 ,1998）。発達障害児は，固執性やコミュニケーシ

ョン力の弱さなどから生じる様々なストレス（stress）と直面する機会が多い。

そして，ストレスの受け止め方や対処の仕方が適切でないため，環境への不適

応を引き起こしやすい状況がある。そのため，二次的な障害につながる可能性

が高い（林・江川・染谷，2015）。  

近年，ストレスの影響に対する予防要因（protective factors）あるいは緩衝要

因（buffering factors）として不安感やストレス軽減を目指したコーピング（stress 

coping：以下コーピングとする）が考えられている。これらのストレスから二次

的な障害につながるかはストレス耐性の違いが影響すると言われている（村山，

2017）。  

個人的な要因の一つであるストレス状態に対するストレス耐性の違いは，レ

ジリエンス（resilience）の影響が考えられる。ストレッサー（stresser）に対し

レジリエンスが働き，この時点でレジリエンスが有効に働ければ，その後のス

トレス反応が生じない。しかし，それが難しい場合には認知的な評価からコー

ピング（coping）が進むといわれている（齋藤・岡安，2009）。このように，ス

トレスの初期段階では，個人的な要因であるレジリエンスの影響が大きいと推

測される。レジリエンスとコーピングの概念については第 2 章で述べる。  
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2．子どもの教育課題 

 

（1）いじめ,不登校，問題行動の現状 

 

近年，学校教育では，いじめ，不登校，問題行動などが重要な教育課題とな

っている。そして，教育現場では，このような子どもの多様な問題への指導・

支援が求められている。子どもの問題行動等に関する調査は，文部科学省が「児

童生徒の問題行動等生活指導上の諸問題に関する調査」を毎年実施している。

この調査項目は，「暴力行為」，「いじめ」，「自殺」，「不登校」，「教育相談」であ

る。「暴力行為」は，2010 年度からの調査項目に追加された。2010 年度と 2018

年度の件数を比較すると，小学校のいじめは，36,909 件から 425,844 件，不登

校は，22,463 件から 84,033 件，そして学校管理下における暴力行為の発生件数

は，6,579 件から 36,536 件といずれも増加傾向を示している（文部科学省，

2011/2019）。この調査は，障害の有無に関係なく調査が行われているが，発達

障害や行動面で著しく困難を示す特別な支援を必要とする子ども含まれている

ことが推測される。一方では，文部科学省（2002）が，「不登校問題に関する調

査協力会議」を発足させ，2003 年 3 月に「不登校への対応の在り方について」

を報告した。そこには，不登校の背景に学習障害（Learning Disability：以下 LD

とする），注意欠陥/多動性障害(Attention Deficit/Hype-activity Disorder：以下

ADHD とする)があることが初めて示された。 

 

（2）発達障害と不登校，いじめ，問題行動，非行問題 

 

発達障害の子どもは，固執性やコミュニケーション力の弱さなどから生じる

様々なストレスと直面する機会が多い。そして，ストレスの受け止め方や対処

の仕方が適切でないため，環境への不適応を引き起こしやすい状況がある。そ

のため, いじめ,不登校，問題行動，非行問題などの二次的な障害につながる可

能性が高いと言われている（林・江川・染谷，2015）。不登校などの学校不適応，

抑うつ症状などの内在化問題(internalizing problem)や対人関係のつまずきなど

の外在化問題（externalizing problem)からメンタルヘルス問題へ進展していくケ
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ースもあり，学校教育上の大きな問題となっている。一次的な障害である発達

障害の特性に対して適切な支援や指導がなされていないため，その結果，スト

レスが生じ，問題行動となったと捉えられる。しかし，これには，個人差があ

り，同じ程度のストレス状態になっても二次障害にならないケースもある。こ

れは，レジリエンスやストレスに対するコーピングの違いが影響していると考

えられる。 

 

①  発達障害と不登校 

 

医療機関においても発達障害の不登校に関する調査を行っている。前多（2007）

の調査では，不登校の子どもの数は，224 名中，ADHD が 25 名（11％），アス

ペルガー症候群（Asprger Syndrome）が 3 名（1.3％），知的障害（境界または軽

度）34％，そして桐山（2009）の調査では不登校の子ども 116 名中，27 名（23.3％）

が高機能広汎性発達障害児（High Functioning Pervasive Developmental Disorders：

以下 HFPDD とする）であったと報告している。また，星野（1996）年の研究で

は，不登校の子ども 50 名中 7 名（14％）が LD であった。このように障害のな

い不登校の子ども（小学校 0.32％）より発達障害のある不登校の子どもの割合

の方が高いことがいえる。 

教育機関における調査においても医療機関での調査と同様に不登校の割合が

高い傾向がみられた。鳥取県の小中学校の調査では，診断のある LD，ADHD が

どれくらいの割合で不登校になっているかを調査した。結果は，学校では，72

名中，11 名（15.2％）が不登校となっていた。障害別では，LD が 29 名中 10 名

（34.5%）が，ADHD 43 名中 1 名（2.3%）であった。そして，低学年から高学

年になるにつれてその割合が増加していった（小枝，2002）。通級指導教室に通

う子どもの不登校に関する調査では，小学校では 238 名中  8 名（4.3%）が不

登校傾向であった。不登校傾向の子どもの中で，HFPDD が 5 名，LD が 2 名，

ADHD が１名であった（石井・上野，2008）。このように，医療機関・教育機関

共に不登校の約 15％がなんらかの発達障害のある子どもであることが推測で

きる。一方，鈴木ら（2017）の研究では，不登校児の 57%が発達障害を有しな

がらもその 87%が医学的な診断を受けていなかったことが報告されている。 
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上中・一門・緒方（2003）は，LD の二次的情緒障害は適切な対応がなされな

ければ悪循環化・固定化し，学習上の困難に加えて不登校の要因になる可能性

があることを指摘している。LD の不登校は，学習困難からくる自己評価の低下

が大きな要因と考えられるが，星野（1996）は，LD は，社会性の発達の未熟さ

から独立しやすく,セルフコントロールの発達の未熟さからストレスに弱く,二

次的な情緒障害を起こしやすい特徴があると指摘している。一般の不登校より

発達障害の不登校の割合の方が高い原因は，医学的な診断のない子どもに適切

な対応がなされていないことが考えられる。 

不登校は，小学校より中学校から増加しているが，発達障害は，小学校の低

学年から不登校が多い傾向がみられた（栗田，1991；浅井・杉山，2004）。その

反面，発達障害の子どもの不登校の予後は良い（加茂・東條，2010）。それは，

不登校の原因のひとつが発達障害の特性であるために早期に適切な対応ができ

ることが考えられる。 

なぜ発達障害のある子どもたちの「不登校率」が高くなるのだろうか。衝動

的な行動や立ち歩きが多くなりがちな ADHD を有する子どもに関しては，幼い

ころからまわりのおとなから叱責や友達とのトラブルを重ねるうちに自己肯定

感が低下し，反抗挑戦性障害（Oppositional Defiant Disorder：以下 ODD とする），

素行障害（Conduct Disorder：以下 CD とする），間欠爆発症 (Intermitteent Explosive 

Disorder：以下 IED とする )，反社会性パーソナリティ障害 (Antisocial Personaity 

Disorder：以下 ASPD とする )へと行動障害を悪化させていく DBD マーチ

(Destructive Behavior Disorder march：以下 DBD マーチとする)といわれる経過

（Figure 1-1）が以前より指摘されており（井口，2014）,そうした経緯のなかで

学校を逸脱していく事例が挙げられている。Figure 1-2 は，さらに ODD や CD

の医学的な併存症が起こる過程を示した図である。  

原田（1999）の不登校の研究によれば，ADHD，ODD，ADHD と ODD の合併

症の症例では，ADHD が 14.8％，ADHD と ODD の合併症は，41.8％,ODD

は,71.4％と報告している。ODD 障害があると高水準で不登校になることが予

想される。 

 LD の子どもが ADHD を併存している率は高く,男子 44％,女子 13％である。

そして,ODD の子どもで LD（音読障害）と ADHD を併せ持つ割合は,女子 19.0％,
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男子 48.0％であると報告されている（笹森，2012）。このように，LD の子ども

は,ODD の影響から不登校につながることも考えられる。 

日本でも関東医療少年院において CD と診断された少年の 40％が ADHD の

診断基準を満たしていたと報告されている（野村・金・工藤，2001）。不注意や

多動という ADHD の特徴は，大人に反抗と誤解されやすい。そして，叱責・拒

否されるという体験は子どもにとって深刻な問題であり，二次障害が生じやす

い状況である。その反面，ADHD が必ず DBD マーチを辿るとは限らない。一方

では，アスペルガー症候群を含む自閉症スペクトラム障害 (Autism Spectrum 

Disorder：以下 ASD とする)においては，環境の変化への耐性の低さが指摘され

ている（辻井・望月，2010）  

このように，不登校の背景には，発達障害等の障害のある子どもや医学的な

診断がなく，適切な指導・支援が行われないため不登校になった子どもが存在

することが明らかになっている。文部科学省もこの点について「不登校に関す

る調査研究協力者会議」で議論された。 
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文部科学省(2003・2015c)は，「LD，ADHD 等の児童生徒については，周囲と

の人間関係がうまく構築されない，学習のつまずきが克服できないといった状

況が進み，不登校に至る事例は少なくないとの指摘もある」と述べ，LD，ADHD

等の二次障害としての不登校の可能性を明確に記述している。最終報告は，「発

達障害等，不登校児童生徒の背景も多様化していることから，様々なケースに

対応できる専門スタッフの配置や教員の不足等が課題となっていることが確認
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された。」の記述となった。しかし，発達障害と不登校の関係が各関係機関から

明確に報告されているが，この程度の表記になったことが問題とも考えられる。 

 

②  発達障害といじめ 

 

ASD, ADHD など，発達障害のある子どもは衝動統制やコミュニケーション

の能力の獲得が困難のため，容易にいじめの対象になりやすい（多田ら，1998；

小枝，2002；阿部，2010；平岩，2011）。また，岡安・高山（2000）の研究では，

いじめの被害者はストレス症状が高い者が多く，被害者・加害者とも，学業や

教師に関するストレッサーの経験頻度が高いと報告されている。また，いじめ

の加害者は，潜在的に内在している欲求不満やストレスなどのはけ口を求める。

その結果がいじめに結び付くと考えられている（塩谷，1997）。いじめは，後で

もっともらしい理由の言いやすい子を選んでいじめは行われる。例えば「弱々

しい，おとなしい」ためにいじめやすいというばかりでなく,「くさい，汚い」

などといじめられる相手側に問題があるかのように理由をつけていじめを正当

化することが多い。しかし，いじめっ子たちがしばしばあげるいじめの理由は，

必ずしも本当の動機ではなくて,彼らに内在している欲求不満やストレスなど

のはけ口を求める，その結果がいじめに結び付くと考えられている（塩谷，

1997）。つまり，いじめられている子どもには何の原因もなく，いじめている子

どもたちのストレスや不安，敵意，依存性の裏返しがこうした攻撃の原因と考

えられる。  

 

③  発達障害と問題行動 

 

学校現場の教師にとって指導上の困難さを感じる子どもの傾向を Table 1-1

にまとめた（橋本，2011）。教師が指導上，一番問題となっているのは，攻撃的

行動である。攻撃行動が起こる要因を直接的（表出性）攻撃と間接的（不表出

性）攻撃という 2 つのタイプがある（山口，1980；山崎，2002）。前者は対象に

原因がある場合の直接的行動であり，後者は，敵意等の感情的な攻撃が陰湿な

隠蔽的攻撃（悪い噂を流す・モノを隠す）・受動的攻撃（わざとぐずぐず・従わ
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ない）・社会的，関係的攻撃（口をきかない・仲間はずれ）として現れやすい（大

渕，2002）。このように，いじめも間接的攻撃の一部と考えられる。  

子どもの頃は，誰でも他害行為がみられるが，仲間関係が成長するとともに

他害行為は消失する。しかし，アスペルガー症候群の子どもは，消失しない傾

向であると報告されている（清水・今井・本田・岩佐・五十嵐・日戸・中村・

武部・小澤・片山，2007）。井出（2014）によると一般保育所 5 歳から 6 歳にな

るまで，「触れる・抱きつく」，「暴言を吐く」という 3 つは残存する。5 から 7

歳のアスペルガー症候群は，一般の子どもが消失した他害行為が残存している

（Table 1-2）。  

学級で友人とのトラブルから起きる原因を障害が原因の攻撃行動のように見

えるが，障害そのものが攻撃を起こす例は多くない。ODD，CD，IED，ASPD が

それに相当するが，そうしたものも，何らかの環境的要因によって作られてい

る部分が大きい。ODD と CD は，大人や社会に対して非常に反抗的であったり，

反社的な行動が目立つ障害であり，学校や家庭，社会全般の場において大きな

問題を生じることの多い障害である。つまり，アスペルガー障害等の発達障害

は，決して攻撃行動の原因ではない。むしろ，障害への無理解が生んだ二次障

害や不適切な指導・支援の結果，生じる攻撃行動が殆どである。子どもたちが

自分の感情に気づかず，攻撃行動のコーピングしかできない状況であると感じ

る。  

高橋（2000）は，HFPDD のある子ども 70 名を対象に学校生活調査を行ない，

全体として適応状況が良好であった要因として，①幼児期に医学的な診断と専

門的支援を受けていたこと，②8 割の保護者が学校側に障害について説明して

いたことを挙げている。このことから，医学的な診断のない子どもは，指導・

支援が遅れるケースが多いため，早期に発見し指導・支援することが，いじめ，

不登校，問題行動への予防につながると考えられる。 
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④  発達障害と非行問題 

 

医療少年院（発達障害や知的障害があり非行を行った少年たちの矯正施設）

が全国に 3 か所ある。医療少年院の性非行少年の約 95%が小学校や中学校でい

じめられていた。さらに，いじめでストレスを溜め，そのストレスの発散に幼

女へのわいせつ行為を繰り返していたケースがほとんどだったと報告している

（宮口，2019）。これらの少年の中には，幼い時期に病院を受診している子ども

は少ないのが現状である。そして，発達上の問題（絵を写すのが苦手，勉強が

苦手，対人関係が苦手など）に気づいて病院に連れていくことはない。そのた

め，話を聞き間違えたり，周囲の状況が読めなくて対人関係に失敗したり，い
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じめに遭遇したり，それらが非行の原因となっていることが多い（宮口，2019）。 

内藤・田部・髙橋（2016）が施設対象に少年たちの認知的に困難なことを調

査した。その結果，「言葉で表現することができない」，「振り返りをすることが

難しい」の認知・理解力が多かった。「コミュニケーションが 難しい」，「感覚

過敏がある」の集団との関わり，「身体の動きのぎこちなさ」の身体の不器用さ

が回答された。 また，観護教官が少年の観察において把握した発達困難では

「認知・理解力」，「身体の不器用さ」，「不注意・注意転動」，「集団とのかかわ

り」，「独特のこだわり」，「感覚情報調整処理の困難」，「衝動性」,「愛着形成の

困難」,「不安感」,「防衛的反応」,「習慣の未形成」,「低学力」,「環境によ

る影響」,「変化に対応できない」,「同じ失敗を繰り返す」などが挙げられた。

一方，少年の発達上の課題と非行との関係・背景要因については「不適切な対

応」 49.2%と一番高い回答であった。不適切な対応の具体例として「少年鑑別

所入所までに診断や社会の中でサポートを受けていない，もしくは気づかれて

いない」ことが挙げられている。 

宮口（2019）によると，非行少年に共通する特徴は，認知機能の弱さ，感情

統制の弱さ，融通の利かなさ，不適切な自己評価，対人スキルの乏しさを挙げ

ている。認知機能とは，記憶，知覚，注意，言語理解，判断・推論といったい

くつかの要素が含まれた知的機能を指す。 

障害による二次的な側面とは，「周囲の理解不足」,「過度な叱責」，「体罰」

「対人不信」，「自尊感情の低さ」，「いじめ」，「不登校」，「ひきこもり」，「孤独」

などである。非行少年がこれらの二次的な要因によって過度なストレス，混乱，

心の問題をかかえて非行に至ったのではないかと考えられる。 

 

（3）通常の学級に在籍している配慮の必要な子ども 

 

通常の学級に在籍している ASD，LD，ADHD の数を把握することは難しいの

が現状である。医学的に診断されている子どもに不適応な状態がない場合には，

保護者が学校に積極的に報告することは少ない。特に障害の症状が軽い子ども

の保護者は伝えることをしない傾向がみられる。しかし，就学前に地域の療育

センターに通っていた子どもの保護者のなかには，新しい環境の小学校での生
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活が不安なために，子どもの状態を伝え，配慮や支援を望まれる場合もある。

その場合には事前に子どもの障害名，支援内容，そして実際に保護者がクラス

の友達に状況を伝えるケースもある。また，医学的な診断がある子どものすべ

てが二次的な障害を起こすとは限らない。早期に指導・支援をうけた子どもの

場合には，障害があっても，適応できている場合も多くみられる。 

文部科学省は，2000 年 1 月 15 日の「21 世紀の特殊教育の在り方について」

（最終報告）で公表された施策を具体化するため，2001 年 10 月に「特別支援

教育の在り方に関する調査研究協力者会議」を設置した。そして，2002 年 10 月

に「今後の特別支援教育の在り方について」の中間まとめが報告され，2002 年

と 2012 年に「通常の学級に在籍する発達障害者の可能性のある特別な教育的

支援を必要とする児童生徒に関する調査」を実施した。その結果，知的発達に

遅れのないものの学習面，または行動面で著しい困難を示すとされた子どもの

割合は，2002 年では，6.3％，2012 年では，6.5％と報告している（文部科学省，

2002/2012）。また，横浜市では同様の調査を行っており，2003 年に実施した調

査では 6.5%という同様な結果が得られている（横浜市教育委員会，2014）この

ように,医学的な診断のある子どもを含むと，かなり多くの子どもが在籍して

いることが考えられる。 

また，橋本（2011）の研究から教師にとって，指導上の困難さを感じる子ど

もの傾向は，以下の 6 項目を挙げている。 

①  授業に参加できない子 

②  学習についていけない子 

③  コミュニケーションに支援が必要な子 

④  自己肯定感が低い子 

⑤  情緒不安な子 

⑥  保護者の病気，貧困やネグレクトなどの家庭・養育の問題を持つ子。  

これらの困難さの中で①から⑤までは，本人自身の問題である。 

本田・清水・日戸・今井（2000）も早期の診断と療育の必要性を指摘してい

る。本田・清水・日戸・今井（2000）は，HFPDD のある女子の 3 事例について

共通する特徴として①幼児期の自閉症状が軽症であったため正確な診断が困難

であったこと,②軽度の自閉症であっても学童期には不適応の要因になってい
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たことを挙げている。 

入学後の通常の学級に在籍している ASD，LD，ADHD の数を把握することは

難しいのが現状である。しかし，学校に入学する前の幼稚園・保育所に在籍し

ている ASD，LD，ADHD の数からおおよその在籍人数が推測される。 

 

（4）幼稚園・保育所の現況 

  

5 歳児検診での発達障害幼児の発現については，厚生労働省が 2006 年に行っ

た「軽度発達障害児の発見と対応システムおよびそのマニュアル開発に関する

研究」がある。この研究では，鳥取県 5 歳児健診結果（対象者数：1,069 名，受

診者数：1,015 名）軽度発達障害児の出現率は，9.2%，そして栃木県 5 歳児検診

結果（対象者数：1,056 名）の発達障害の疑い（87 名）で 8.2%と報告された。

鳥取県 5 歳児健診の疾患名（疑いを含む）は，ADHD が 3.6%，PDD が 1.9%，

LD が 0.1%，精神遅滞（Mental Retardation：以下 MR とする）から境界域は，

3.6%であった。一方，幼稚園や保育園の特別支援教育について具体的な実態調

査は少ないのが現状である。佐久間・田部・高橋（2011）の研究調査では，幼

稚園における発達障害幼児の在籍状況から，以下のことが報告された（Table 1-

2）。 

 

①  2009 年度の発達障害のある子どもの在籍率が公立幼稚園 4.4％と私立稚

園 2.2%で公立幼稚園の方が高い。 

②  2007 年度から 2009 年度では，公立幼稚園，私立幼稚園ともに年々，在籍

率が高くなっている。 

③  発達障害在籍している子どもの障害種別では，PDD が多い。 

④  詳細不明な子どもが公立幼稚園では，年々増加している。 

 

保育所では，中島・竹尾・谷野（2012）の研究から「気になる子」在籍児に

占める割合は，市立保育所は，0 歳児 2.0%，1 歳児 3.3%，2 歳児 5.7%，3 歳児

9.2%，4 歳児 5.0%，5 歳児 5.5%，0 歳～5 歳児は 5.9%であった。そして，私立

保育園は，0 歳児 1.0%，1 歳児 4.2%，2 歳児 2.6%，3 歳児 6.8%，4 歳児 6.4%，
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5 歳児 5.1%，0 歳児から 5 歳児は 4.7%であったことを報告している。また，3

歳から 5 歳児で気になる子どものうち，発達障害の診断のある子どもの割合は，

幼稚園では 36%，保育所では 33％と報告されている（笹森・後上・久保山・小

林・廣瀬・澤田・藤井，2010）。以上のことから幼稚園，保育所の発達障害の

子どもの在籍率は，大きな差がみられなかった。 

気になる子どもの状態像は，笹森ら（2010）による調査では，「指示に従わな

い」，「集団行動がとれない」，「人と関わることが苦手」，「動きが多く落ち着き

がない」，「高い所に上がることが好き」，「こだわりが強い」，「ある面で年齢相

応以上の知識がある」，「突然，他児を殴ったり，押したりする」が挙げられて

いる。 

このように，幼稚園，保育所に在籍している気になる子どもは，発達障害の

診断のある子どもとない子どもがいることが明らかになっている。  

 

（5）疫学的にはどのくらいの数なのか。 

 

 米国の 3 歳から 17 歳を対象にした国民健康面接調査（2014-2016）から，2014

年は，2.24％，2015 は，2.4１％そして 2016 年は，2.76％が ASD の診断基準を

満たすと報告している。(Xu,Stratheam,Liu & Bao,2018)。なお，アジア，ヨーロ

ッパ，北米の研究では，世界人口の 1％が ASD で，同様にその数は増加してい

ると言われている。なお，2005 年から 2010 年の米国で特別支援教育を受けて

いる ASD は 91％増加したことを指摘している（Dufault et al. 2012）。米国 IDEA

データ・アカウンタビリティーセンターの報告書によると学校教育で自閉症よ

り複雑な症状のある子ども 401,416 名を特定した。これらの総計から，ASD は 

急速に増えている障害ともいえる。 
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3．発達障害と認知特性 

 

（1）発達障害の定義 

 

 医学的診断は，アメリカ精神医学会の「精神障害の診断と統計マニュアル

(DSM:Dianostic and Statistical Manual of Mental Disorders）や世界保健機関 (WHO)

による「疾病及び関連保健問題の国際統計分類（ICD:International Classification 

of Diseases）」が用いられている。DSM は精神疾患のみを対象にした分類で，

ICD は，身体疾患を含むすべての疾患を対象としている。我が国の医療現場に

おける診断は DSM である。DSM は，2013 年に 19 年ぶりに改定され，DSM -5

が使用されている。しかし，日本では，2014 年に発売されたため，年齢によっ

ては以前のバージョンである DSM -Ⅳを用いて診断されている子どもがいる。 

DSM-5 は，DSM-Ⅳにあった PDD という概念のサブ・カテゴリーがなくなり，

PDD から ASD という用語になった。また，同様に ICD も 2018 年に ICD-11 が

発表されており，国内の法律等も改正されることが予想される。2005 年 4 月に

制定された発達障害支援法においては，発達障害は，ICD に基づいて定義され

ているため改正が考えられる。 

 発達障害が法律の中で位置づけられたのは 2005 年の発達障害支援法の施行

である。この法律の発達障害とは「自閉症，アスペルガー症候群，その他の PDD，

LD，ADHD，その他これに類する脳機能の障害であって，その症状が通常，低

学年において発現するもの」と定義されている（解説教育六法編集委員会，2019）。  

一方，この法律と連動して 2006 年に学校教育法が改正され，従来では障害の

対象でなかった自閉症，アスペルガー症候群その他の PDD，LD，ADHD も特別

支援教育の対象となった。文部科学省の発達障害の定義は，発達障害支援法を

もとに定義されているため，「脳機能障害」として教育現場で早期の指導をする

ことになった（解説教育六法編集委員会，2019）。文部科学省の発達障害の定義

を Table 1-4 にまとめた（文部科学省，1999/2003）。以上のことから，先行研究

においても DSM-Ⅳや DSM-5，IC10 の診断名が使用されている。また，臨床症

例と異なり教育での使用が混在しているのが現状である。 
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（2）診断基準 DSM-5 の影響 

 

DSM-Ⅳの PDD は，相互作用における質的障害，意志伝達の質的障害，行動，

興味，活動が限定的，反復的，常同的である。この 3 つの特徴がある場合は「自

閉症障害」，対人関係の障害とこだわりと常同行動の 2 つの特徴がある場合は，

「アスペルガー症候群」と診断され，特徴があるが確定しにくい場合は，「特定

不能の広汎性発達障害」と診断されている。アスペルガー症候群と自閉症障害

の最大の違いは，アスペルガー症候群には，言語の発達や言語機能の遅れのな

いことである。しかし，実際の臨床では，社会性の障害や特定の常同行動に執

着していることがみられにくく，確定診断しにくい事例もみられる。しかし，

現在は DSM-Ⅳが改訂され 2013 年に DSM-5 となり，DSM-Ⅳで「レット障害」

と診断されていた子どもは，レット症候群を伴う ASD の診断，そして「小児期

崩壊性障害」は，例外として ASD の診断を下すよう指示されている（Renee & 

Alivin，2016）。そして，「広汎性発達障害」，「アスペルガー症候群」，「自閉症障

害」，「特定不能の広汎性発達障害」をスペクトラム，すなわち連続体として捉

えサブ・カテゴリーの統合がなされ「ASD」と１つの診断名になった。 

DSM-Ⅳの PDD は，社会性の障害と常同性のどちらか一つが当てはまれば診

断された。しかし，DSM-5 の ASD は，社会性の障害と常同性の両方が診断の

要件となった。知的発達の遅れのない高機能群では，常同性ないことが多く，

一方では，幼児期に常同性がみられても年齢が高くなるにつれて，その特性が

弱くなり青年期になると消えてしまう傾向がみられる。そのため，ASD と認定

されないケースがあることが推測される。 

Gibbs,V.et el（2012）は，DSM-Ⅳ で診断されたケースが DSM-5 の診断基準

に照らし合わせた場合どのように診断結果になるかを報告している（Table1-5）。

DSM-Ⅳの診断で自閉症 59 名，アスペルガー症候群 18 名，特定不能の広汎性発

達障害 34 名の計 111 名が ASD の範囲になったが，DSM-5 で同じケースを診断

すると ASD 基準を満たしたケースが 85 名となった。この結果，26 名が ASD

の診断がされなかったことになる。この報告から診断基準が DSM-5 の場合，

ASD と診断されていたケースが診断されないケースがあることが示唆される。

そのため，適切な指導を受けなければならない子どもが見落とされる可能性も
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考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）発達障害の認知特性  

 

発達障害の子どもは，固執性やコミュニケーション力の弱さなどから生じる

様々なストレスと直面する機会が多い。そして，発達障害の認知特性は，定型

発達の子どもにないストレスの要因と捉えることができる。そのため，発達障

害の認知的な特性に基づいた適切な支援・指導が重要である。認知特性に適し

た指導・支援を行うことでストレスが軽減できると推測できる。 

流王（2010）は，アスペルガー症候群，自閉症障害と判断（DSM-Ⅳの診断基

準）された小・中学生（32 名）を対象に WISC-Ⅲ知能検査を行い，知的構造に

ついて研究を行った。知能程度は，アスペルガー症候群の全検査平均 IQ100.4

（言語性 IQ103.4，動作性 IQ96.9）と自閉症障害の全検査平均 IQ90.4（言語性

IQ85.8・動作性 IQ97.6）の子どもである。両障害とも共通している点は，言語

性検査では，「理解」の平均評価点が低く，動作性検査では，「絵画配列」の平

均評価点が高い。相違点は，アスペルガー症候群は言語性検査では，理解以外

の項目（知識，類似，算数，単語，数唱）は平均評価点が 10 以上であるが，自

閉症障害は，8 以下である。動作性検査においては，自閉症障害がアスペルガ

ー症候群より「積木模様」が平均評価点に比べて高いが，「符号」は低いことが

示された。 

一方，PDD の知的構造は，流王（2009）の研究で報告された。対象者は，小・

中学生（13 名）で知能指数は，平均全検査 IQ94（言語性 IQ93.9・動作性 IQ95.3）

  Table 1-5 DSM-Ⅳと DSM-5 の診断結果の違い  

 
※n/a は、該当なし  

Brief Report:An Exploratory Study Comparing Diagnostic Outcomes for Autism Spectrum 

Disorders Under DSM-Ⅳ -TR with the Proposed DSM-5 Revision 改編  

Gibbs,V.et el（2012）  
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である。群指数の知的構成では，PDD は言語性検査の「類似」が高いのに対し

て「理解」が低く，動作性検査では，「絵画配列」が高いのに対して「符号」が

低い。さらに，言語性検査では，平均評価点がすべての項目で 10 以下であるこ

とが報告された。流王（2009，2010）の研究における下位検査評価点の項目は，

言語性検査（知識，類似，算数，理解，数唱），動作性検査（絵画完成，符号，

絵画配列，積木模様，組合せ，記号探し）についての結果が述べられていた。  

 流王（2009，2010）の研究報告では，アスペルガー症候群は，言語性理解能

力が高く，知覚統合が低い。一方，高機能自閉症（High Functioning Autism：以

下 HFA という）は知覚統合力が高く，言語理解力が低いことが報告された。瀬

戸谷ら（1999）は，WISC-R 知能検査を使用して，アスペルガー症候群（14 名），

HFS（12 名），対象児の平均年齢は，9.2 歳である。高機能の特定不能の PDD（24

名）の認知プロフィールの比較について研究報告を行っている。言語性検査で

の平均評価点は，「数唱」が低く，「理解」が高く，動作性検査では，「積木模様」

が高く，「絵画配列」が低く，3 障害の認知のプロフィールはかなり，類似した

ものであると報告された。 

 WISC 系の知的検査を使用した認知特性の他の研究では，高橋・平林・小松・

今田・日詰・古川・降旗（2001）が WISC-R 知能検査を使用し，アスペルガー

症候群（平均年齢 9.0 歳，全検査 IQ87.07），HFA（平均年齢 10.3 歳，全検査

IQ83.80），33 名を対象に行っている。言語性検査では，HFS は，「類似」，「理

解」の平均評価点が低くい。アスペルガー症候群は，「数唱」が高い。動作性検

査は，HFA は，「積木模様」，「絵画完成」がアスペルガー症候群より高く，アス

ペルガー症候群は全般的に低い傾向があると報告している。 

Siegel,Minshew & Goldstien (1996)によれば，HFA（言語性 IQ および動作性 IQ

が 70 以上）を対象に行われた研究では言語性 IQ より動作性 IQ が高いという

傾向は多くの被験者にみられたが，有意な差がなかったと報告されている。言

語性下位項目の「理解」が低く，動作性下位項目は「積木模様」が最も高いと

いう特徴が報告されている。 

高橋ら（2001）は，同じ対象者に先に記述した WISC-R の結果と K-ABC を使

用して認知特性を比較している。アスペルガー症候群では K-ABC の「絵の統

合」，「ことばの読み」など，答えを言語的に表現する下位検査項目や「数唱」，



21 

 

「語の配列」の聴覚的な言語によって，刺激が提示される下位検査の得点が高

い。これは言語発達に遅れがみられないというアスペルガー症候群の特徴と一

致している。一方，WISC-R の動作性下位検査全般や K-ABC の「手の動作」，

「視覚類推」，「位置さがし」が低いことから，空間的能力，知覚的体制化など

視覚的な情報処理能力の低さや短期記憶の弱さの点が考えられる。  

WISC-R の「絵画配列」，「積木模様」，「組合せ」，K-ABC の「手の動作」，「模

様の構成」など，正答を得るために視覚的な手がかりで対象を手で操作したり，

手を動かしたりすることが必要な課題の得点が低い。このことから，視覚―運

動の協応の弱さが指摘されている。 

HFA は，「手の動作」，「模様の構成」，「視覚機能」が，他の下位検査より評価

点が高い。ゆえに，空間的能力，知覚的体制化，視覚的に提出されたモデルの

再生など視覚的情報能力の強さがうかがえる。しかし，WISC-R の「絵画完成」

「絵画配列」，「組合せ」がかならずしも高くない。これから言えることは，視

覚情報の中でも意味理解を伴なるものより意味理解が伴なわない抽象的刺激の

処理の方が得意である。また，言語処理の情報処理では WISC-R の「類似」，「単

語」，「理解」は比較的低いが，K-ABC では，「ことばの読み」が高い。視覚的な

言語刺激の読みとりは問題がないが，言語表現については得点が低いことが考

えらえる。言語表現の不得意さに加え「なぞなぞ」の得点が低いことから，複

数の言語情報を統合的に処理して長期記憶と結びつけていく過程がうまく機能

していないと考えられる。 

高い言語能力のある自閉症は，社会的な判断・知識を獲得することは可能で

あるが，抽象的な理解は，言語能力の低い子どもと同様に弱い傾向がある（神

尾・十一，2000）。さらに，IQ が低い群と高い群は，「知識」，「類似」，「単語」

という言語知識を問う課題の成績が良いが，社会的な判断が必要な課題は低い

成績で，同様な結果であった(Mayes & Calhoun,2003)。 

笹森ら（2010）の調査によれば，幼稚園・保育園における配慮の子どもの状

態像は「指示に従わない」，「集団行動ができない」，「人と関わることが苦手」，

「動きが多く落ち着きない」，「こだわりが強い」，「ある面では年齢相応以上の

知識がある」，「突然，他児を殴ったり，押したりする」である。この状態像は，

発達障害と言われる子どもによくみられる特性である。そのため，医学的な診
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断のない子どもの認知特性も同じ特性を示すと推測される。そこで，このよう

な生活集団で観察しやすい状態像のある子どもの指導・支援は，早期に発達障

害の子どもと同様な指導・支援を行うことができ，二次的障害の予防につなが

ると考えられる。しかし，医学的な診断のある子とない子どもの認知特性の比

較研究はないのが現状である。  

 

（4）学習のつまずきと認知特性 

  

発達障害の子どもや医学的な診断ない子どもは，学習面でのつまずきもみら

れる。不登校の場合，学習面のつまずきから登校しぶりから不登校へ移行する

ケースも多い。学習のつまずきと認知特性には，関係性があるため，早期の予

防にも必要である。日本の教育では，集団での学習のため，学習面のつまずき

は，聞く力，話す力，読み書きの力，誤り分析が重要になる。  

例えば，発達障害のある子どもを学級で観察していると次のような場面に出

会うことがある。  

 

①  広い場所での指示に戸惑っている  

②  聞き返しが多い  

③  指示とは違った行動をとる  

④  聞いてノートに書くことができない  

 

などである。これらの原因は，音への選択的注意，聴覚的短期記憶が弱く意味

理解が困難な可能性がある。例えば PDD は，聞いて覚えることが苦手なため，

長い指示は，意味が理解できず，①②③のような行動をとってしまう。このよ

に，①注意集中の弱さ，②言語理解力の弱さ，③集団内での行動の苦手さ，④

情報の選択の弱さが考えられる。子どもの行動には，その背景にそれぞれの認

知上の特性があるのだという見方をし，指導・支援をすることが必要である。  

学習困難の原因の内的要因は，聴覚的な刺激を処理する力，視覚的な刺激を

処理する力，記憶に関する問題，注意の問題などが影響している。聴覚的な刺

激を処理する能力は，聴覚的弁別や聴覚的認知に関する力である。そのため，
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この力が弱いと「聞いて理解する力，聞いたことを覚える力」や「読み」に影

響を生じる。すなわち，読み書き障害の主な原因は，聴覚的な刺激を処理する

力である。  

視覚的な刺激を処理する力が弱いと，学習の中心となる読み・書きが視覚的

言語であることから類推できるように，広範囲にわたって影響を与える。例え

ば「音読の際，行をとばしてしまう」，「文字の細かい部分を間違える」，「図形

の弁別ができない」である。  

 記憶の問題は，短期記憶とワーキングメモリーがある。短期記憶が弱い場合

知識や経験といった情報の整理・体系化し，それらを使う（検索する）ときに

スムーズに引き出だすことが困難になる。また，ワーキングメモリーは，情報

を一時的に記憶しながら，平行して処理を行う働きがあり，繰り上がりのある

二桁同士の足し算や読解問題で設問を頭の隅におきながら，問題文を読み進め

ていく過程ができず，問題が解けないといった状態になる。  

注意は，情報に対して選択的に集中する状態を示し，多くの情報の中から重

要な刺激に焦点をあてる選択的注意と重要な刺激に対して注意を維持し続ける

持続的注意がある。持続的注意が困難な場合は，注意がそれたり，学習に集中

できなかったりすることが起こる（岡田，2017）。そのため，ADHD のある子ど

もの場合，本人の意志というより選択性注意や持続的注意の問題自体が彼らの

もつ特徴（内在的な障害）といえ，学習困難をきたしている主な要因と考えら

れる。通常の学級のなかで，このようなつまずきがみられる子どもの配慮事項

は，子どものもつ“強さ”を活用し“弱さ”を補うことが原則である。音声言

語機能に障害のある場合には，聴覚面の弱さ視覚面の強さを活用することで補

うことが必要である。例えば「絵 /図 /文字などの視覚的な手がかりを補助手段」，

「口頭で指示される情報の要点をわかりやすく整理し板書する」，「絵や図など

を説明のために用いる」である。  

 聞いて理解することが困難な子どもをサポートするには，音韻認知，意味理

解，短期記憶などの音声言語処理にかかる負荷を軽減することである。例えば

「できる限り簡単で具体的な語を使った短い文でゆっくり話しかける」，「子ど

もが答えられる間を十分置きながら話しかける」などである。  

話すことの困難な子どもをサポートするためには，「質問の際に Yes-No 質問
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のように子どもが答えやすい形で質問する」，「答えの選択肢を文字などで視覚

的に示し，その中から選ばせる」ことで，想起したり，文を表出したりするこ

とにかかる負荷を軽減することができる。  

 このように，認知特性の弱さは様々な学習活動に影響する。そして，学習が

できないことによって，不登校，問題行動につながることが考えられる。  

 

（5）問題行動と認知特性  

  

内在化・外在化問題行動と認知特性に関する研究はほとんど見当たらず，外

在化問題行動の中でも，とりわけ非行少年を対象とした研究が行われてきた（七

内藤ら，2016；宮口，2019）。Kaufman（1994）は，内在化問題行動と認知特性

の研究をおこなった。研究では，WISC の下位検査項目に共有される能力や影

響因との関係に着目し，「算数」，「数唱」，「符号」，「記号探し」の 4 項目の成績

が不安の影響を受けやすいとしている。一方では，外在問題行動は，緒方（2008）

が児童相談所を訪れた非行児 190 名と無非行児 194 名の WISC‐Ⅲの結果を比

較した。その結果，下位項目では「知識」，「類似」，「単語」，「組合せ」，「理解」

の 5 項目で有差が確認され，いずれも無非行群より低くなっていることを報告

している。  

統合失調症と認知特性の関係を調べて研究では，言語性検査の成績が動作性

の検査より良く ,言語性の下位検査項目「知識」，「単語」が高く ,「理解」が低く，

動作性検査の下位検査項目の「積木模様」が高く，「絵画完成」が低いことが報

告されている（秋谷，1981；伊藤，1996）。また，福田・安藤・間島（2005）は，

統合失調症に認める日常生活の障害を次の 4 つ挙げている。  

 

①  言語性記憶の障害  

②  実行機能の障害  

③  持続性注意の障害  

④  視覚・運動処理障害  

 

この 4 つの障害は，ASD，アスペルガー症候群にもみられる特徴でもある。  
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4．問題行動への小学校における心理教育的援助サービス 

 

（1）問題行動の予防的援助サービス 

 

いじめ，不登校，問題行動の指導は，学校では生徒指導上の課題として挙げ

られることが多い。そして，従来から児童生徒指導や教育相談で行われている。

そのため，特別支援教育とは分けていたのが現状である。しかし，学校現場で

は，不登校，いじめ，問題行動（非行）の背景には，LD，ADHD，ASD などの

障害のある子どもがいるためであるということが認識されるようになり，問題

行動と特別支援教育の両方からの指導・援助も必要になった。  

文部科学省は，2010 年に生徒指導の基本的な概説書である「生徒指導提要」

を作成した。そこでは，小学校段階から生徒指導の充実の重要性についてしめ

していること，発達障害も含め多様化，複雑化している子どもの個別的な課題

を具体的に取り上げていることである。  

一方では，子ども自身の問題だけでなく家庭環境などの様々な原因が複雑化

している。そのため，子どものこれらの問題を解決するためには，従来のよう

に教師の教育相談の質を高めるだけでは解決することは困難になった。そこで，

1995 年に各学校にスクールカウンセラーが導入され，心理職が援助する体制が

できた。さらに，文部科学省は，予防的援助をするためにスクールカウンセラ

ーや 2008 年にはスクールソーシャルワーカーなどの専門スタッフと連携し組

織的に行うこと（チーム学校）も明確化された（文部科学省，2015a）。文部科

学省は 2017 年 3 月に学校教育法施行規則の一部改正が行われ，スクールカウ

ンセラーやスクールソーシャルワーカーの職務内容が規定された。  

 子どもへの援助者には，専門的ヘルパー，複合的ヘルパー，役割的ヘルパー，

ボランティアヘルパーがある。専門的ヘルパーはスクールカウンセラー，スク

ールソーシャルワーカー，巡回相談員である。スクールカウンセラーは，心の

専門家としてアセスメント，子どもへのカウンセリング，教員・保護者へのコ

ンサルテーション，ケース・カンファレンス，研修講師などの多義にわたる業

務を行っている。  

近年，学校現場では，事案が起きた時の対応及び予後に加えて，予防的援助
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の健康教育が注目されている。心の健康教育の内容は，ストレス対処法，ソー

シャルスキル，キャリア支援などがあげられる。いじめ，不登校，問題行動，

非行問題では，ストレスとの関係が深いため，ストレス対処についての指導と

してストレスマネジメント教育が有効と考えられる。スクールソーシャルワー

カーは，子どもの起因以外の家庭環境などから福祉の専門家として配置されて

いる。そのため，子どもの心の健康教育には直接関与することは少ない。  

教師は教育の専門家であり，子どもの人格形成や成長と発達に寄与する。教

師の中でも，教育相談担当，児童生徒指導，特別支援教育コーディネーター，

特別支援担当，養護教諭などは心理教育援助サービスを学び，専門的なサービ

スを行っている。このように心理教育的援助サービスを業務の一部として行う

教師は，学校心理学では複合的ヘルパーと言われている。この業務については，

専門家が配置されていない時期から，養護教諭や児童生徒指導教諭が主に心理

教育援助を行っていた。近年，文部科学省の通知により，特別支援教育のコー

ディネーター的な役割を担う教員を「特別支援教育コーディネーター」に指名

し，校務分掌に明確に位置付けることになった（文部科学省，2007）。そのため

各校に特別支援教育コーディネーターが配置されるようになった。  

 

（2）3 段階の心理教育的援助サービス 

 

子どものニーズに応じた援助を提供する枠組みとして利用できるのが３段階

の心理教育的援助サービスである。1 次援助サービスはすべての子どもに共通

して認められる援助サービス，2 次援助サービスは特定の子ども対象，3 次援助

サービスは特別なニーズのある子どもを対象にしている（Figure1-3）。  

1 次援助サービスは，すべての子どもを対象に行われている。この段階は，

問題が発生することを予防する予防的なアプローチで，学校教育では，例えば，

喫煙，飲酒，薬物乱用防止，インターネットいじめ防止が該当する。これらの

指導は，社会的能力を高める段階である。以前の予防教育は，例えば薬物乱用

の恐ろしさを教えることが，防止につながると言われていた。しかし，社会能

力が低いと誘われにくい状況を認識できなかったり，誘われても断ることがで

きなかったりし，問題行動に巻き込まれる可能性が高い（水野・家近・石隈，
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2018；宮口，2019）。また，自尊心が低いと自分を大切にできず，自ら問題行動

を起こしたり誘いを断る意思決定ができなかったりすることもある。このよう

に，１次援助サービスでは，社会的能力を高める教育が必要であると考えられ

る。授業形態は，主に集団活動で学級や学年単位でおこなわれている。そして

教科は，特別活動，道徳教育，健康教育や生徒指導などで行なわれている。  
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 2 次援助サービスは，学校生活の中で苦戦している子ども，またストレスな

どを抱え，不適応症状を起こす可能性のある子どもを早期の段階で発見し，援

助につなげる段階である。2 次援助サービスは，子どもの日常的な観察が重要

になる。なぜなら，子どもの援助ニーズを教師が学級の中で発見することが多

いからである。背景には，子どもは教師やスクールカウンセラーに援助要請し

ないという傾向がある。教師の日常的な観察の例は，校門での朝の挨拶，授業

中の表情，給食や弁当の状態，友人関係，試験の成績の変化などがあげられる。

また，文部科学省（2009）の「教職員のための子どもの健康観察の方法と問題

への対応」では「学級担任をはじめ教職員により行われる健康観察は，日常的

に子どもの健康状態を観察し，心身の健康問題を早期に発見して適切な対応を

図ることによって，学校における教育活動を円滑に進めるために行われる重要

な活動である。学級担任等により行われる朝の健康観察をはじめ，学校生活全

般を通して健康観察を行うことは，体調不良のみならず心理的ストレスや悩み，

いじめ，不登校，虐待や精神疾患など，子どもの心の健康問題の早期発見・早

期対応にもつながることから，その重要性は増してきている。（6 頁引用）」。こ

のように，心身の健康問題の早期発見・早期対応につなげるため，子どもの小

さな変化に対して担任が気づくスキルを高めることが重要になる。  

 3 次援助サービスは，不登校状態にあったり発達障害が背景にあったりして，

学校適応に苦戦している子どもの援助を意味する。校内の援助支援者は，スク

ールカウンセラー，教師，養護教諭，特別支援教育コーディネーターなどであ

る。また，子どもの状況により教育センター，教育支援センター（適応指導教

室），医療関係など外部機関との連携を図ることや教職員の意識と観察力を高

める健康観察の方法を提案している。  

関戸・田中（2010）によると一次援助サービス（学級全体への支援），2 次援

助サービス（専門的なグループ支援），3 次援助サービス（専門的な個別支援）

が必要であるという観点から，小学 3 年生を対象に学級内で共通の行動目標を

定めて子どもたちの問題行動を予防し，次に発達障害児に対して積極的行動支

援（Positive Behavior Support：以下 PBS とする）に基づく個別支援を行うこと

で子どもたちの問題行動が減り，望ましい行動が増えたことを報告している。 

効果的な PBS の計画は，問題行動の機能を識別することと，社会的に適切な
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コミュニケーションや社会的スキルに問題行動を置き換えるために役立つ新し

いスキルを教えること。さらに PBS の計画には，問題行動を触発するような出

来事が削除されるように，作業や日課，状況及び環境を変えることが必要であ

る。 

 

（3）社会的能力の育成への取り組み 

 

 わが国の心理学的な手法を取り入れた学習のプログラムは，グループエンカ

ウンター（Structured Group Encounter），ソーシャルスキル・トレーニング（Social 

Skills Training），アサーショントレーニンング（Assertion Training），ストレスマ

ネジメント教育（Stress Management Education）である。そして，特定の問題行

動に対応したプログラムになる。例えば，怒りのコントロールをめざしたアン

ガーマネジメント（Anger Management），いじめなどの対応としてピア・メディ

エーション（Peer Mediation）などである。  

なお，文部科学省（2010）は，「教育相談でも活用できる新たな手法等」

では，グループエンカウンター，ピア・サポート活動，ソーシャルスキル

トレーニング，アサーショントレーニング，アンガーマネジメント，スト

レスマネジメント教育，ライフスキルとトレーニング，キャリアカウンセ

リングの生徒指導上の手法として例示されている。しかし，わが国では，

教育課程の制約が強いため，諸外国のようなパッケージ化したプログラム

を実施することは難しい。そのため，各学校の状況に応じて学習内容，学

習時間，学習時期を設定して行われる。  

宮口（2019）によれば，ソーシャルスキルトレーニングは，認知行動療

法(Congnive Behavaior Therapy)に基づいている。そのため，「考える力」が

なければ不適切な行動を適切な行動へ変えることが難しい。考える力の聞

く力，言語理解，見る力，想像する力，判断する力は，認知機能であり，

発達障害の子どもには弱いところである。発達障害は，認知機能の弱さが

あるために心理的プログラムだけは効果があらわれない（宮口，2019）。ゆ

えに，認知機能を指導するために特別支援教育が必要であると考えられて

いる。  
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（4）通常の学級に在籍している子どもの特別支援教育 

 

1976 年以降の日本の特別支援教育は，盲，聾，肢体不自由の身体的な障害と

知的発達の遅れによる知的障害が対象であった。そして，当時の自閉症は，カ

ナー（Kanner）が提唱した知的障害を伴った古典的なタイプが大半をしめてい

た。また，知的発達の遅れがなく，情緒不安定で落ち着きがない，多動の傾向

がある，感情のコントロールが難しい，情緒的な問題がある子どもは，「情緒障

害」という枠組みの中で教育が行われた。 

2006 年度に教育基本法が改定され，「特殊教育」から「特別支援教育」へと

移行し，自閉症，LD，ADHD が対象となった。また，2007 年度には，「知的な

遅れのない発達障害も HFA 含めて，特別な支援を必要とする幼児児童生徒が在

籍する全ての学校において実施されるものである」（文部科学省，2007）となり

対象の子どもの範囲が広がった。 

学校教育法第 81 条第１項では，幼稚園，小学校，中学校，高等学校等におい 

て，障害のある児童生徒等に対し，障害による学習上又は生活上の困難を克服

するための教育を行うことが規定されている。そのため,2017 年の小学校新学

習指導要領に「障害のある児童への配慮についての事項」が次のように記載さ

れた。 

 

（1）  障害のある児童などへの指導 

①  児童の障害の状態等に応じた指導の工夫 

（第 1 章第 4 の 2 の(1)のア） 

ア 障害のある児童などについては，特別支援学校等の助言又は援助を 

活用しつつ，個々の児童の障害の状態等に応じた指導内容や指導方

法の工夫を組織的かつ計画的に行うものとする。 

    

（文部科学省，2017；小学校学習指導要領解説総則編より抜粋） 

 

つまり，障害のある子どもについては，学習活動を行う場合に生じる困難さ

に応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的，組織的に行うことが示された。 
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通常の学級においても，発達障害を含む障害のある子どもが在籍している可

能性があることを前提に，全ての教科等において，一人ひとりの教育的ニーズ

に応じたきめ細かな指導や支援ができるよう，障害種別の指導の工夫のみなら

ず，各教科等の学びの過程において考えられる困難さに対する指導の工夫の意

図，手立てを明確にすることが重要であることが明記された。 

例えば，読み書きや計算などに困難がある LD の子どもについての国語科に

おける書き取りや，算数科における筆算や暗算の指導などの際に，活動の手順

を示したシートを手元に配付するなどの配慮をすること。さらに，ADHD や自

閉症の子どもに対して，話して伝えるだけでなく，メモや絵などを付加する指

導などの配慮をすることである。 

このことは，特別支援教育が特別な環境で行うことでなく，通常の学級での

授業でも配慮しながら行うことになったと言える。そのため，子どもの特性に

ついて把握し指導に活かすことが重要になる。その結果，学校生活の中で苦戦

している子どもや不適応症状を起こす可能性のある子どもを早期に発見するこ

とでいち早く適切な指導・援助につなげることができると予想される。その反

面，通常の学級の先生の特別支援教育に関してのスキルの問題もある。  

一方で，通常の学級に在籍して，より専門的な指導を要する子どもは通級に

よる指導を受けている。「通級による指導」とは，通常の学級に在籍する障害の

ある子どもが，各教科等の大部分の授業を通常の学級で受けながら，障害に応

じた特別の授業を「通級指導教室」で受ける指導形態のことである。通級指導

教室では，障害の状況がそれぞれ異なる個々の子どもに対し，個別指導を中心

とした特別の指導をきめ細かに，かつ弾力的に行なっている。他の形態では，

特別支援学級がある。その障害のために通常の学級では十分な指導の効果を上

げることが困難な子どもに対して，特別に編成される学級に在籍して指導を受

けるため，通級指導教室と対象となる子どもの状態が異なる。そのため，通常

の学級で特別な指導を行う必要のある子どもは，通級指導教室の指導を受ける

ことが多い。  

「通級による指導」の対象となる障害は，言語障害者，自閉症者，情緒障害

者，弱視者，難聴者，LD，ADHD，その他障害のある者（肢体不自由，病弱及

び身体虚弱など）である（文部科学省，2018a）。本研究で対象になる発達障害,
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行動面で著しく困難を示す特別な支援を必要とする子どもは，自閉症者，情緒

障害者，LD，ADHD として通級指導教室に通って指導することが多い（以下；

情緒通級）。情緒通級は，「障害の克服」を目標とする指導を学習指導要領にお

ける自立活動の内容で行うことが明記されている。新学習指指導要領の自立活

動は，「健康の維持」,「心理的な安定」,「人間関係の形成」,「環境の把握」

「身体の動き」,「コミュニケーション」6 区分とその下に 27 項目として示さ

れている（Table 1-6）。 

いじめや暴力行為等の問題行動，不登校の二次障害の予防として心理教育的

指導は，種々の方法が用いられ，集団や個別で指導が行われている。そして，

通常の学級においても，それらの対策として心理教育的な指導の重要性が認識

されつつある（岡﨑・安藤，2012）。  

心理教育的指導と自立活動の内容と最も関係しているのは，心理的な安定，

人間関係の形成，環境の把握，コミュニケーションである。Table 1-7,Table 1-8

は，自立活動の区分と項目に ASD，LD，ADHD の子どもに対する例を示した

表である（文部科学省，2018b）。しかし，通常の学級で自立活動を行うことは，

教育課程上できないといった課題がある。そのため，特別支援学級か情緒通級

での指導になる。  
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従来，社会的不適応を招く恐れのある行動上の問題を，より適応的なものへ

と移行するために，様々な指導が行われてきた。例えば，問題行動の起因を障

害特性であり，①認知的な偏り→②問題行動（暴言，怒り，泣く，怒りの爆発，

けんかなどの攻撃行動など）のプロセスを前提に認知特性の弱い面に焦点をあ

て，学校生活をスムーズに送れるように，望ましい人間関係やコミュニケーシ

ョンのもち方や，気持ちのコントロールの仕方などのソーシャルスキルトレー

ニングを行っている。加えて，攻撃行動の改善のためには，カッとなっても攻

撃的にならず，自分の気持ちを伝え，友だちとのよい関係を続ける行動を考え

ることを身につけることが必要である。すなわち，自己コントロールスキルと

葛藤解決スキル獲得によってさまざまなストレス反応を軽減できると予想され

る（田代・古橋，2007）。これらの指導は，自立活動の領域で行われているが，

認知行動療法に基づく諸技法を取り入れてた指導とも考えられる。 

道徳教育の関係は，新学習指導要領解説書には，以下の記載が加わった。 

  

第 3 指導計画の作成と内容の取扱い  

(5) 生徒の発達の段階や特性等を考慮し，指導のねらいに即して，問題解

決的な学習，道徳的行為に関する体験的な学習等を適切に取り入れるなど，

指導方法を工夫すること。その際，それらの活動を通じて学んだ内容の意

義など について考えることができるようにすること。また，特別活動等に

おける多様な実践活動 や体験活動も道徳科の授業に生かすようにするこ

と。   

 

冨永（2016）は，「道徳の時間には，読み物教材だけでなく，体験的な学習や

問題解決的な学習ができるようになったのです。ここで，『体験学習』ではなく

『体験的な学習』ということがポイントです。道徳の時間 は，グループエンカ

ウンターを１時間やってもよい，というわけではないのです。あくまで，道徳

の内容項目に沿った授業案が求められます。」と主張しながら，目標に「自己を

みつめ」があり，自分を見つめるために，自分教材（たとえば，ストレスチェ

ックや生活習慣チェックなど）を活用することも可能になったことを述べてい

る。そして，ストレスマネジメントを活用した新しい道徳教育の在り方につい
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て報告している（一瀬，2016）。しかし，従来の道徳学者からみれば「これは保

健体育の授業案で道徳の授業案ではありません」，「これは学活の指導案で道徳

の指導案ではありません」という指摘を受ける可能性があることを示唆してる。  

 発達障害の子どもは認知機能が弱く，大きな集団では，ストレス軽減のため

の指導を行っても効果が低いと考えられる。そのため，通常の学級では個別的

な指導が困難なため，小集団または個別指導が行える情緒通級で心理的教育を

行うことが重要である。さらに，教育相談と特別支援教育の融合が必要である。  

 

5．本研究の目的と構成 

 

（1）目 的 

学校を取り巻く状況としては，いじめ，問題行動，不登校の子どもの増加な

ど，教育現場において多様な子どもへの支援が必要になっていることが指摘さ

れている。そして，これらの背景には発達障害の影響があることが，報告され

ている。発達障害児は，固執性やコミュニケーション力の弱さなどから生じる

様々なストレスと直面する機会が多く，ストレスの受け止め方や対処の仕方が

適切でないため，環境への不適応を引き起こしやすい状況がある。  

一方では，診断のある子どもは，学校に入学後から特別支援教育の対象とし

て指導・支援が可能である。しかし，いじめ，問題行動，不登校の子どものな

かには医学的な診断がなく，指導上の困難な状況は，把握できても適切に指導・

支援していないケースの多いことは，大きな課題である。今まで適切な支援・

指導を受けてきていない子どもに早期に適切な指導を行うことが，いじめ，問

題行動，不登校の予防につながる。  

本論文は，そこで，医学的な診断のない子どもの認知特性を明らかにし

「Lazarus & Folman （1984）が提唱した心理的ストレスモデルに着目し，情緒

通級に通う子ども対象に，発達障害児のストレスにおけるレジリエンス，コー

ピングに関する比較研究し，情緒通級における予防教育に活かすことを目的と

する。 

すなわち，情緒通級に通っている子どものコーピングを分析し，二次的な障

害の予防について Lazarus & Folkman （1984）が提唱した心理的ストレスモデ
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ルをもとに心理的教育を実施するための課題や解決について検討することであ

る。  

 

（2）各章の構成 

 

本論文の構成は， 第 1 章から第 7 章から構成される。第 1 章では,研究の背

景,そして目的を述べた。第 2 章は, 発達障害の子どものコーピングに関する

先行研究,第 3 章は医学的に診断のない子どもの認知特性の研究, 第 4 章から

第 6 章までは,情緒通級に通う子どものコーピング,レジリエンス対する質問紙

調査による研究，第 7 章は,総合考察から成る。 
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第 2 章 発達障害の子どものコーピングに関する先行研究 

  

1．ストレス研究動向 

 

本来，ストレス（stress）は，物理的な用語で「歪」や「ゆがみ」という意味

を表している。それを生理学領域で用いたのが生理学者セリエ (Selye)である。

セリエは，外部刺激（stressor）に対して生じる生体内の歪状態である非特異的

反応を 1946 年に「ストレス学説」として発表した（Selye ,1946）。1960 年代以

降は，ストレスは避けることができないものであり，対処の仕方が適応の差と

して現れるという認識が高まった。  

Lazarus & Folkman（1984）の認知的ストレス理論では，ストレスは様々な要

因から構成され，ストレッサーとストレス反応を媒介する要因として認知的評

価とコーピング（coping）が重要視されている。日本の学校現場では，この心理

学的ストレスモデルが主流となり，1994 年から問題行動の予防のためのストレ

スマネジメント教育の実践が行われているようになった。（竹中，1997；山中・

富永，2000）。  

Figure 2-1 は，心理学的ストレスモデルを図示したものである。ストレッサー

は，心理的なストレスとなりえる外界からの刺激を表している。この刺激は，

日常生活に変化を引き起こすような出来事や学校での様々な出来事や状況が含

まれる。学校のストレッサーは，友人関係，先生との関係，学業が多い。この

段階では，まだ心理的ストレスとはなっていない。次の段階である認知的評価

において，そのストレッサーが自分にとって脅威と感じたときに初めて心理的

ストレスとなる。コーピングは，心理的なストレスとなった刺激やそこから生

起した情動を処理するための過程である。コーピングが成功し，刺激や情動が

適切に処理できればストレス反応が生起しないか程度が低いと考えられている。 

認知的評価は，一次的評定（ primary appraisal）と二次的評定（ secondary 

appraisal）の評定過程がある。一次的評定は，「無関係」，「無害―肯定的」，「ス

トレスフル」の 3 種類に区別される。そして，ストレッサーが生起された時，

自分の価値判断で決まる。無関係は，刺激状況によって失うものも得る者もな  
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い場合の評定である。無害―肯定的は，肯定的な情動（喜び，愛，幸福，陽気）

によって特徴づけられる評定である。一次評価で無関係または無害―肯定的と  

評定した場合は二次的評価は行われない。ストレスフルは，刺激状況によって，

「自分が脅威害になっている」「脅かされている」と判断される場合の評定であ

る。この評定は，さらに「害―損失」「脅威」「挑戦」の 3 種類がある。例えば，

「害―損失」は，「学校の定期試験を 1 回で合格する」という目標を立て勉強し

たが，結果が不合格であった。この場合，目標達成に失敗したことから，「害―

損失」という評定となる。  

 「脅威」は，まだ実際には「害―損失」になっていないが，今後「害―損失」

を被る可能性のある場合になされる評価である。例えば，「学校の定期試験を 1

回で合格する」という目標を立てて学習に取り組んでいる場合，その後の定期

テストに合格するかわからない場合である。  

挑戦は，出会った状況が，自分にとって利益や成長の可能性を与えると判断

される場合になされる評価である。例えば，若い研究者の研究発表が成功すれ

ば，自分の研究者としてアピールできる絶好のチャンスと考え頑張ろうと」解

釈した場合には「評価」がなされる。このような評定のことを「挑戦」という。  

「脅威」と「挑戦」は，同じ事象であっても，それぞれ，同時に展開するこ

ともある。例えば，先ほどの例では，自分の研究者としてアピールできる絶好

のチャンスと考え頑張ろう」として挑戦と評定する場合と「研究発表が失敗し

て，評価を下げる」として脅威と評定する場合である。脅威と挑戦が同時に起

こった場合は，克服できる自信があれば「挑戦」を選択し，克服する自信がな

い場合には，「脅威」を選択する。この自信が，個人差となると考えられる。二

次的評定は，「害―損失」「脅威」「挑戦」と評定された場合，その状況を処理し

たい，切り抜けるために何をすべきかを検討する過程と考えられる。  

コーピングは大きく分け，問題焦点型コーピング（problem-focused coping）

と情動焦点型コーピング（emotional-focused coping）に分けられる。問題焦点型

コーピングは，「問題解決に向けて情報を収集する」，「計画を立てる」，「具体的

に行動する」など，ストレスフルな状況そのものを解決しようとする，具体的

な努力を意味している。情動焦点型コーピングは，「直面する問題について考え

るのをやめる」など，ストレス解決のために努力する方略である。情緒焦点型
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は，ストレスを軽減するために音楽を聴く，運動するなどストレスによって生

起した情動の調整をする方略である。なお，ストレスの原因がわかる場合には，

それに働きかけて事態をストレスのない方向に変化させる技能を「コーピング・

スキル」という。 

 学校現場では，問題を解決したり，未然に防いだりするための指導・支援を

しながら，子どもの学校生活への適応やよりよい人格の向上に努めている。さ

らに，複雑化する状況に対応するために，人間関係を養うことや心の発達をよ

り促進することをねらいとしたストレスマネジメント教育やアサーショントレ

ーニングの技法を使用した教育相談の必要性が記述されている（文部科学省，

2010）。  

コーピング方略を事前に，問題焦点型か情動焦点型かに分類することは難し

い。  例えば，「前期試験に向けて一生懸命勉強する」という方略は，ある学生

にとっては良い成績をとるため（問題焦点型），そして別の学生にとっては不安

を低めるため（情動焦点型）かもしれない。つまり，それぞれの方略が問題焦

点型と情動焦点型のどちらの機能を有しているのかは，その方略を使用する個

人の意図や目的によって決まる。Cohen（1987）によれは，直面する状況を対処

可能と評定した場合には，問題焦点型コーピングが多く使用されるが，対処不

可能と評定すると，情動焦点型コーピング方略が多く使用されていると報告さ

れている。 

コントロール可能と評定された状況では，問題焦点型コーピングを行うこと

によってコーピング効果が高まるのに対して，コントロール不可能と評価され

た状況では，問題焦点型のコーピングを行ってもコーピング効果は高まらない

ことを明らかにした（Bowman, 1995）。その他，Collins,Baum＆Singer（1983）

は，コントロール可能と評定された状況では，問題焦点型コーピングがストレ

ス反応を低減させるに対して，コントロール不可能と評定された状況では，情

動焦点型コーピングがストレス反応を低減させることを明らかにしている。  

ストレスフルな状況に出会った場合には，１つのコーピング方略だけで状況

を処理したり，処理できたりすることはまれである。その環境，状況によって

複数のコーピング方略を行うことがストレス反応の低減に有効である。このよ

うにストレスフルな状況に応じて，適切なコーピングを選択することを「コー
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ピングの柔軟性」（coping flexibility）という。ASD の子どものコーピングの方

法は，定型発達の子どもより多くない。すなわち，ASD の子どもは，柔軟性が

弱い特性がある。そして，この原因は ASD の障害特性である固執性の影響が考

えられる。  

子どもの問題行動は，コーピングなのか，それともストレス反応なのか。例

えば，いじめ行動は，子どもがあるストレッサーから生じるストレスの影響か

ら逃げるために他の子どもをいじめるのか。一方，いじめを慢性的なイライラ

といったストレス反応の結果ともとらえられる。子どもが何らかのストレッサ

ーに遭遇し，それに対する解決策として暴力を振るったり，家に引きこもった

り，あるいは逃避行動として自殺を図るという行動を選択した場合は，明らか

に誤ったコーピングの結果である。子どもがストレスに対して適切なコーピン

グを選択できることや不適切なコーピングから適切なコーピングに変容させる

ことが，ストレス反応を軽減させることができる（嶋田・戸ヶ崎・岡安・坂野・

浅井，1993）。さらに，ストレスが生じた場合に積極的な問題解決をする問題焦

点型コーピングがストレス軽減に有効であることを示している（嶋田，2005）。 

先に述べたようにコーピングは，適切なコーピングと不適切なコーピングが

ある。適切なコーピングは，例えば，問題焦点型の「援助を求める」，「情報を

得る」，「問題の在り方を解明する」，「立ち向かう」，そして情動焦点型コーピン

グの「発散する」，「ポジティブに再評価する」，「避ける」などがあげられる。

一方，不適切なコーピングは，情動焦点型コーピングの行動的コーピングであ

る「過剰なアルコール摂取」，「薬物乱用」，「故意的な自傷」，「攻撃的行動」「脅

し」，「いじめ」などが考えられる。このように，ストレッサーに対して適切な

認知の評価ができないと適切なコーピングを使うことは困難といえる。  

神藤・齊藤（2001）は，規則や対教師関係のストレッサーがいじめ行動と結

びついていることを主張している。さらに，友人関係のストレッサーの評価が，

いじめ行動と正の相関を示していることから，いじめられた子どもがストレス

反応を増大させ，さらに，自分より弱い子どもをいじめるといったいじめの連

鎖が発生している可能性がある。  

このように，発達障害のある子どものストレス内容と程度を分析し，そのス

トレスにおける関係の要因やストレッサー，コーピング，ストレス反応を明確
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にすることは発達障害の指導・支援の方法を検討するうえで有効であると考え

られる。  

  

2．レジリエンス  

 

教育現場においてもレジリエンスということばを聞かれることが多くなって

いる。その理由の一つは，ストレス（ストレッサーとストレス反応）の問題で

ある。ストレスは，かつては大人の問題として考えられていた。しかし，現在

では，子どもでも大きな問題となっている。子どものストレスの原因としては，

友人関係や成績などである。これらのストレスやプレッシャーに折れないしな

やかな心を育成することが重要である。  

国内のレジリエンス研究は，研究報告も少ない。特に発達障害の子どものレ

ジリエンスの研究は，菅見の限りでは見当たらない。しかし，レジリエンスは，

発達障害のある子どもが困難や問題に柔軟に対処し適応し将来の社会自立する

ためにも必要な力と考えられる。  

 

（1）レジリエンスの定義  

 

レジリエンスの定義は，研究者，研究内容，目的などによって様々である。

Rutter（1985）は，逆境にもかかわらず良い適応をしている子どもについて報告

し，「人が逆境に遭遇した際の精神的に抵抗し，健康な発達を遂げるための防衛

機能」であると述べている。Masten,Best & Garmezy（1990）は，「困難で脅威的

な状況にもかかわらずうまく適応する過程・能力・結果」のことをレジリエン

スと定義している。一方，国内の研究では，小塩・中谷・金子・長峰（2002）

が，「非常にストレスフルな出来事を経験し，困難な状況になっても精神的な健

康や社会的適応行動を維持する，あるいは回復する心理的特性」と定義してい

る。また，石毛（2003）は，「困難な状況にさらされても，重篤な精神病理的な

状態にはならない，あるいは回復できる個人の心理面の特性」と定義している。

つまり，「困難で脅威的な逆境にさらされ，心が折れそうな状態になっても，何

とかしてその逆境を乗り越えて，精神的な健康を維持しながら環境に適応して
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いく個人の能力やその適応の過程を指すこと」と言える。   

田中（2012）は，レジリエンスの力が高い者は，ストレスフルなライフイベ

ントが多くなっても，精神的な健康の状態を維持していくことができる。しか

し，レジリエンスの力が低いものは，ストレスフルなライフイベントが増える

につれて精神的な健康が損なわれていくものと考えることができることを主張

している。また，レジリエンスとコーピングの違いは，コーピングは，困難な

状況における心理的過程をあつかっているものの，個人の認知的側面を重視し

た概念であると述べ，さらにコーピングは，レジリエンスを有する者の認知的

な傾向や特徴と考えられている（小塩ら，2002）。  

 

（2）レジリエンスと問題行動 

 

石田・村松・榊・廣・廣（2016）は，小学生のレジリエンス，社会的スキル，

セルフエスティーム，攻撃性を指標として相互の関連からレジリエンスが高い

子どもは，社会的スキル（良好な友人関係）やセルフエスティーム（好ましい

自尊心）が高く，レジリエンスが低い子どもほど攻撃性が高く，社会的スキル

やセルフエスティームが高いことがレジリエンスを高めることにつながると報

告している。一方では，いじめを受けた経験のない子どもは，レジリエンス，

社会的スキル，セルフエスティームが高く，いじめを受けた子どもは攻撃性を

高めている（石田・村松・廣・廣・田中・出川，2017）。  

ASD などの発達障害の子どもは，個人差があるために，ストレスフルなライ

フイベントが生じた時，暴言や暴力行為などの問題行動につながるケースとつ

ながらないケースがある。それは，ASD などの発達障害者は，固執性やコミュ

ニケーション力の弱さなどから生じる様々なストレスと直面する機会が多く，

また，ストレスの受け止め方や対処の仕方が適切でないため，環境への不適応

を引き起こしやすい状況があり，レジリエンスの影響が大きいと考えられる

（林・江川・染谷，2015）。高辻（2002）は，幼児のレジリエンスを「ストレス

耐性」と「社会的スキルの柔軟な利用」で説明し，前者の介入は難しいが，後

者については教師の指導や介入によって適応を促しやすいと述べている  

他には，特別支援学校の教諭に行った発達障害のある子どもの問題行動にか
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かわる要因についての調査では，問題を起こして立ち直った子どもは，困難な

状況であっても悩みを話すなどの「内面共有性」，失敗してもあきらめずもう一

度挑戦する「活動実効性」，困ったことが起きても良い方向へ考える「楽観性」

のレジリエンスが高いことが報告されている（堀江ら，2008）。このように，発

達障害の予防的な指導は，困難で脅威的な逆境にさらされ心が折れそうな状態

になっても，何とかしてその逆境を乗り越えて，精神的な健康を維持しながら

環境に適応していく力の育成，すなわちレジリエンスに着目する必要があると

考えられる。 

 

（3）レジリエンスに関する尺度 

   

レジリエンスに関する研究は，いずれも研究対象が大学生を含む一般成人，

高校生，中学生など様々な人を対象に行われてきた。そのため，小学生のレジ

リエンスの研究は，少ないのが現状である。さらに，発達障害の小学生のレジ

リンスの研究は，これまでのところ見当たらない。ここでは，小学生と中学生

に焦点を絞ってレジリエンスに関する尺度について述べることとする。  

 レジリエンスの尺度は，レジリエンスの定義と同様に目的によって様々なレ

ジリエンス尺度の項目が存在する。そのため，何を調べるか選択して使用する

尺度を決定することが必要である。  

石毛・無藤（2006）は，中学 1～3 年生まで  1, 218 名の中学生への面接調査

で収集された項目，質問紙による調査から中学生を対象としたレジリエンス尺

度を作成し，その分析結果から「意欲的活動性」，「楽観性」，「内面共有性」の

3 因子が見出された。大学生を対象とした，「新奇性希求」，「感情調整」，「肯定

的な未来志向」の 3 因子からなる尺度（小塩ら，2002）がある。小学生対象に

第 1 因子「自己イメージ」，第 2 因子「家族」，第 3 因子「学業」，第 4 因子「特

技・友達」，第 5 因子「願望」の 5 因子とした（田中，2012）。特に小学校の子

どもの場合に友人関係と学業が 2 大要因である。  
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（4）心の健康とレジリエンス 

 

現代の子どもの状況を踏まえ，学校教育では，1998 年に改正された学習指導

要領で示された「生きる力」の育成を目指し，心の健康が注目されてきた。さ

らに，文部科学省（2014）の「情動の科学的解明と教育等への応用に関する調

査協力会議」の報告では，「困難な状況に際しても，その困難に向き合い克服し，

成長に導く能力」「逆境に耐え，試練を克服し，感情的・社会的に健康な精神活

動を維持するのに不可欠な心理特性」とレジリエンスの重要性を述べられてい

る。また，カリキュラム・リデザイン・センター（CCR）の提唱する「4 次の教

育 (four-dimensional education)」の人格の項目にレジリンスが記述されている

(Fadel,Bialik & Trilling,2015) 。  

小学校学習指導要領では，小学 5 年生の体育「心の健康」に関する内容がレ

ジリエンス育成と関連のある内容である。小学校学習指導要領は，2017 年に改

定され（Table 2-1），2008 年の内容を引き継いている。いじめ，不登校，暴力行

為など子どもの悩みや不安に対応する対処法が含まれている。そして，心の健

康を不安や悩みへの対処方法の知識及び技能，そして解決するための思考，判

断力，表現等に分けて構成された（Table 2-2）。このように，学校教育における

レジリエンスの介入は，直接この用語を使った実践は少ない。しかし，学習指

導要領の体育編の保健教育で行われている。また，一部，スクールカウンセラ

ーの配置により，心の健康に関わる様々な実践は，保健体育科の領域以外でも

報告されている。  
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レジリエンスに関する指導は，養護教諭と関係が深い。個人の指導は，日常

の健康相談活動の中の生活習慣に関する個別の保健指導で行われている。また，

集団を対象とした指導は，養護教諭が中心となって保健指導や保健学習の時間

に心の健康教育や生活集団を題材とした内容で指導をしている。本研究のスト

レスとコーピングを題材としたストレスマネージメント教育は，この領域で行

われている。  

 

4．学校教育のストレス研究 

 

（1）ストレッサーとストレス反応 

 

学校教育においても「ストレス」という言葉は，身近な言葉になってきい

る。そして,子どもの不登校，いじめ，問題行動などの背景には，ストレスが

あることが指摘されている。ストレス理論では，人間は，様々な出来事（スト

レッサー）に遭遇する。そのストレッサーが自分の対処能力を超えた脅威であ

ると感じる時に「ストレス反応」と呼ばれる症状や行動を生じさせる。  

文部科学省では，ストレッサーを「生活環境ストレッサー」，「外傷性スト

レッサー」，「心理的ストレッサー」に分けている。生活環境ストレッサー

は，多くのライフイベントが関係しているが，その中でも大切な人の離別など

が強いストレッサーである。また，学校と関係の深いストレッサーは，「友人

の死亡」,「友人とのトラブル」,「仲間から孤立すること」など友人関係や成

績不振がある（文部科学省，2015b）。 

 外傷性ストレッサーは，自然災害（地震・火災・台風など），社会的不安

（戦争・紛争・暴動など），生命の危機に関わる体験（暴力・事故・犯罪・性

的被害など），喪失体験（家族・友人の死など）である。生命の危機に関わる

体験であるいじめや暴力行為が強いストレッサーとなる。 

心理的ストレッサーは，現実に遭遇していない出来事であっても，「～する

かもしれない」,「～したらどうしよう」と様々に考えたことがストレッサー

として作用する。否定的な予期や評価が，不安や恐怖，緊張といったストレス

反応を起こす。そのため，ASD，LD，ADHD や通常の学級で在籍している配
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慮の必要な子どもは，障害特性から不安や恐怖，緊張が強く心理的なストレッ

サーが通常の子どもたちより高いと報告されている（文部科学省，2015）。 

ストレス反応は，ストレッサー（出来事）の刺激を継続的に受けた場合や強

いストレッサーを受けた時に生じる心理面，行動面，身体面におこる反応であ

る。心理面の反応の中で情緒的反応として，不安，イライラ，恐怖，落ち込

み，緊張，怒り，罪悪感，孤独感，無気力があり，心理的機能の変化として

は，集中困難，短期記憶喪失，判断・決断力低下がある。行動面の反応は，怒

りの爆発，けんかなどの攻撃行動，ストレス場面からの回避行動がある。身体

面の反応は，動悸，頭痛，腹痛，嘔吐，めまい，睡眠障害などがある。さら

に，その状態が継続するとストレス障害と呼ばれる適応障害，精神的障害，心

身症などの障害や疾患につながることもある。適応障害は，ストレスのため普

通の生活に適応できない状態が生じる。不登校，ひきこもりなどの精神的障害

は，うつ病や神経症など感情が不安定になり生活に支障が生じる。心身症は，

その発生と経過に心理的ストレスが関係している身体面の疾患である。  

 私たちは，日常生活のどのような場面でもストレッサーが存在している。こ

のストレッサーからストレスを感じた時，意識的・無意識的に関わらず，その

ストレスを軽減させるための対処行動（コーピング）をとっていることが多

い。コーピングがうまくいけばストレスは軽減され，ストレス反応を生じる可

能性が少なくなる。しかし，同じ状況でストレッサーからストレスを感じた

時，個人差がありストレスを感じない場合がある。これは，脅威的な逆境にさ

らされ心が折れそうな状態になっても，何とかしてその逆境を乗り越えて，精

神的な健康を維持しながら環境に適応していく個人の能力であるレジリエンス

が影響されているからである。 

  

（2）小学生のコーピング 

 

近年，学校教育では不登校などの学校不適応や暴力行為の背景には子どもた

ちのストレスの問題があると指摘されている（嶋田,1998）。嶋田（1998）は，

小学  4 年生から中学  3 年生において，学年があがるにつれてストレス反応が

増加し，男子より女子の身体的反応や抑うつ・不安反応が高いことを示した。
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このように思春期は，ストレスや情動への態度に関して，発達的変化や性差が

あると考えられ，詳細な資料を得ることが必要と考えられる。また，嶋田(1998)

は，子どもの学校不適応問題を解決するためにはストレス反応を軽減すること

が有効であることを主張している。現在，学校教育では Lazarus & Folkman(1984)

の提唱したトランスアクショナル理論をもとに多くの実践研究が行われている。 

トランスアクショナル理論は，ストレスに個人がどのように対処（コーピン

グ）するかによって，個人的反応も変化するという理論で，一方向的で直線的

な因 果 関係 で はな く ，二 方 向性 的な 処 理過 程 のこ と をい う （ Lazarus & 

Folkman ,1984）。 

山野・高平(2013)の学校ストレッサーの研究では，学校生活の中で子どもは

「友人関係」に最も強いストレスを感じ，次いで「教師との関係」,「教師か

らの注意」,「成績」などにややストレスを感じるが，「授業」はあまりストレ

スになっていないことが報告された。このように学校ストレッサーの項目で最

も強い「友人関係」は，問題行動に関係していると考えられるため，大変重要

なことである。そして，学校現場では「友人関係を改善するための指導」がス

トレスの軽減につながり，ストレス反応の予防につながると考えられる。  

さらに，岡﨑・安藤（2008）の研究では，学校ストレスと学習意欲との関連

があるので，学習意欲の向上のためにストレス反応に焦点をあてた心理教育的

アプローチが必要であると報告している。 

コーピングの定義は「個人の資源に負荷を与え，その資源を超えると評定さ

れた外的ないし内的要請を処理するために行う認知的行動的努力であり，その

努力は常に変化するものである」（Lazaraura & Folkman,1984）。 

 嶋田・秋山・三浦・岡安・坂野・上里（1995）の研究では，コーピングの因

子分析の結果において，「積極的対処」，「思考回避」，「サポート希求」，「諦め・

静観」，「価値」の転換の 5 因子が抽出されたと報告している。また，コーピン

グパターンとストレス反応との関連結果では，人間関係のトラブルに対して回

避的なコーピング（思考回避や諦め・静観）を多く行う子どもは，さまざまな

反応を強く表出する傾向にあることが示された。そして，回避的なコーピング

を多く行う傾向のある子どもに対して，問題を具体的に解決することやサポー

トを求めるコーピングスキルを指導することが有効であると指摘している。 
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 さらに，古角・水野(2009)の研究では，コーピング 40 項目を因子分析した結

果，「情動的回避」，「サポート希求」，「気分転換回避」，「問題解決思考」，「攻撃

的回避」，「肯定的認知」の 6 因子が抽出された。ストレス反応高群である「情

動回避」対処が「不機嫌の怒り」反応の表出と正の相関がみられ，情動回避を

控えるような訓練を行うことや「サポート希求」対処を多く使われる傾向がみ

られる。  

コーピングとは，ストレスフルなイベントに対する対処行動であり，人に相

談するといった行動や良い経験と考えるといった気持ちに焦点を当てるもの，

諦めといった回避行動等があげられる。 

 

（3）ストレスと攻撃行動 

 

 学校の教育場面で遭遇するストレスや問題解決状況において，子どもの対人

関係の問題や認知能力の成熟が関与している。そして，子どもの対人攻撃行動

も，Dodge（1991）が分類したようなストレスに対する生理的な反応としての

反応的攻撃性（reactive aggression）として現れたり，Crick & Grotpeter (1995)

が指摘したように，対人関係上の問題から引き起こされる関係性攻撃（rela-

tional aggression）として現れてきたりと，原因となるものはさまざまである。 

コーピングのレパートリーが豊かであるほどストレス低減効果が高いことも

実証されている。ASD は対人関係を苦手とする人が多く「友人に相談する」

等のコーピングを行うことが困難となり，その結果，コーピングレパートリー

が狭くなっていると報告された（Mattlin et al.,1990 ; Pearlin & Schooler,1978；

Westman & Shiron,1994）。攻撃性の抑制要因としてコーピングのレパートリ

ーを広げることは重要なことである。 

 

（4）ストレスマネジメント教育  

  

教育現場の健康教育ではストレスマネジメントが注目され，多くの実践が行

われている。ストレスマネジメント（stress management）は，ストレッサーの

軽減及び回避をおこなうことである。その実現には，自己の行動の変容を行
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い，ストレスに対する耐性を高めることが必要となる。ストレスマネジメント

は，自己を身体的・心理的・認知的に変容させ，その結果としてセルフコント

ロールを実現させることである。そして，ストレスマネジメント教育は，スト

レッサーや認知的評価，コーピングやストレス反応に関する内容と心理的スト

レスのメカニズムを理解する「心理教育」とリラクゼーションやバイオフィー

ドバックなどの「ストレス反応のコントロールわ」に分けられる（山田・高

元，2006）。そして，これらの教育実践が行われ，ストレス軽減に効果があっ

たことが多く報告されている（田代・古橋，2007；古角・水野，2009；藤岡・

下田・石津，2011）。  

 コーピングは，幼少からの発達過程，生活経験，生活環境，学校環境が影響

される。そして，発達障害の場合には，障害特性が複雑にかみ合っているため

に，ストレスのレベルもストレス対処能力も大きな差異がある。そのため，個

人性が強く，個々のストレスに対処能力を向上させる必要がある。発達障害の

子どもは集団よりさらに個別の指導形態の支援・指導が必要である。  

 子どもたちは，発達段階にあったストレス対処能力を身につける必要があ

る。人間は，Piaget,J.の認知発達理論，Erikson,E.H の心理・社会的発達理論，

Freud,S の人格の発達理論など各発達理論からみられたように，各発達段階を

迎えると，新しい発達課題に遭遇する。例えば，ストレスの原因で多い仲間関

係では，幼児期の子どもは仲間と安定して遊ぶことができるが，基本的には，

親や教師などに依存している。しかし，学校に入学後は，仲間関係は家族外，

あるいは大人の関係に広がっていく。さらに，学校の仲間関係も入学当時とか

わり発達段階で変化する。例えば，9 歳の壁といわれるように小学校高学年に

なるとギャング・グループ，中学生になるとチャム・グループと大きな変化が

起きる。そのため，その発達段階で新たな仲間関係において課題が出現する。

このように，各段階のストレスマネジメントでは，発達課題の対処能力を養い

つつ，対処に失敗してもストレスに負けないスキルを向上させなければならな

い。  

定型発達の子どもは，一般的にはその段階ごとにストレスに対する対処能力

が身につき，新しい段階ではそれを基本に新たなスキルアップができる。しか

し，自閉症を含む発達障害の子どもの特徴として仲間との相互作用に著しい困
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難がある。金・細川（2005）は，「多くの発達障害児は，成長すると大人とは

比較的良好な関係を築くことができるが，他児と相互的な関係をもつことが困

難で青年期になっても相互作用の改善が図れない場合がある。」と報告してい

る。また，相手の心，信念や欲求，情動や意図を推測して理解する「心の理

論」 (theory of mind)では，4 歳の子どもは，心の理論課題を通過するが，ASD

は困難であることが示された。この研究は知的障害のある自閉症が対象であっ

た。HFA が「心の理論」をふまえた行動をとるには言語的理由付け可能にす

る言語能力が必要であると報告されている（別府・野村，2005）。そのため ,

相手の気持ちがわからないので感じたことを素直に言ってしまい友達とのトラ

ブルになってしまうこともある。これは，本人の意思ではなく障害特性から生

じる問題であると考えられる。  

 

5.発達障害の子どものコーピング関する先行研究 

 

 先行研究において，ASD,ADHD,LD の小学生へのストレス対処を検討したも

のは，まだ少なく，多くは一般の小・中学生を対象に研究が進んでいるのが現

状である。 

 

（1）発達障害とストレス 

 

ストレスと ASD の関係を理解し始めたのは Kanner,L.,（1943）である。ASD

の子どもは，障害特性から脅威の状態とみなすものから日常的に多大なストレ

スを受けている(Groden et al., 1994)。そして，ASD の子どものストレスは，定

型発達の子どもよりストレスレベルに達することが早いことが言われている

（Kanner, 1943)。ASD のストレスは，予想不可能な出来事，ルーチンの突然の

変化，集中的な注意の欠如，新しいまたは挑戦的な社会的出来事，身体的な痛

みや持続的な不快感に対する内部反応など，多くの情報源から生じる可能性が

ある。また，ASD の子どもにみられる攻撃的または自傷的な行動などの不適反

応は，不適応対処法として機能することが示唆されている (Groden et al.,1994)。

例えば，非言語性の表現の ASD のケースの場合，なかなか思いが通らいなとパ
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ニックを引き起こすケースがある。しかし，絵カードや非言語を理解できるよ

うになると同じ指示も以前のようなパニックを起こさなくなる。このように，

ASD の多くの子どもの健康に影響を与える慢性的なストレスによって引き起

こされる問題と捉えられる。また，ASD の自己効力感の低さは，高レベルの不

安が関係していると言われている。  

ASD は，コミュニケーション (communication)，社会性(socialization)，感覚的

要因 (sensory factors)，身体的要因(physical factors)，実行機能（executive function）

とハーディネス（hardiness），不適応行動（maladaptive Behaviors）からストレス

を受けやすい（Baron et al．，2006）。  

ASD のコミュニケーションの特徴は，①感情を表現すること，②早く話され

るとことばの情報処理できないこと，③多くの人が同時に話している時の言語

理解することが困難，④関連する具体的なパラフレーズがないと単語で理解す

ること，⑤長文や複雑な話を理解できない，などである。これらの特徴から会

話が成り立たないことがストレスにつながり，友人とのトラブルが生じる。そ

して，これが続くことで二次的障害につながることが予想される。  

ASD では，孤立した遊びと反復行動，アイコンタクトの欠如が ASD の子ど

もや成人の大人が社会的関係を形成することを困難にしている。そのため，そ

のような状態は，ASD の人にストレスを与える可能性があり，孤立した活動に

つながる回避行動を引き起こす可能性がある。ソーシャルネットワークの欠如

や社会状況の逃避や回避は，社会的スキルを実践する機会を減らし，社会性の

構築を困難にしている。 

感覚的要因である聴覚的，視覚的，および触覚的な領域は重大なストレスの

増加につながる可能性がある。例えば，音に対する過敏性（聴覚過敏）は，ASD

の一般的な特徴として報告されている。また，ASD の人は，私たちになじみの

ない方法で体を動かすことがよくある。 揺れたり，物体に触れたり，ジャンプ

を繰り返したり非定常運動パターンがみられる。この非定常運動パターンは，

Hill ＆  Leary（1993）によれば，床面や照明の変化に対する感覚に基づく視覚

的または触覚的な反応の結果である可能性があると指摘している。一方，発達

障害の身体生理的な特徴に起因する様々な不適応について，髙橋・増渕（2008c）

はアスペルガー症候群・高機能自閉症本人へ調査し「感覚の過敏・鈍麻」の実
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態を明らかにしている。この調査によって示された「どんな触られ方でも痛い

と感じる」触覚過敏，「声の大きさを調整することが苦手」な聴覚過敏，「ジェ

スチャーを見ると音声についていけなくなる」視覚過敏など，数々の感覚の過

敏・鈍麻に由来する行動が，集団行動が求められる学校生活においては周囲か

ら見ると「わがまま」，「自分勝手」，「親のしつけが悪い」といった本人や保護

者に原因や責任を求める無理解となり，その結果，周囲からの迫害やいじめの

対象となることを指摘している。  

髙橋・生方（2008b）は，LD,ADHD,アスペルガー症候群 ,HFA などの発達障害

の本人に対して質問紙調査を行い，学校不適応に起因する本人・当事者の困難・

ニーズおよび求めている理解・支援について明らかにしている。学校・日常生

活において経験した困難・不適応のチェックリスト（全 170 項目）のうち最も

チェック率が高かったのは，「クラスメイトとの会話や遊びは合わないので一

人でいることが多いが，そのことが理解されず変わり者扱いされて辛い思いを

したことがある」であり，63.3％もの人がチェックをした（高橋・生方，2008b）。

なお，「特定の苦手な音があり，思わずその場を離れたり，耳をふさいだりして

しまうことがある」など「離席」の背景には，それぞれの障害の特性が要因と

なっている。しかし，当事者から様々な障害特性からくる直接的な苦痛・困難

とそれに伴う周囲からの誤解・無理解によって何らかの学校不適応を経験して

いることが報告された。 

身体的要因は，痛みや病気など身体的なストレッサーである。脳波異常およ

びてんかん発作がある ASD の人発作の発生率は，典型的および他の精神的集

団と比較して高い（Poustka，1998）。Konstantareas と Homatidis（1987）は，

ASD の耳感染の発生率が高いこと。加えて，他の研究では，中耳炎は自傷行

為にも関連していると報告してる（O'Reilly，1997）。  

 実行機能は，「目標を定め，それを達成するための認知能力」であり，計画

(planning)，衝動の抑制(inhibition)，柔軟性(flexibility)，段取り(organization)，

自己管理（self-monitaoring)がある(Prior & Ozonoff，1998)。そして ASD にみら

れる「できるのにやらない」，「わかってるのに動かない」，「何度注意して

も直らない」，「やる気はあるのにできない」，「朝学校に出るまで時間がか



57 

 

かる」などは，実行機能が弱いことが原因で発生している行動である (Prior & 

Hoffnann，1990)。  

 実行機能は人の日常で大切な場面，特に学業や仕事，人間関係に大きく影響

される。教育相談の内容は，「勉強・仕事をなかなか始めない」，「物事が完

遂できない，忘れ物・失くし物が多い」，「何度言われてもやらない」，「宿

題をやっても出すのを忘れる」，「自分で考えて行動しない」，「整理整頓が

できない」，「指示に従わない」，「物事の優勢順位がつけられない」，「計

画が立てられない」，「好きなことは進んでやるのにやるべきことはしな

い」，「時間にルーズ」，「思い通りにならないと逆上する」などがよく聞か

れる。また，Table 1-1 の「教師にとって，指導上の困難さを感じる子どもの

傾向」も実行機能の弱さから起きていると推測される。そのため，やる気がな

い，聞いていない，自分勝手な行動と捉えられ叱責され，そのストレスが原因

で二次障害の発生につながることが予想される。そして，実行機能は，ストレ

スを軽減するための緩衝剤として重要な役割があると考えられる。 

ハーディネスは，厳しいストレッサーにさらされながらも健康を保っている

人々の性格特性のことである（Kobasa ，1979）。多くの研究においてハーデ

ィネスのストレス軽減の効果が報告されてきている（小坂・吉田，1992；田

中・桜井，2006；林・丹野，2010）。ハーディネスの高い人は，健康で認知的

評価を通じて，人生の変化を積極的かつ挑戦的なものと認識する傾向がみら

れ，家族の関係を調整し適応を容易にすることができる。しかし，このように

実行機能やハーディネスが弱い ASD は，自分の人生にストレスを感じると言

われている（Huang，1995）。 

ASD の行動特性には，反復運動行動，特定の活動を行う儀式的なパター

ン，そして同一性の主張などがある。これらの行動が積み重ねると，固執的な

ルーチンが発生する。加えて，他の不適応行動には，怒り，攻撃性，自己有害

な行動などがある。これらの行動は，ストレスから生じる苦痛を緩和するため

に子どもが使用している対処法である。Groden et al(1994）は，これらの行動

は不適応対処法として機能すると主張している。これが起こると，不適応行動

が強化され，適応的対処戦略を学んで利用する機会が減ることが予想される。 
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ASD は，問題を解決できない，あるいはストレスを減らすことができない

と，泣き声，叫び声，自己刺激的な行動，または攻撃や怒りのような不適応の

対処が引き起こされる可能性が予想される。そして，これらの行動は，ストレ

ッサーと機能的に関連している可能性が推測される。例えば，空腹や痛みがあ

る場合，そのような感情を表現するための言葉のスキルが必要となる。しか

し，ASD など表現力が不足している場合には，代わりに泣く，叫び声，自己

刺激的な行動，怒り，攻撃など不快感の行動を通じてコミュニケーションを試

みる傾向がみられる。このような行動は，不適切な行動とされ，叱責されるこ

とが多い。そのため，ストレスの増加をもたらし，ストレスや不安を蓄積する

ループを完成させると考えられる。 

このように，ASD や発達障害のストレス要因と，ストレスがこれらの子ど

もたちに与える影響を軽減するために何をするかが重要になる。私たちは今，

ASD や発達障害の生活におけるストレスを体系的に評価することが必要であ

る。  

 歴史的に，ASD の子どもを治療する多くのプログラムは，ストレス要因へ

の反応を防止または軽減する手順を含めることを怠り，代わりに問題行動がす

でに発生した後，この問題行動をなくすための指導・支援や環境統制に焦点を

当てている。そのため，ASD を取り巻く環境が変わることによって問題行動

が誘発することがみられる。ストレスを管理するために思考や顕在的な行動を

変える個人の努力で対処行動するコーピングが重要であることが考えられる。 

 伊勢・十一（2014）は，ASD 傾向の高い学生のストレスへの認知的評価が

一般大学生に比べて悪いこと（脅威的でコントロールできないと捉える）やス

トレスに対する対処行動であるコーピングが適切でない可能性があると示唆し

た。ASD 傾向の高い学生は，コーピングの使用量が少なく，情動焦点型のコ

ーピングが少ないことが報告された（伊勢・北口・十一，2015）。 

ASD の特徴として，自分が置かれている社会的状況を理解することが困難で

あることや，一つのやり方に固執する傾向があるが，これらの特徴は，加藤（ 2001）

のいう「コーピングの柔軟性」を低くしていると考えられる。一方，発達障害

児の小学 4 年生から 6 年生を対象に学校ストレスについて，坂本（2007）は，

定型発達の子どもと比較して学業に対するストレスが高く，全般的なストレス
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反応も高いことが明らかになったと指摘している。また，ソーシャルサポート

によるストレス軽減の効果が見られなかったことに関して，社会的要因である

ソーシャルサポートだけでは不十分で あり，個人内要因のソーシャルスキル

や自己効力感が重要な役割を果たしている可能性があるという。 

 小原・森・田中・新城（2012）は，小学校の通常の学級に在籍する発達障害

児を含む「気になる児童群」と「適応児童群」のストレスの実態の研究を実施

した。その結果は，「気になる児童群」は，「適応児童群」と比べ「無気力」を

感じていることや「気になる児童群」は，周囲からのサポートを受けていない

と感じていることが報告されている。さらに，「気になる児童群」は，「適応児

童群」と比較して「父親」，「母親」，「担任」，「友人」からソーシャルサポート

を受けていないと感じていることが報告されている。 

 

（2）発達障害のある子どもの社会的相互作用に関して 

 

発達障害の子どもに対して学業的な課題，または機能的なスキルを教えるこ

とはもちろん重要である。そのため,効果的な指導方法については多くの情報

がある。その反面，障害児の仲間関係の発達に関する情報は，きわめて少ない

のが現状である。 

 仲間関係が社会的相互作用の発達に及ぼす影響をおよぼすのが対人的コミュ

ニケーション，集団参加や協力を行い，衝動をコントロールするスキルを促進

するとも言われる（Hartup & Sancilio ，1986）。有意義な対人関係と友達関係が

ストレスを緩和することもわかってきている（Cobb，1976）。子ども時代に仲間

とのネガティブな関係や困難を持っていた子どもは，他の子どもよりも非行や

学校不適応などが起こる確率が高いとされる（Robert ，2002） 

これは，障害のない子どもと同様に発達障害のある子どもにおいても学童期

に仲間から拒否されがちであると，その後の発達においても対人関係に困難を

示す可能性が高くなることを示唆している。 
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第 3 章 医学的な診断のない子どもの認知特性に関する検討 

 

1．問題と目的 

 

学校教育では，いじめ，不登校，問題行動などが重要な教育課題となってい

る。そして，教育現場では，このような子どもの多様な問題への指導・支援が

求められている。発達障害の子どもは，固執性やコミュニケーション力の弱さ

などから生じる様々なストレスと直面する機会が多い。そして，ストレスの受

け止め方や対処の仕方が適切でないため，環境への不適応を引き起こしやすい

状況がある。そのため, いじめ,不登校，問題行動，非行問題などの二次的な

障害につながる可能性が高いと報告されている（林・江川・染谷，2015）。さ

らに，これらの問題が起きてから発達障害と診断されたケースも多く報告され

ている。  

医学的に診断されていない子どもは，授業中，勝手に立ち歩く，感情のコン

トロールができない，授業に集中しないなどの行動がみられると，やる気がな

い，聞いていない，集中していないなど，といった誤った認識で指導・支援さ

れることがある。そのため，子どもは，ストレスが高くなり様々な二次的な問

題が生じていると考えられる。 

そこで，医学的な診断のない子どもと発達障害の子どもの問題となる行動が

類似していることに注目した。つまり，医学的な診断のある子どもとない子ど

もの認知特性が類似していれば，早期に認知特性の弱いところ強いところを把

握でき，それに応じた指導や支援ができると考えた。その結果，医学的な診断

のない子どもの早期の段階で適切な指導・支援が可能になり，問題行動の予防

につながると考えられる。 

 

2．方 法 

 

（1）調査時期・対象者 

 

2010 年 4 月から 2012 年 3 月の A 市教育委員会の就学相談で実施された 5・
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6 歳児の子どもの田中ビネー知能検査Ⅴの結果を用いた。保護者に対しては，

統計的な分析をすることで個人が特定されないこと，そして研究紀要等で使用

することを伝え事前に承諾を得た。 

分析対象者は，田中ビネー知能検査Ⅴで知能指数 (IQ)の値が境界・標準域の

5・6 歳の子ども（5;0-6;11）を抽出した。子どもの障害状況は，アスペルガー症

候群 (n：83 名，平均 IQ：97)，PDD 群(n：144 名，平均 IQ：91.5)，自閉症群(n：

152 名，平均 IQ：91.5)と診断されている 379 名，そして医学的な診断のない群

（n：153 名，平均 IQ：91）の計 532 名である。なお，診断名は，保護者が医療

機関で診断された DSM-Ⅳまたは DSM-5 の診断名である。 

先行研究では，高機能自閉症，ASD，HFPDD，発達障害，PDD で分類してい

る。しかし，対象者が DSM-Ⅳと DSM-5 の診断があるため，自閉群（高機能自

閉症，ASD，自閉症），PDD 群（高機能広汎性発達障害，広汎性発達障害，発達

障害），アスペルガー障害群，そして医学的な診断のない群（幼稚園，保育所，

日常生活で保育所職員，幼稚園教員，および保護者が指導や支援において困難

さがあり相談にきたケースである）の 4 群に分けて検討した。 

 

（2）手続き 

 

発達障害（広汎性発達障害，アスペルガー症候群，自閉症）の子どもは，認

知特性の偏りがある。そのため，認知的な面を把握するための心理検査として

一般的に WISC や K-ABC などが使われている。田中ビネー知能検査Ⅴは，発達

指数 IQ（Intelligence Quotient：以下 IQ と表示）数値の全体的な発達を測る印象

が強く，認知特性を分析的に測る検査としては不得意とされているが，下位検

査項目から，より細かな認知特性を把握することが可能であると考えられてい

る（中村・大橋・野原・芹澤，2003）。例えば，4 歳級の「順序の記憶」が生活

年齢 3 歳児なら不通過でも問題ないが，8 歳で不通過であれば，視覚的な記憶

に問題があることを分析することが可能である。 

田中ビネー知能検査Ⅴは，「年齢尺度」が導入されており，1 歳級から 13 歳

級までの問題（96 問），成人の問題（17 問）が難易度別に並べられている。各

年齢級の問題は，言語，動作，記憶，数量，知覚，推理，構成の内容からなり，
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1 歳～3 歳級は 12 問ずつ，4 歳級～13 歳級は 6 問ずつ，成人は 17 問が配置さ

れている。 

 

（3）検査内容  

 

田中ビネー知能検査Ⅴの各下位検査の 4 歳級から 7 歳級の問題（37 から 60）

について，田中教育研究所の理論マニュアル（中村・大橋・野原・芹澤，2003）

の合格基準（Table3-1）から，当該年齢の通過率が約 55 から 75％内を通過した

問題を「1」，不通過の問題を「0」とし統計分析を行った。まず，医学的な診断

のない群，アスペルガー障害群，広汎性発達障害群，自閉症群の各下位検査の

各問題の平均点，標準偏差，年齢級の正答率をもとめた。そして,各年齢級の下

位検査項目の平均値から全体的な認知特性の比較を行った。さらに，医学的な

診断のない群とアスペルガー障害群，自閉症群，広汎性発達障害群の各下位検

査の問題間の平均点の相違を検定するために SPSS22.0 を用いてｔ検定による

検討を行った。 

 

3．結 果 

 

（1）  医学的な診断のない群，アスペルガー障害群，広汎性発達障害群，自閉

症群の認知特性 

 

医学的な診断のない群，アスペルガー障害群，広汎性発達障害群，自閉症群

の合計の平均点から医学的な診断のない群とアスペルガー障害群，広汎性発達

障害群，自閉症群の認知特性の比較を行った。Figure 3-1 から広汎性発達障害

群，自閉症群，医学的な診断なし群は，全体的な認知特性の傾向として類似し

ていることが示された。しかし，アスペルガー症候群は，6 歳級の下位検査項

目である「曜日」，「ひし形模写」，「理解（問題場面への対応）」，「数の比較★68」，

「打数数え」及び，4 歳級の下位検査の「長方形の組み合わせ」，「理解（身体機

能）」，「反対類推（B）」の平均点が高くなっていた。これらの検査項目は，言語

理解，記憶，視覚認知に関係している項目と考えられる。この特性から全体的
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に医学的な診断のない子どもは，広汎性発達障害群，自閉症群の認知特性と類

似することが確認された。 

 

（2）ｔ検定による結果 

 

田中ビネー知能検査Ⅴの 4 歳級から 7 歳級の下位検査問題の平均を医学的な

診断のない群とアスペルガー障害群，医学的な診断のない群と自閉症群，医学

的な診断のない群と広汎性発達障害群で下位検査問題の平均得点に差があるか

を調べるため，SPSS によって t 検定を行った（Table 3-1）。 

医学的な診断のない群とアスペルガー障害群では，4 歳級の語彙（絵）★10，

24，25(t(215)=2.24,p<.05))，理解（身体機能） (t(233)=3.21,P<.01))，長方形の組

み合わせ(t(209)=3.23,p<.01))，反対類推（B）(t(232)=3.53,p<.001))，6 歳級の曜

日(t(148)=4.31,p<.001))，理解（問題場面への対応）(t(153)=2.17,p<.05))，数の比

較★68 (t(148)=2.53,p<.05))，打数数え (t(149)=2.35,p<.05))で有意差が認められ下

位検査問題の平均値は，アスペルガー障害群の得点が高かった。 

医学的な診断のない群と自閉症群では，7 歳級の関係類推(t(248)=2.05,p<.05))，

記憶のひもとおし (t(279)=2.02,p<.05))，頭文字の同じ単語 (t(265)=2.93,p<.01))で

有意差が認められ，下位検査問題の平均値は，医学的な診断のない群の得点が

高かった。 

医学的な診断のない群と広汎性発達障害群は，4 歳級から 7 歳級，医学的な

診断のない群とアスペルガー症候群 5 歳級・7 歳級の一部，医学的な診断のな

い群と自閉症群は，4 歳級・5 歳級・6 歳級の下位検査問題すべてに有意差が認

められなかった。 
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アスペルガー障害群との差が生じた下位項目は，言語性の理解である。DSM-

Ⅳの定義では，アスペルガー障害群と広汎性発達障害群と自閉症群との違は，

前者では，コミュニケーションに困難がない点である。本研究結果にもアスペ

ルガー症候群の特性が現れたと考えられる。 
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（3）年齢級による正答率について 

 

4 歳級から 7 歳級すべてアスペルガー障害群の正答率が高い傾向にあり，特

に 6 歳級は，正答率がとても高かった。つまり，アスペルガー障害群は，広汎

性発達障害群と自閉症群より知的水準が高い傾向がみられた。 

年齢が高くなると下位検査項目の難易度が高くなりアスペルガー障害群，自

閉症群，広汎性発達障害群，医学的な診断のない群，すべて正答率が減少した。  

 

 

 

 

Figure 3-2 アスペルガー障害群，広汎性発達障害群，自閉症群，医学的な診断 

   のない群の年齢級における正答率 
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4．考 察 

 

本研究では，医学的な診断のない子どもの認知特性がアスペルガー障害群，

広汎性発達障害群，自閉症群の認知特性と同じ傾向がある，ということを明ら

かにすることを目的とした。そして,5・6 歳児の医学的な診断のない群，アス

ペルガー症候群，広汎性発達障害群（高機能広汎性発達障害，広汎性発達障害，

発達障害），自閉症群（高機能自閉症，自閉症，ASD）の子どもを対象に田中ビ

ネー知能検査Ⅴの下位検査の問題から平均点や正答率から t 検定を行った。そ

の結果，次の傾向があることが明らかになった。①医学的な診断のない群と広

汎性発達障害群は，4 歳級から 7 歳級のすべての下位検査項目で有意差がみら

れなかった。②医学的な診断のない群とアスペルガー障害群は，5 歳級と 7 歳

級の下位検査項目すべて有意差がみられず，4 歳級と 6 歳級の一部に有意差が

みられた。③医学的な診断のない群と自閉症は，4 歳級から 6 歳級の下位検査

すべてに有意差がみられず，7 歳級の一部に有意差がみられた。 

医学的な診断のない群とアスペルガー障害群で有意差が認められた 4 歳級の

「語彙（絵）★10，24，25」,「理解（身体機能）」,「反対類推」，6 歳級の「理

解（問題場面への対応）」,「数の比較★68」は，「言語理解」，「曜日」,「打数

数え」は，「記憶」，「長方形の組み合わせ」は，「知覚」が関係していると考え

られる。アスペルガー障害群の方が医学的な診断のない群より「言語理解」,「記

憶」,「知覚」の得点が高い，さらに，年齢級の正答率からもアスペルガー障害

群が広汎性発達障害群，自閉症群，医学的な診断のない群より高いことから，

瀬戸屋・長沼・長田・高橋・渡辺・栗田（1999）の研究と同様にアスペルガー

障害群は，診断基準を反映し，言語機能の障害は少なく知識は豊富なことと一

致している。つまり，自閉症群とアスペルガー症候群の有意差は，障害特性の

違いであることが考えられる。  

医学的な診断のない群と自閉症群で有意差が認められた 7 歳級の「関係類推」,

「頭文字の同じ単語」,「記憶のひも通し」は，「言語理解」,「記憶」,「巧緻性」

が関係していることが考えられる。そして，正答率の得点が自閉症群より高く

示された。自閉症と広汎性発達障害を比較した研究では，自閉症の「言語理解」

「記憶」の弱さを指摘している。（瀬戸ら，1999; 高橋ら，2001）。 
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本研究では，７歳級の「関係類推」「頭文字の同じ単語」,「記憶のひも通し」

の正答率は，広汎性発達障害群より医学的な診断のない群の方が高く，自閉症

特性である「言語理解」,「記憶」,「巧緻性」の弱さのため有意差が認められた

と考えられる。  

以上のことから，広汎性発達障害群，アスペルガー症候群，自閉症群の認知

特性は，共通している傾向がある。そして，広汎性発達障害群の認知特性がも

っとも近い傾向があることが明らになった。 

医学的な診断のない群は，広汎性発達障害群の認知特性がもっとも近い傾向

があることから，広汎性発達障害の特性である ①社会性（対人関係，人との

相互交渉）の障害：対人，社会面で適切で相互的な関係をつくることが困難 ②

コミュニケーションの障害：相手との相互的な意思疎通をはかることが困難  

③イマジネーション（想像力）の障害：思考や行動の柔軟性が未熟で，こだわ

りが強いこと，そして，認知特性では，「言語理解」 ,「記憶」 ,「知覚」の弱さ

が考えられる。したがって，学級で教師が指導上困難な子どもは，認知特性を

視野に入れた指導や支援を早期に行うことが有効であると考えられる。  

 

本研究の問題点と今後の課題 

 

本研究では，医学的な診断のない子どもが広汎性発達障害の認知特性と類似

していることが確かめられた。しかし，学校で医学的な診断のない子どもにつ

いて広汎性発達障害の認知的な偏りから，特別支援教育の指導プログラムを作

成し実践するまで至らなかった。  

今後の研究では，医学的な診断のない「気になる子ども」の個別の教育支援

計画，個別指導計画の作成を行い，①見通しを持って取り組む支援，②教師の

話を子どもに伝える支援，③課題の遂行を助けるための支援などを行い実際に

問題行動が減少したか等を具体的に検証することが必要になる。  

最後に，以上の問題点・課題は残るものの，本研究の結果から医学的な診断

のない子どもは，広汎性発達障害群と認知特性が同じ傾向であることが明らか

になったことに意義がある。  
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第 4 章 情緒通級指導教室に通う子どものストレスに関する検討  

 

1．問題と目的 

 

現代社会が「ストレス社会」と呼ばれているように，私たちが日々の学校生

活を送っていく上で「ストレス」は避けることのできない存在である。特に発

達障害の子どもは，障害特性の影響から定型発達の子どもよりストレスを受け

ることが多い。 

小原ら（2012)研究による ASD のストレスの先行研究では，「気になる児童

群」は，「適応児童群」と比べ「教師」,「友人」,「学業」をストレスと感じて

いることや「父親」,「母親」,「担任」,「友人」からソーシャルサポートを受

けていないと感じていることが報告されている。また，広汎性発達障害のある

小学 4・5・6 年生を対象に行われた研究では，広汎性発達障害は，定型発達の

子どもより学業ストレス反応，いじめられること，先生に叱られることに対し

て高いストレスを感じていることが報告された（坂本，2007)。 

ストレッサーの解決策の先行研究では，子どもの学校不適応問題を解決する

ためには，ストレス反応を軽減することが有効であると主張している（嶋

田,1998）。さらに，ストレスを軽減するための心理教育的プログラムを行った

結果，身体症状が減少したという研究報告もある（岡崎・安藤，2010)。このよ

うなことから, 発達障害の問題行動の発生は，障害特性から生じるストレスが

原因のひとつと考えられる。そこで，問題行動の発生をストレスの視点から対

応することが有効であると考えられる。 

本研究では，通常の学級に在籍し情緒通級に通う小学 4 年から 6 年生のスト

レッサーの現状を調査し，個別支援計画作成に役立てることを目的とした。 

 

2．方 法 

 

（1）調査対象者と手続き 

 

X 市内の公立小学校に在籍し，情緒通級に通っている小学 4・5・6 年生 84
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名(男子 68 名，女子 16 名）から有効回答が得られた。障害名については，医療

機関において医学的な診断された診断名である。 

自閉症群（男子 20 名，女子 4 名）計 24 名，広汎性発達障害群（男子 8 名，

女子 1 名）計 9 名，アスペルガー障害群（男子 7 名，女子 3 名）計 10 名, 注意

欠陥/多動性障害群（男子 14 名，女子 4 名）計 18 名，LD（男子 6 名，女子 0

名）計 6 名,医学的な診断のない子ども（男子 13 名，女子 4 名）計 17 名であ

る。 

調査手順は，X 市内の情緒通級指導教室を設置している公立小学校 12 の校

長に依頼書，調査用紙を送付した。その後，各小学校の担当者から保護者に調

査依頼書，調査用紙を配布した。子どもの調査は，自宅で保護者が注意事項を

参照し実施し，その後，保護者が調査用紙を小学校の担当者に提出した。 

 

倫理的配慮 

 

学校長及び保護者に対しては，本調査の結果を個人が特定されない形で研究

の目的で使用すること，研究への参加は，自由意志に基づくものであること，

および，いつでも研究への参加を中断可能である旨を調査依頼書に明記した上

で依頼を行った。なお，保護者に調査協力承諾書の提出をもって同意とみなし

た。なお，本調査における調査は，関西大学大学院心理学研究科倫理委員会審

査委員会の承認を得た上で実施した（承認番号 第 0044 号）。 

 

（2）調 査 

 

 ストレッサー尺度 

 

ストレッサー尺度は，山野・高平（2013）の学校ストレッサーの因子分析の

「友人」 ,「授業」,「教師」 ,「注意」 ,「成績」と発達障害の苦手とする「コミ

ュニケーション」の 6 項目を設定した。質問項目の内容は，古守・大井 (2008)，

岡﨑・安藤（2010），嶋田（1998）の学校ストレッサーや高辻（2002）の幼児の

ストレッサーに関する項目を参考に 33 項目を用いた。各ストレッサー項目に
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どのくらいあてはまるかを４件法（いやである，ややいやである，かなりいや

である，ひじょうにいやである）で評定を求めた。  

 

3．結 果 

 

（1）ストレッサー尺度の分析 

 

ストレッサーの因子構造を明らかにするために，34 項目について主成分分析

を行い，因子数を 5 と決定し，主因子法・Promax 回転による因子分析を行った。

その結果，因子負荷量 (.50 以上)を示さなかった「ゲームで一番になれなかった」

「やりたくない仕事をする」の 2 項目を分析から除外し，再度，主因子法・Promax

回転による因子分析を行った。Promax 回転後の最終的な各因子に関する因子負

荷量，共通性，因子間相関および Cronbach の α 係数を Table 4-1 に示す。  

第 1 因子に対して自分の気持ちをうまくつたえることができなかった，グル

ープの話し合い活動で自分の意見をうまくいえなかった，苦手な科目の授業が

理解できなった，といった項目内容であることから「コミュニケーション・理

解」と命名した。第 2 因子は，友だちに悪口をいわれた，友だちとの関係がう

まくいかなかった，といった友人に関係する項目内容であることから「友人関

係」と命名した。第 3 因子は，先生から「～しなさい」とよく言われる，学校

行事で全員が集団活動をとらされた，やりたくない学習活動への参加といった

学校生活の様々な活動や授業に関する項目内容からから「学習活動」と命名し

た。第 4 因子は，先生が話を聞いてくれない，先生とうまくいかない，という

先生と子どもとの関係の内容から「教師関係」と命名した。第 5 因子は，おと

うさんやおかあさんにしかられる，といった叱責の関係項目で「叱責」と命名

した。  

各因子の Cronbach の α 係数は，第 1 因子は ,「コミュニケーション・理解（α

＝．85）」，第 2 因子は ,「友人関係（α＝．80）」，第 3 因子は , 「学習活動（α＝．

79）」，第 4 因子は , 「教師関係（α＝．76）」，第 5 因子は，「叱責（α＝．73）」

であり内的整合性があると判断できる。  



75 

 

 

 

 

 

 



76 

 

 

 

 

 

（2）下位尺度間の関連 

 

ストレッサー尺度の 2 つの下位尺に相当する項目の平均値を算出し，「コミ

ュニケーション・理解」下位尺度得点（M=2.31，SD=0.72），「友人関係」下位尺

度得点（M=2.47，SD=0.72），「学習活動」（M=2.16，SD=0.69），「教師関係」（M=2.17，

SD=0.84），「叱責」（M=2.31，SD=0.78）とした。ストレッサーの 5 つの下位尺度

間は，有意な正の相関を示した(Table 4-2)。  
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（3）男女差および医学的な診断の有無による各尺度の群差の検討 

 

ストレッサー尺度の男女差および医学的な診断の有無との平均値の差異の検

討を行うために各尺度の得点をｔ検定による分析を行った（Table 4-3，Table 4-

4）。 

男女差の尺度の群差のｔ検定を行った結果を Table 4-3 に示す。男女差の有意

な差異は見られなかった。一方，各尺度の平均値で比較するとストレッサー尺

度の平均値の高い順番は，男女ともに「友人関係」,「叱責」,「学習活動」,「コ

ミュニケーション・理解」であった。逆に一番平均値が低いのが「教師関係」

であった。そして，ストレッサーで一番平均点が高いのは,「友人関係」であっ

た。  

診断の有無による各尺度の群のｔ検定を行った結果，診断の有無の有意差が

見られなかった。また，各尺度の下位項目の平均値の高い上位 2 項目は，診断

のある子どもは，「友人関係」，「コミュニケーション・理解」であった。また，

診断のない子どもは，ストレッサー尺度は，「友人関係」，「叱責」であった。 

 

（4）障害別ストレッサーの状況 

  

Table 4-5 は，障害別のストレッサーの平均値と標準偏差である。 

自閉症群，ADHD，医学的な診断のない子どもは，「友人関係」，アスペルガ

ー症候群は，「コミュニケーション・理解」，そして LD は，「叱責」がストレッ

サーの平均値が一番高い項目であった。一方，自閉症，アスペルガー症候群は

「教師関係」，ADHD，LD は，「学習活動」，そして 医学的な診断のない子ど

もは，「コミュニケーション・理解」が一番ストレスの低い項目であった。  
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4．考 察 

 

本研究の目的は，ストレッサーの尺度から得られた下位尺度得点から男女差，

医学的な診断の有無に関する影響を検討するために，情緒通級に通っている小

学 4・5・6 年生に対象に実態調査を行い検討することである。 

先行研究では，通常の学級と発達障害や ASD のある子どもの平均点が一番

高いのが「友人関係」，「学習活動」，「教師関係」であった  （嶋田，1998；古守・

大井，2008；小原ら，2012）。しかし，情緒通級では，「友人関係」は共通して

平均点が高かったが，「教師関係」，「学習活動」の得点が低かった。  

これは，本研究の対象の子どもが小学 4・5・6 年生であることから，友人関

係の変化が影響していると考えられる。障害のない小学生もこの学年は 9 歳の

壁という子どもの発達段階では重要な時期であり，友人との関係も強くなる。

そのため，友人関係のトラブルが発生しやすい学年である。  

情緒通級では，社会的スキルを教えることに焦点を当てるようになった。例

えば，適切なアイコンタクト，挨拶，適切な行動，ソーシャルスキルを教えて

いる。これは，個別的な対応であり，定型発達の子どもと相互作用を築くため

には，学級集団での指導が必要であると考えられる。理解・コミュニケーショ

ンは，先に述べた通常の学級における子ども達との相互作用を行うための基礎

的な部分である。コミュニケーション力の弱さなどの認知的な特性が関係して

いると考えられる。情緒通級に通う子どものストレッサーとしては大きく，さ

らには，友人関係とのトラブルにつながる可能性が高い。  

一方では，ストレッサーの男女差については，小学生の先行研究では,ストレ

ッサー男女の間に有意な差異が見られた（古守・大井,2008；大竹・島井・嶋田，

1998）。ストレッサーは，女子の方が「友人関係」，「家庭生活」が高かった。

しかし，本研究の結果では，男女の間に有意な差異が見られなかった。情緒通

級に通う子どもは,男女とも通常の学級で様々な問題行動を起こし,それを改善

するために情緒通級を利用している。このように，男女とも共通した問題行動

といった要因が強いため男女の差異がないと推測される。 

障害別でみたストレッサーの高い項目は，自閉症群，ADHD 群，そして医学

的な診断のない子どもは「友人関係」,アスペルガー症候群は，「コミュニケー
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ション・理解」,学習障害は，「叱責」であった。このように障害によって，高

いストレッサーの原因がことなることが推測される。すなわち，障害特性の影

響のため，指導・支援方法や内容も変えることが重要であると考えられる。 

本研究の結果から，情緒通級に通う子どもの「友人関係」，「コミュニケー

ション・理解」，「叱責」のストレッサーに対してストレスの軽減をストレス

マネージメントの視点で指導することが重要であると考えられる。  

今後は，情緒通級に通う子どものストレッサーに対する指導の介入によって

実証的にストレスの軽減したかを検討し,その有効性が確立することが必要で

ある。 
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第 5 章 情緒通級指導教室に通う子どものレジリエンスに関する検討 

 

1．問題と目的 

 

不登校，いじめや暴力行為の背景には子どもたちのストレスの問題があると

指摘されている（嶋田 ,1998）。発達障害児は，固執性やコミュニケーション力

の弱さなどから生じる様々なストレスと直面する機会が多い。  

これらのストレスから二次的な障害につながるかはストレス耐性の違いが影

響する言われている（村山，2017）。そして，個人的な要因の一つであるストレ

ス状態に対するストレス耐性の違いは，レジリエンスの影響が考えられる。し

かし，日本では，レジリエンスの研究が少なく，特に特別支援教育では行われ

ていないのが現実である。  

ストレッサーに対しレジリエンスが働き，この時点でレジリエンスが有効に

働ければ，その後のストレス反応が生じない。しかし，それが難しい場合には

認知的な評価からコーピングが進むと言われている（齋藤・岡安，2009)。この

ように，ストレスの初期段階では，個人的な要因であるレジリエンスの影響が

大きいと推測される。特に発達障害のコミュニケーション能力や社会性の困難

さからストレスの耐性が弱く，ストレスの受け止め方や対処の仕方が適切でな

いため，環境への不適応を引き起こしやすい状況がある。そのため，二次的な

障害に可能性が高い（林・江川・染谷，2015）。  

本研究では，情緒通級指導教室に通っている子どもを対象にレジリエンスの

特性について調査し，学級や情緒通級指導教室の個別指導計画作成や指導・支

援に役立てることを目的とした。 

 

2．方 法 

 

（1）調査対象者 

 

A 市内の公立小学校に在籍し，情緒通級に通っている小学生 4・5・6 年生 86

名（男子 71 名，女子 15 名）を対象とした。障害名については，医療機関にお
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いて医学的な診断された診断名である。一般的に発達障害の診断基準は，アメ

リカ精神医学会の診断基準 DSM（Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders）を使用しているケースが多く，現在は，DSM-Ⅳの改訂が 2013 年に

行われ DSM-5 となっている。調査では，DSM-Ⅳを使用した診断判定を行って

いるケースもみられ，複数の診断名が明記されていた。そのため，自閉症群，

広汎性発達障害群，アスペルガー症候群，ADHD 群，LD，医学的な診断のない

子どもに分けた。 

障害状況は，自閉症群（男子 23 名，女子 4 名）計 27 名，広汎性発達障害群

（男子 8 名，女子 1 名）計 9 名，アスペルガー症候群（男子 8 名，女子 3 名）

計 11 名,ADHD 群（男子 13 名，女子 4 名）計 17 名，LD（男子 5 名，女子 0 名）

計 5 名,医学的な診断のない子ども（男子 14 名，女子 3 名）計 17 名である。 

 

（2）手続き  

 

A 市内の 12 校の情緒通級が設置している学校長と情緒通級担当者に対し，

本研究の目的と調査内容の概要を説明の上，協力を依頼し，同意を得た。次に

情緒通級担当者が保護者に口頭で調査趣旨を説明し，調査依頼書，調査用紙を

配布し，後日回収を行った。なお,調査実施は，保護者と一緒に子ども回答する

ように依頼した。 

 

倫理的配慮 

 

学校長及び保護者に本調査の結果を個人が特定されない形で研究の目的で使

用すること，研究への参加は対の自由意志に基づくものであること ,および，い

つでも研究への参加を中断可能であることを ,書面と口頭で説明を行った。なお，

保護者から調査協力承諾書の提出をもって同意とみなした。本調査における調

査は，関西大学大学院心理学研究科倫理委員会審査委員会の承認を得た上で実

施した。（承認番号：第 0044 号）  
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（3）調 査 

 

評定尺度は，田中(2012)のレジリエンス下位尺度の因子分析結果の 19 項目を

発達障害児童の特性に応じて，次のような具体的な質問に変更した。「困った時，

考えるだけ考えたらもう悩まない」を「自分の意見がなかなか伝わらない時，

考えるだけ考えたらもう悩まない」，「いやなことでも，時間がたてば自然に忘

れることができる」を「友達とけんかしても，時間がたてば自然に忘れること

ができる」，「いやなことがあってもくよくよしない」を「授業中まちがえた答

えを言ってもくよくよしない」,「何事も良い方向に考える」を「失敗しても良

い方向に考える」の 4 項目を変更した。そして，自己開示の「寂しいときは自

分の気持ちを人に聞いてもらいたいと思う」を加えた 21 項目を作成した。  

設問としては，「つぎのような出来事があったらどのように感じますか。あま

り深く考えず自分の思っているだいたいの感じで回答してください」とし，各

レジリエンス項目のどのくらいあてはまるかを 4 件法（あてはまらない，すこ

しあてはまる，あてはまる，かなりあてはまる）で評定を求めた。統計処理は，

SPSS22.0 を用いて分析を行った。  

 

3．結 果 

 

（1）レジリエンス下位尺度 

 

レジリエンスの因子構造を明らかにするために，21 項目について主成分分析

を行い，スクリープロットの結果から因子数を 4 と決定し，最尤法，Promax 回

転による因子分析を行った。因子分析の結果，4 因子の 20 項目が抽出された。

Cronbach の α 係数の低い「困った時，友達に助けてほしいとお願いできる」の

1 項目を削除し，再度分析を行い 4 因子 19 項目が抽出された。各因子に関する

因子負荷量，平均値，標準偏差，共通性，各因子の因子寄与，因子間相関およ

び Cronbach のα係数をまとめて示した  （Table5-1）。  
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Table 5-1 レジリエンス尺度の因子分析結果 

（最尤法，Promax 回転，N=86 ） 
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第 1 因子は，決めたら実行する，失敗しても良い方向に考える，といった積

極的な取り組みや前向きな考え方に関係する項目内容であることから「積極性」

と命名した。第 2 因子は，悲しい時は，自分の気持ちを誰かにきいてもらいた

い，といった話を聞いてもらいたいといった項目内容であることから「自己開

示」と命名した。第 3 因子は，自分の意見がなかなか伝わらない時，考えるだ

け考えて悩まない，といった項目内容であるとから「非固執性」と命名した。

第 4 因子は，自分は学校で元気に活動していると思う，自分に自信があるとい

った項目内容から「自己肯定感」と命名した。各因子の Cronbach の α 係数は，

第 1 因子「積極性」（α=.84），第 2 因子「自己開示」（α=.84），第 3 因子「非固

執性」（α=.63），第 4 因子「自己肯定感」（α=.58）であった。  

レジリエンス下位尺度の 4 つの下位尺度に相当する項目の得点の平均点を算

出し，「積極性」下位尺度得点（M=2.32，SD=0.73），「自己開示」下位尺度得

点(M=2.16，SD=0.84)，「自己肯定感」下位尺度得点 (M=2.22，SD=0.64)，「非固

執性」下位尺度得点 (M=2.26，SD=0.77)とした。レジリエンスの下位尺度間相

関の Pearson の相関係数は，4 つの下位尺度は互いに有意な正の相関を示した

(Table5-2 )。  

 

（2）医学的な診断の有無および男女差の各尺度の群差 

 

レジリエンスの因子分析の結果から得られた下位尺度「積極性」,「自己開示」

「非固執性」,「自己肯定感」の得点から医学的な診断の有無および男女差の平

均値の差異の検討を行った。統計処理は，SPSS22.0 を用いて各下位尺度の得点

を t 検定と Pearson の相関による分析を行った。 

 

医学的な診断の有無の各尺度の群差  

 

医学的な診断のある群と診断のない群の差の検討を行うためにレジリエンス

下位尺度得点について t 検定を行った。その結果，レジリエンス下位尺度の「積

極性」 ,「自己開示」 ,「非固執性」 ,「自己肯定感」のうち，「自己開示」

(t(84)=2.74,p<.05))に有意差があり，医学的な診断のある子どもの得点の平均点
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が高い得点を示した（Table5-3）。一方で，各下位尺度の得点の平均値は，医学

的な診断のある児では，積極性＞自己肯定感＞自己開示＞非固執性で，医学的

な診断のない子どもでは，積極性＞非固執性＞自己肯定感＞自己開示であった。 

医学的な診断の有無別のレジリエンス下位尺度間の相関係数を Table5-4 に示

す。医学的な診断有無の相関をみると，やや相関のパターンが異なっており，

医学的な診断のある子どもでは 4 つの下位尺度は互いに有意な正の相関を示し

たのに対し，医学的な診断のない子どもの場合には，「積極性」の「自己肯定感」

だけ正の相関を示した。  

 

 

 

 

 

 



86 

 

男女差の各尺度の群差 

 

男女差の検討を行うためにレジリエンス下位尺度得点について t 検定を行っ

た。その結果，レジリエンス下位尺度の男女差の有意な差異は見られなかった。

また，レジリエンス下位尺度項目の t 検定を行った結果，積極性の「授業中，

まちがった答えを言ってもくよくよしない」(t(84)=2.11,p<.005)に有意差が見ら

れ，男子の平均点が高い得点を示した。  

また，各尺度の平均値は，男子では，積極性＞自己肯定感＞自己開示＞非固

執性，女子は，積極性＞非固執性＞自己肯定感＞自己開示であった。 

男子別の相関をみると，男女でやや相関のパターンが異なっており，男子で

は「自己開示」と「非固執性」は相関を示さなかったが,他の 3 つの下位尺度

は互いに有意な正の相関を示した。女子は ,「自己開示」と「積極性」，「非固

執性」と「自己肯定感」,「自己肯定感」と「自己開示」は,相関を示さなかっ

た(Table 5-5)。  
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（3）自己開示における医学的な診断の有無によるｔ検定 

 

自己開示の 4 項の医学的な診断の有無による群差を比較した結果が Table 5-6

である。レジリエンス下位尺度項目の t 検定の結果，「自己開示」の「つらい時

は自分の気持ちを誰かに聞いてもらいたいと思う」(t(84)=2.46,p<.05))，「寂し

いときは自分の気持ちを人に聞いてもらいたいと思う」(t(38)=3.17,p<.001))で

有意差が見られ，医学的な診断のある子どもの得点の平均点が高い傾向を示し

た。  

 

 

 

 

（4）障害別のレジリエンス下位尺度の平均値および標準偏差 

 

障害別のレジリエンス下位尺度の平均点と標準偏差を Table 5-7 に示した。

各障害別のレジリエンスの傾向は,障害ごとに使われるレジリンスの傾向が異

なっていた。 

「積極性」,「自己開示」,「非固執性」,「自己肯定感」では,「自閉症群」

(M=2.15,SD=0.78)とアスペルガー障害群(M=2.30,SD=1.03) は,「自己開示」

の項目の平均点が高かった。これは,自閉症群とアスペルガー障害群は,困った

時に友人に相談するなど力が弱いことが考えられる。LD 群(M=1.92,SD=0.52)

と医学的な診断のない子ども(M=1.96,SD=0.63)は,「非固執性」の平均値が低

く,固執性が高い傾向がみられた。ADHD 群(M=2.54,SD=0.75)は,「積極性」

の平均値が高かった。 
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5．考 察 

 

本研究の目的は，情緒通級に通っている小学 4・5・6 年生のレジリエンス下

位尺度の得点の平均値から医学的な診断有無，男女差の違いについて検討する

ことである。 

情緒通級に通う子どもは，固執性やコミュニケーション力の弱さなどから生

じる様々な困難さからのストレスと直面する機会が多く，レジリエンスの影響

が大きいと考えられる。本研究では，ストレスな状況であっても適応，回復す

るレジリエンスは，悩みを話すなどの「自己開示」，失敗してもあきらめずもう

一度挑戦するなど「非固執性」，失敗しても良い方向に考える「積極性」，自分

に自信がある「自己肯定感」は，医学的な診断のある子どもの方が診断のない

子どもより得点の平均点の合計が高いこと。また，情緒通級に通う子どものレ

ジリエンス下位尺度は，医学的な診断のある子どもと診断のない子どもでは，

自己開示に有意な差異が見られ，医学的な診断のある子どもの方がより自己開

示を使用する頻度が高いことが示された。情緒通級では，コミュニケーション

（傾聴，会話，話し合い，自己主張，援助要求，断り方），対人スキル（仲良

くする，友だちとの付き合い方，人との接し方），対人意識（気配り，思いや

り，人を認める）などの苦手とする指導が行われている。しかし，医学的な診

断のある子どもとない子どもでのレジリエンス下位尺度の得点に差がみられた。

医学的な診断のある子どもがレジリエンス下位尺度の得点が高い理由として，

診断されてから保護者への援助や相談がなされ，そして早期の段階から障害特

性に応じた支援が行われていることが影響していると考えられる。  
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レジリエンス下位尺度の男女差の結果，小学生の先行研究では，レジリエン

スに男女の間に有意な差異が見られた（古守・大井，2008；大竹ら，1998）。

そして，レジリエンスは，男子の方が「挑戦性」が高かった。しかし，本研究

の結果では，情緒通級に通っているの子どものレジリエンス下位尺度の男女の

間に有意な差異が見られなかった。男女とも障害特性からレジリエンスの下位

尺度の共通した要因が強いため男女の差異がなかったと推測される。 

一方で，情緒通級に通う子どものレジリエンス下位尺度における男女の間に

有意な差は見られなかったが，平均点は，女子の方が男子より「積極性」，「非

固執性」が高く「自己開示」，「自己肯定感」が低い得点であった。情緒通級に

通う女子は，困ったときに他の人に聞くなど自己開示が低いことが示された。

情緒通級に通う女子の特徴としてコミュニケーションの弱さからトラブルを起

こすケースの多くは，他者に対しての自己開示することが難しいことが考えら

れる。 

情緒通級に通う子どもは，障害特性から日常生活で様々なストレスを感じて

生活している。また，発達障害のある子どもの問題行動に関わる要因について

の研究では，問題を起こして立ち直りが困難であった子どもの特徴として，レ

ジリエンスの「内面共有性」,「活動実効性」,「楽観性」が低い傾向があり，

問題行動のリスクが高いが問題を起こさなかった子どもは，衝動性の低さ，保

護者の協力があることが報告されている。そして，立ち直った子どもは，悩み

等を人に話したり，相談したりすることが多かったと報告されている（堀江・

小保・尾久・香川・山本，2008）。  

本研究の結果から，医学的な診断のある子どもより診断のない子どもの方が

自己開示の得点が低い結果であったと考えられる。すなわち，困難から立ち直

るためには，悩み等を人に話したり，相談したりすることが必要であり，医学

的な診断のない子どもは，早期に自己開示する力を身につけることが重要な支

援である。内面性共有性は，つらいとき，悲しい時，寂しい時に自分の気持ち

をだれかにきいてほしいという内容で本研究の自己開示の項目と類似している。

一方では，楽観性も本研究の積極性の内容から類似点がみられる。そのため，

堀江らの研究と同様に問題を起こして立ち直りが困難な子どもの特徴と一致し

ていた。 
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また，情緒通級に通う子どものレジリエンスの特徴を示すことができたこと

に意義がある。しかし，本研究では，レジリエンスの高めるための情緒通級で

の指導の介入による効果について検討できなかったことが課題として考えられ

る。今後も情緒通級に通う子どものレジリエンスの影響を実証的に検討され，

その有効性が確立されることを期待したい。 
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第 6 章 情緒通級指導教室に通う子どものコーピングの検討 

 

1．問題と目的 

 

近年では，発達障害の問題行動とストレスとの関係が注目されている。例え

ば，坂本（2007）は，小学 4・5・6 年生を対象に軽度発達障害児における学校

ストレスについて研究を行った。そして，広汎性発達障害は，定型発達の子ど

もより学業ストレス，いじめられること，先生に叱られることに対して高いス

トレスを感じていることが挙げられた。そして，日常的にストレスを感じ，高

いストレス反応(stres response)を表出し，主に「不機嫌・怒り」や「無気力」と

して現れることを明らかにしている。ASD の不安感やストレス軽減を目指した

ストレスマネジメント開発に向け，定型発達者のコーピングの有効性が示され

ている。コーピングとは，ストレスなイベントに対する対処行動であり，人に

相談するといった行動や，良い経験であるといった気持ちに焦点を当てるもの，

諦めたといった回避行動等である（伊勢ら，2015）。通常の学級では，子どもが

「問題解決」場面で適切な対応ができなかった結果（暴力的な行為，いじめ，

長期欠席）何らかのストレッサ―に遭遇し，それに対する解決策として暴力を

振るまったり，家に引きこもったり，あるいは逃避行動したり最悪の手段であ

る自殺を図るという行動を選択したものであり，明らかにコーピングを誤った

結果である（上里・竹中，2005)。 

すなわち，発達障害の問題行動も何らかのストレッサーに遭遇し，それに対

する解決策として不適切なコーピングが行われたと考えられる（神藤・齋藤，

2001；嶋田・秋山・三浦・岡安・坂野・上里，1995；田代・古橋，2007）。しか

し，発達障害の問題行動とコーピングの関係についての研究が少ないのが現状

である。問題行動のある小学校の通常の学級の子どもに対して心理的なアプロ

ーチを行った先行研究においては，ストレスマネジメントを行うためには，コ

ーピングの「問題解決」スキルを身につけることが重要であると報告されてい

る（Sharma，1998)。攻撃行動を生起させる重要な促進要因の一つとして挙げら

れるのがストレッサーである（Herts, McLaughlin & Hatzenbuehler，2012)。コー

ピングのレパートリーが豊かであるほどストレス軽減効果が高いことも実証さ
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れている（Pearlin & Schooler，1978；Westmen & Shiron，1999)。 

加えて，田代・古橋（2007）は，小学 5 年生を対象に攻撃行動を改善するた

め，問題焦点型コーピングのスキルを高めるための SST を実施した結果，子ど

ものストレス反応の軽減に有効であることが報告されている。コーピングパタ

ーンとストレス反応との関連結果では，人間関係のトラブルに対して回避的な

コーピング（思考回避や諦め・静観）を多く行う子どもは，さまざまな反応を

強く表出する傾向にあることを示している。そして，古角・水野（2009）や大

竹ら（1998）は，回避的なコーピングを多く行う傾向のある子どもに対して，

問題を具体的に解決することやサポートを求めるコーピングスキルを指導する

ことが有効であると示唆している。さらに,嶋田・戸ヶ崎・岡安・坂野・上里（1995）

は，子どもの学校不適応問題を解決するためには子どもたちのストレス反応を

軽減することが有効であることを主張している。 

 

2．方 法 

 

（1）調査対象者と手続き 

 

情緒通級の子どもへの調査は，X 市内の公立小学校に在籍し，情緒通級に通

っている小学 4･5･6 年生に実施し 81 名(男子 67 名，女子 14 名）から回答が得

られた。障害名については，医療機関において医学的な診断された診断名であ

る。障害の内訳は，自閉症群（男子 39 名，女子 4 名）計 33 名，アスペルガー

症候群（男子 7 名，女子 3 名）計 10 名,ADHD 群（男子 14 名，女子 3 名）計

17 名，LD（男子 5 名，女子 0 名）計 5 名,医学的な診断のない子ども（男子 12

名，女子 4 名）計 12 名である。 

調査手順は，12 校の情緒通級設置校に依頼書，調査用紙を送付し，各情緒通

級の担当者から保護者に調査依頼書，調査用紙を配布した。子どもの調査は，

自宅で保護者が注意事項を参照し実施した。 

また，通常の学級の子どものコーピングの調査は，X 市の公立小学校の通常

の学級の 5・6 年生に実施し，114 名（男子 61 名，女子 53 名）から回答が得ら

れた。調査手順は，小学校の校長に調査を依頼し，調査用紙を送付し，担任が
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学級会でコーピングの調査を実施した。 

 

倫理的配慮  

 

小学校の学校長及び保護者に対しては，本調査の結果を個人が特定されない

形で研究の目的で使用すること，研究への参加の自由意志に基づくものである

こと，およびいつでも研究への参加を中断可能である旨を調査依頼書に明記し

た上で依頼を行った。なお，情緒通級の保護者に調査協力承諾書の提出をもっ

て同意とみなした。小学校は，学校長に研究目的，実施方法等を説明し承認を

得て実施を行っている。  

本調査における調査は，関西大学大学院心理学研究科倫理委員会審査委員会

の承認を得た上で実施した（承認番号 第 0044 号 第 0077 号）。  

 

（2）調 査 

 

コーピング尺度：大竹ら（1998）によって用いられた小学生用コーピング尺

度の「問題解決」，「行動的回避」，「気分転換」，「サポート希求」，「認

知的回避」，「情動的回避」のうち，気分転換の質問項目である「寝る」を「本

を読む」に変更した 40 項目を用いた。設問としては，友達とけんかした時，と

いう状況を設定し，各コーピング項目について，どのくらいあてはまるかを 4

件法（あてはまらない，すこしあてはまる，あてはまる，かなりあてはまる）

で評定を求めた。コーピング尺度の「問題解決」，「行動的回避」，「気分転

換」，「サポート希求」，「認知的回避」，「情動的回避」の各尺度と下位項

目の平均点，標準偏差を求めた。そして，医学的な診断の有無（4・5・6 年生），

情緒通級と通常の学級の子どもの男女差と学年差の平均点の相違（5・6 年生）

を検定するために SPSS22.0 を用いてｔ検定による検討を行った。   
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3．結 果 

 

（1）医学的な診断の有無における各尺度の群差  

 

コーピング尺度の医学な診断の有無による平均値の差異の検討を行うために

各尺度の得点をｔ検定による分析を行った（Table 6-1）。医学的な診断の有無の

各尺度の群差は，コーピングの「問題解決」に有意差があり，医学的な診断の

ある群の平均点が高かった。また，各コーピングの下位項目の群差を t 検定で

分析を行った結果，「問題解決」の「どのようなことなのかをよく考える」 (t(34)= 

2.24, p<.05)) 「自分で自分をはげます」  (t(54)= 3.35, p<.01)) そして，「情動

的回避」の「ひとりで泣く」(t(40)= 2.74, p<.01))に有意差があり，医学的な診断

のある群の平均点が高かった。 

障害別の結果から医学的な診断のない子どもは，問題解決の平均点が低い傾

向がみられた（Table6-2）。 
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（2）情緒通級と通常の学級の子どものコーピング差異 

 

小学 5・6 年生の情緒通級と通常の学級の子どもの「問題解決」，「行動的回

避」「気分転換」，「サポート希求」，「認知的回避」，「情動的回避」のコ

ーピング尺度，そして情緒通級の子ども，通常の学級の子どもの男女差，学年

差について t 検定で分析を行った。 

小学 5・6 年生の情緒通級と通常の学級の子どもの「問題解決」，「行動的回

避」，「気分転換」，「サポート希求」，「認知的回避」，「情動的回避」の

コーピング尺度のｔ検定の結果から「行動回避」と「情動的回避」に有意差が

あり，情緒通級に通う子どもの平均点が高い結果であった（Table 6-3）。 

 

 

 

コーピング尺度の下位項目で有意差がみられた項目において通常の学級の子

どもの平均点が高いのは，「何が原因かを見つける」 (t(158)= -2.65, p<.01))「そ

のことを考えようとする」 (t(158)= -2.79, p<.01))，「どのようなことなのかをよ

く考える」(t(158)= -2.49, p<.05))，「よいことを学んだと考える」 (t(158)= -2.12, 

p<.05))であった。これらは，「問題解決」のコーピングの下位項目であった。逆

に，情緒通級の子どもの平均点が高いのは，「あまり先を考えないようにする」

(t(158)= 2.89, p<.01))，「誰かに言いつける」(t(58)= 3.51, p<.01))，「大声を上げて

どなる」(t(158)= 2.64, p<.01))，「当たり散らす」(t(158)= 1.69, p<.05))，「ゲーム
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をする」(t(158)= 2.84, p<.01))，「そのことから逃げる」(t(158)= 3.16, p<.01))「解

決できる時がくるのを待つ」(t(158)= 2.01, p<.05))であった。このうち，多い順

では，「行動回避」（3 項目）」，「情動的回避（2 項目）」，「認知的回避・気分転換

（1 項目）」であった。 

 

（3）男女による情緒通級と通常の学級の差異について 

 

男子は，「行動回避」，「サポート希求」，「情動的回避」に有意差があり，すべ

て情緒通級の平均点が高かった。一方，女子は，「サポート希求」に有意差があ

り，男子とは逆に通常の学級の平均点が高かった(Table 6-4)。 

コーピング尺度下位検査項目で，男子は，「問題解決」の「そのことを変えよ

うと努力する」(t(98)= -2.41, p<.05))，「行動回避」の「誰かに言いつける」(t(50)= 

4.07, p<.001))，「大声を上げてどなる」(t(98)= -2.41, p<.05))，「気分転換」の「ゲ

ームをする」 (t(98)= 2.09, p<.05))，「サポート希求」の「問題を解決するために

助けてくれるように頼む」(t(98)= 2.08, p<.05))，「自分の置かれた状況を人に聞

いてもらう」 (t(98)= 2.95, p<.01))，「情動的回避」の (t(98)= 2.71, p<.01))，「解決

できる時がくるのを待つ」(t(98)= 2.19, p<.05))，「ひとりになる」 (t(98)= 2.18, 

p<.05))に有意差があり，「そのことを変えようと努力する」の項目が通常の学級

のの方が平均点が高く，その他は，情緒通級であった。また，女子は，「気分転

換」の「テレビをみる」(t(16)= -3.56, p<.01))，「友だちと遊ぶ」(t(15)= -2.36, p<.05))，

「サポート希求」の「人に問題の解決に協力してくれるように頼む」 (t(52)= -

5.95, p<.001))，「問題を解決するために助けてくれるように頼む」(t(52)= -8.101, 

p<.001))で有意差があり，すべて通常の学級の平均点が高かった。 
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（4）5・6 年による情緒通級と通常の学級の群差について 

 

5 年生は，コーピングの「問題解決」,「行動回避」,「情動的回避」に有意差

がみられた。「問題解決」は，通常の学級，そして「行動回避」「情緒的回避」

は，情緒通級の平均点が高かった。しかし，6 年生は，情緒通級と通常の学級

に有意差がみられなかった(Table 6-5)。 

 

 

5 年生では，コーピング尺度下位検査項目の情緒通級と通常の学級で有意差

がある項目は，「問題解決」の「何が原因か見つける」(t(88)= -2.40, p<.05))「そ

のことを変えようと努力する」 (t(88)= -2.70, p<.01))「どのようなことなのか

をよく考える」(t(88)= -2.95, p<.01))「よいことを学んだと考える」(t(88)= -2.33, 

p<.05))「対策を立てる」(t(88)= -2.03, p<.05))，「認知的回避」の「あまり先を

考えないようにする」 (t(41)= 1.96, p<.05))，「行動回避」の「誰かに言いつけ

る」(t(37)= 3.08, p<.01))，「気分転換」の「ゲームをする」(t(88)= 3.23, p<.01)) ，

「情動的回避」の「そのことから逃げる」(t(88)= 2.95, p<.01))「解決できる時

がくるのを待つ」 (t(88)= 2.54, p<.05))であった。そして，「問題解決」は，通

常の学級の子どもの平均点が高く，「認知的回避」,「行動回避」,「気分転換」,

「情動的回避」は，情緒通級の子どもの平均点が高い。一方，6 年生では，

「問題解決」の「自分の気持ちを人にわかってもらう」 (t(68)= 2.13, p<.05))

「認知的回避」の「あまり先のことを考えないようにする」(t(68)= 1.99, p<.05))

で有意差があり，「問題解決」，「認知的回避」の項目は，情緒通級の平均点が

高かった。 
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5．考 察  

 

本研究は，情緒通級に通う子どものコーピングの医学的な診断の有無，そし

て情緒通級に通う子どもと通常の学級の子どものコーピングの違を検討するこ

とであった。 

情緒通級では，医学的な診断のある子どもとない子どもでは，「問題解決」

に有意差が見られ，医学的な診断のある子どもの平均値が高いことが示された。

そして，医学的な診断されている子どもがストレッサーを軽減させるために適

切なコーピングである「問題解決」を使う傾向が高いことが確認された。医学

的な診断のある子どもが「問題解決」を使う傾向があるのは，早期の段階でコ

ミュニケーションスキルの向上など障害特性に応じた指導や支援を受けている

ことが影響していると考えられる。 

一方，平均値では，医学的な診断の有無に関係なくコーピングの「問題解決」

の平均値が低いことが共通して見られた。このことは，医学的な診断のない子

どもより診断のある子どもの方が「問題解決」のコーピングを使われるが，情

緒通級に通う子どもは医学的な診断の有無に関係なく「問題解決」を使う傾向

が低いことが確認できた。ストレスを軽減するためには，問題焦点型コーピン

グが有効である（嶋田，2004）という報告から情緒通級では，適切なコーピン

グを身につけることが有効であると考えられる。 

その反面，情緒通級と通常の学級の子どものコーピングでは，「行動回避」と

「情動的回避」に有意差があり，情緒通級の子どもの平均点が高いことが見ら

れた。また，コーピング尺度の下位項目では，通常の学級の子どもよりストレ

ス反応を減少するために不適切なコーピングである「不満を言う」，「大声を上

げてどなる」，「当たり散らす」などの「行動回避」や「ひとりで泣く」，「その

ことから逃げる」などの「情動的回避」を使用する傾向が強いことが見られた。

逆に通常の学級の子どもは，適切なコーピングである「何が原因かを見つける」,

「そのことを変えようと努力する」,「どのようなことなのかをよく考える」な

どの「問題解決」を使用する傾向が強いことが見られた。さらに，平均点では，

情緒通級は，良く使われるコーピングで「行動回避」と「情動的回避」は，1.2

番目であり，逆に通常の学級の子どもは「問題解決」と気分転換が 1.2 番，「行
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動回避」と「情動的回避」は，5.6 番目であった。  

これらの結果から，通常の学級の子どもと比較すると情緒通級の子どもは，

不適切なコーピングである「行動回避」と「情動的回避」を使用する頻度が高

いことが示された。そして，「行動回避」と「情動的回避」の項目では，「当た

り散らす」，「大声を上げる」，「そのことから逃げる」など教室内では問題行動

とされる内容があり，ストレスの解消のために使用されている不適切なコーピ

ングとも考えられる。  

 男子は，「行動回避」，「サポート希求」，「情動的回避」に有意差があり，すべ

て情緒通級の平均点が高く，女子は，「サポート希求」に有意差があり，男子と

は逆に通常の学級の平均点が高かった。また，男子は，通常の学級の子どもよ

り不適切なコーピングである「行動回避」や情動的回避をする傾向が見られた

が，女子は見られなかった。しかし，男女共に適切なコーピングである「問題

解決」の平均点は低く，男子は，一番低い平均点であった。一方，女子の「サ

ポート希求」は，先行研究（野田・岡田・谷・大西・望月・中島・辻井，2013）

と同じく通常の学級も平均点が高い結果となり，本研究と一致したが，情緒通

級に通う女子は，「サポート希求」が一番低い平均点であった。また，男子の方

は，逆に先行研究と異なり，「サポート希求」が通常の学級の男子より高く，平

均点も 2 番目に高い結果になった。情緒通級そして通常の学級の子どものコー

ピングに男女差が認められているが，ストレッサーに対するコーピングの使わ

れ方が異なっていた。先行研究では，通常の学級では，男子は「問題解決」，女

子は「サポート希求」の傾向が高いとされているが，情緒通級の子どものコー

ピングが「問題解決」や「サポート希求」が低いのは，ストレッサーのコーピ

ングの内容が一致していないにもかかわらず，不適切なコーピングに固執した

結果とも考えられる。これは，障害特性の影響であることも推測される。また，

通常の学級より情緒通級の男子が「サポート希求」の平均点が高い傾向は，情

緒通級での指導が影響されていると考えられる。  

 6 年生では，情緒通級と通常の学級でコーピングの有意差がなかったが，5 年

生では「問題解決」は，「問題解決」，「行動回避」，「情動的回避」に有意差がみ

られた。「行動回避」，「情動的回避」は，情緒通級の平均点が高く，「問題解決」

は，通常の学級の平均点が高くなった。そして，6 年生では，情緒通級の「認知
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的回避」の平均点が高くなり，不適切なコーピングである「行動回避」，「情動

的回避」の平均点が低くなった。しかし，「行動回避」と「情動的回避」の平均

点は，通常の学級の子どもまで達していなかった。これは，情緒通級の子ども

が不適切なコーピングが改善されたが，通常の学級の子どもより不適切なコー

ピングを使う傾向はあることを意味している。  

本研究の結果から，情緒通級に通う小学生は，①情緒通級の子どもで診断さ

れている子どもが適切なコーピングである「問題解決」を使う傾向が高いこと，

②情緒通級と通常の学級の子どもでは，情緒通級の子どもが不適切なコーピン

グである「行動的回避」，「情動的回避」を使う傾向が高いこと，が示された。 

そのため，情緒通級のコーピングの指導は，不適切なコーピング「情動的回避」

「行動的回避」を減らし，適切なコーピングの「サポート希求」，「気分転換」

「問題解決」を伸ばすことやコーピングの広がりをもたせることがストレス反

応を軽減させ問題行動の頻度を減少させることにつながると考えられる。  

本研究は，情緒通級での指導が行われた結果であり，情緒通級の指導前のコ

ーピングが SST などの指導の介入の結果，どのように変容し問題行動が減少し

たか等を具体的に検証する必要がある。 
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第 7 章  総合考察 

1．本博士論文の成果 

 

（1）本博士論文研究のまとめ 

 

日本の通常の教育において，いじめ，不登校，問題行動の指導，支援は，も

っぱら発達障害が関与しないものを前提に考えられてきた。しかし，最近にな

ていじめ，不登校，問題行動のいずれの事案でも背景となっているのが発達障

害であることが報告されている。また，発達障害の特性からストレスをうける

ことが高くなり，適切なコーピング（対処）ができないことがわかってきてい

る。特にいじめ，不登校，問題行動を起こした子どもの中で，起こしてから発

達障害と医学的に診断された率が高い。そして，ストレスコーピングに基づく

アプローチが成果を挙げている。通常の学級でもスクールカウンセラーが適

切が配置され，心理教育的援助サービスと特別支援教育の視点からの支援が

始まっており，それらの研究分析（第 1 章，第 2 章）より，その有効性や汎用

性が確認され，いじめ，不登校，問題行動への応用や指導，支援の普及が課題

として明らかになった。これらの背景を受け，本博士論文研究における主要な

目的は，1）医学的な診断のない子どもの早期に指導・支援のために認知特性

を明らかにすること，および 2）「Lazarus & Folman （1984）が提唱した心理

的ストレスモデルに着目し，情緒通級に通う子ども対象に発達障害児のスト

レスにおけるレジリエンス，コーピングに関する研究を行い，情緒通級におけ

る予防教育に活かすことであった。これらに対して，1）医学的な診断のない

子どもの認知特性は，広汎性発達障害の認知特性と類似することが明らかに

なり（第 3 章：研究 1），通常の学級で授業中，勝手に立ち歩く，感情のコン

トロールができない，授業に集中しないなどの行動がある子どもに発達障害

の認知特性に応じた指導・支援する重要性が示唆された。また，情緒通級に通

っている子どものレジリエンス，コーピング研究においては，2）ストレッサ

ーが障害によって異なること（第 4 章：研究 2），レジリエンスは，医学的な

診断のある子どもより診断のない子どもの方が自己開示の得点が低い（第 5

章：研究 3），およびストレスに対するコーピングは，情緒通級の子どもの方
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が不適切なコーピングを使用していること（第 6 章：研究 4）が確認された。

次に，個々の研究に焦点を当て，その成果と意味するところについて詳細に述

べたい。 

 

（2）研究１の成果とその意味するところ 

 

研究 1 では，5・6 歳児の医学的な診断のない群（幼稚園，保育所，日常生活

で保育所職員，幼稚園教員，および保護者が指導や支援において困難さがあり

相談にきたケースである）と自閉群（高機能自閉症，ASD，自閉症），PDD 群

（高機能広汎性発達障害，広汎性発達障害，発達障害），アスペルガー障害群の

認知特性の類似性について検討した。その結果，医学的な診断のない子どもは，

PDD 群の認知特性に一番類似していることが確認できた。そのため，医学的な

診断がなく，行動上問題にある子どもに対して早期の段階で広汎性発達障害の

認知特性に応じた個別支援計画や個別支援指導計画が作成でき，適切な指導・

支援につながり，ストレスの軽減と二次的な障害の予防に貢献できると考えら

れる。  

 

（3）研究 2 の成果とその意味するところ 

 

 研究 2 では，情緒通級に通っている小学 4・5・6 年生を対象にストレッサ

ーについて検討した。その結果，「友人関係」のストレッサーが高いこと。そ

して，障害別でストレッサーの比重が異なることが確認できた。友人関係との

トラブルから，いじめ，不登校，問題行動になる可能性が高い。そのため，定

型発達の子どもと相互作用を築くためには，学級集団での指導が必要であると

考えられる。研究 1 の認知的な特性は，通常の学級における子ども達との相互

作用を行うための基礎的な部分であり，個別的な指導につながると言える。ま

た，LD の子どもは，「叱責」に対して敏感であることが分かり，適切な指導・

支援が可能になると考えられる。 
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（4）研究 3 と研究 4 の成果とその意味するところ 

  

研究 3 と研究 4 は，ストレスに対する対処，すなわち レジリエンスとコー

ピングの研究である。レジリエンスは，ストレスを感じた時にこの時点でレジ

リエンスが有効に働ければ，その後のストレス反応が生じない。しかし，それ

が難しい場合には認知的な評価からコーピングが進むといわれている（齋藤・

岡安，2009）。  

研究 3 では，医学的な診断のある子どもが「自己開示」が高いことが示され

た。これは，医学的な診断のない子どもの方が自己開示ができず，そのため，

ストレスがたまり二次的な障害へつながる傾向があると考えられる。  

一方では，LD と医学的な診断のない子どもは固執性が高いことが示された。

固執性が高いことによって友だちとの相互関係において困難になり，そこから

友人関係にトラブルが生じて，二次障害につながることが想定できる。また，

固執性やコミュニケーション力の弱さなどから生じる様々なストレスと直面す

る機会が多く，ストレスの受け止め方や対処の仕方が適切でないため，環境へ

の不適応を引き起こしやすい状況から不登校になることも考えられる。  

 

情緒通級で医学的な診断のある子どもは，早い時期から診断があることで，

「自己開示」，「非固執性」が身についているとも考えられる。すなわち，早期

に適切な指導・支援がなされれる結果であり，医学的な診断のない子どもに適

切な指導・支援が早期にすることによって自己開示が身につくことが予想され

る。  

 コーピングは，瞬時に起こるストレスを適切に対処する力である。定型発達

の子どもの研究によると，適切なコーピングは，「問題焦点型」といわれている。

しかし，研究 4 から情緒通級の子どもは，「不満を言う」 ,「大声を上げてどな

る」「当たり散らす」などの「行動回避」や「ひとりで泣く」,「そのことから逃

げる」などの「情動的回避」を使用する傾向があることが確認できた。すなわ

ち，ストレスを軽減するために情緒通級に通う子どもは，不適切なコーピング

使用することが明らかになった。そのため，問題解決のコーピングを身につけ

る指導・支援を考えることが重要であることが示されたことから，情緒通級や
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学級での指導への応用ができるものである。 

 一方では，研究 4 から医学的な診断のない子どもとある子どもでは，医学的

な診断のある子どもが「問題解決」のコーピングを使用するのが高いことがみ

られた。これは，診断のない子どもは，さらに適切なコーピングである「何が

原因かを見つける」,「そのことを変えようと努力する」,「どのようなことなの

かをよく考える」などの「問題解決」の方略を使用しないため，二次的な障害

へ移行する可能性が高い。そのため，小学生のストレスマネジメントプログラ

ムの構成には，「問題解決」に関するコーピングスキルを高める指導を盛り込む

必要があることが重要であリ，問題の出現に伴った早期指導・支援もまた重要

である。 

 

（5）本博士論文研究の貢献 

 

本博士論文研究は，医学的な診断のない子どもの認知特性やストレスコーピ

ングにおいて以下の点で学術分野に貢献しており，得られた知見が学校現場に

還元されることが期待できる。まず，医学的な診断のない子どもの認知特性が

PDD に類似している点は，問題行動の背景にある困難さの視点から適切な指

導・支援が可能になる。これまでの研究では，PDD などと同様な行動がみられ

ることは調査されてきたが，研究 1 を通して医学的な診断のない子どもの認知

的な特性に基づく適切なアセスメントから個別支援支援計画，個別指導計画を

作成し，早期に指導・支援することができ，ストレスを軽減し，二次的な障害

の予防の可能性を示した。  

  

2．今後の研究課題と展望 

 

（1）新たな研究課題 

  

本博士論文研究，中でも研究 2・3・4 では，いじめ，不登校，問題行動の背

景にあるストレスについて行われてきたが，その新たな研究課題として四点挙

げられた。  
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一つ目は，情緒通級の医学的な診断のある子どもとない子どものストレッサ

ー，レジリエンス，コーピングの傾向は確かめられたが，情緒通級の指導の影

響に関しては，確認できなかった。今後の研究では，入級前のストレッサー，

レジリエンス，コーピングの傾向を検討することが課題である。  

二つ目は，予防教育に活かす示唆まではできても実践方法を実証していない

ため，個別支援計画や個別指導計画を作成し指導に活かすかを検討することが

課題として挙げられる。 

三つめは，情緒通級に通う子どものレジリエンス，コーピングの傾向や通常

の学級の子どもとの違いについては，確認できたが，子どものいじめ，不登校，

問題行動との関連まで分析ができなかった。今後は，各問題行動とストレス，

レジリエンス，コーピングの関係を検討することが課題として挙げられる。  

四つ目としては，学校教育の問題が挙げられる。通常の学級に在籍している

子どもは，集団指導でストレスマネジメント教育は可能である。しかし，現行

の教育課程上は，個別指導が難しいのが現状である。集団指導は，心理教育的

援助サービスの 1 次援助サービスの段階で，道徳，小学 5 年の体育の「心の健

康」で実施される。現状は，通常の学級に在籍し，在籍校で個別に自立活動が

できる指導できるのは，在籍校に情緒通級がある場合である。在籍校に情緒通

級がない場合は難しい。特別支援教室を利用し個別指導することも今後，検討

が必要である。  

 

（2）本論文研究における結論 

 

 本研究では，医療的な診断のない子どもの認知特性に関する調査により，PDD

の特性に類似することから，早期に PDD の特性に応じた指導することや教師

が支援し，二次的な障害の予防ができると推測される。情緒通級に通う子ども

は，「友人関係」，「自己開示」が弱く，さらに，暴力的等の不適切なコーピング

を使うことが推測される。本研究によって，日常の学級活動や授業を通して適

切なコーピングやコーピングの柔軟性を身にことでストレスの軽減につながり，

問題行動の予防ができると考えられる。しかし，実際の問題行動等とレジリエ

ンス，コーピングの関連については，今後さらに検討が求められる。   
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本研究で行った調査研究は，通級指導教室に通っている小学 4・5・6 年生を

対象にした研究であった。9 歳の壁と言われ発達の段階で友達関係や学習内容

が大きく変わる時期である。この時期の子どものレジリエンスやコーピングを

検討することは，中学校に入学する前の指導・支援を考えるうえで，意義があ

ると考えている。  

今後の展望として，二次障害の予防の促進を支援することの実現化に向けて，

学校教育のなかで，組織的に心の健康のプログラムの実証的な検討を重ねてい

きたいと考えている。       
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