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問題と目的

　心理の国家資格として誕生する公認心理師の役割に
は，心の健康教育をはじめとした予防的活動に携わるこ
とが挙げられている。そのため，今後学校場面における
予防的活動及び当該領域における研究への期待が益々高
まっていくと考えられる。
　予防に関する分類方法については，何度か変遷を経て
いる。まず Caplan（1964）は，公衆衛生の観点より早
期の段階で介入することを目的として「1次予防」「2次
予防」「3次予防」に分類した。1次予防とは，問題が起
こる前の一般の人々に対して介入を行うこと，2次予防
とは，本格的な病気となる前段階で，問題が早期の段階
で働きかけを行うこと，3次予防とは，病気や問題が蔓
延し，深化するのを抑える働きを意味する。このように
どの段階で働きかけるかにより，その援助方法が異なる
と指摘した。
　続いて，米国医学研究所は，医学的観点より対象者と
疾病のリスクに焦点を当てた分類を提唱した。第1には，
一般的な人たち全てを対象とするUniversal（以下，一
般型）レベルである。第2には，精神障害のリスクが平
均と比べ高い個人や集団を対象とするSelective（以下，
選別型）レベルである。第3には，多少ではあるが精神
障害の徴候や症状のある個人や現時点では診断基準に当
てはまらないが精神障害の生物学的な弁別的特徴のある
人を対象とする Indicated（以下，特定型）レベルの予
防介入である。第4には，もうすでに診断されている児
童青年を対象とするTreatment（以下，治療型）レベル
の予防介入である（Mrazek & Haggerty, 1994）。Caplan

（1964）の分類と医学研究所の分類の相違点としては，「1

次予防の中でもハイリスク群に対するアプローチ」を「選
別型レベルの予防」とし，「2次予防の全ての形式」を「特
定型レベルの予防」と改名した点である。つまり，精神

障害の徴候を表す（特定型）前の，ハイリスク群（選別
型）に早期に働きかけることの重要性について考慮した
ためであると考えられる。
　このような予防的活動が注目されるなか，子どもたち
の不適応問題に影響を与えるリスク要因についての研究
が多くなされてきた。例えば，児童期における虐待の経
験は，アルコール中毒，薬物乱用，うつ病，自殺企図
等の健康リスクが成人期に高くなること（Felitti et al., 

1998）や，貧困と成績不振の関連等についても指摘され
てきた（Duncan, Brooks-Gunn, & Klebanov, 1994）。し
かしながら，これらのリスク要因を抱える子どもたちす
べてが不適応状態となるわけではないことも報告されて
いる（Garmezy, 1971）。
　このような流れを受け，2009年には全米科学アカデ
ミー（NAS）委員会は，従来からの予防（prevention），
治療（treatment），維持（maintenance）の観点に加え
て，「メンタルヘルスの促進」に焦点を当てることの必
要性を指摘している。具体的には，不快な感情や行動へ
の対処方法を提案し，青年期における精神的健康を高め
るための保護要因（protective factor）を特定し，普及
させること及び支持的な家庭，学校，地域環境を促進す
るよう努めることを強調している（O’Connell, Boat, & 

Warner, 2009）。このようにこれまでは予防を前提とす
るリスク要因について数多くの研究成果が挙げられてき
たが，リスク要因のみならずメンタルヘルスを促進する
保護要因についても研究することの重要性が指摘され
てきている。しかしながら，青少年の保護要因等に関
する実証研究は，まだ少ない現状にある（O’Loughlin & 

Hudziak, 2017）。本邦では，今後とくにスクールカウン
セラーが予防的活動を行っていくことの重要性が指摘さ
れてきているなか，保護要因に関する先行研究を概観し，
今後の課題点について明らかにすることに意義があると
考える。
　そこで，本論文は具体的には以下の3つの目的に沿っ
て論を進める。第1に，保護要因についての定義をはじ
め構成概念等について概観する。第2に，とくに個人の
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特性及び学校場面に関する保護要因に焦点を当て，関連
の先行研究を整理する。最後に，学校不適応を抑制する
保護要因に関する今後の研究課題を明らかにする。

保護要因とは

保護要因の定義
　これまで保護要因は，様々な観点より議論されてき
た。まず，痛みを保護するとの観点から捉えた視点で，
保護要因とは心理的な痛みから若者を保護することを
助ける出来事や状況，人生の経験であるとの定義であ
る（Resnick, 2000）。一方，問題行動の観点より捉えた
立場もあり，保護要因とは不適応に関する問題行動に関
与する可能性を減少させるもの（Jessor, Van Den Bos, 

Vanderryn, Costa, & Turbin, 1995）として定義づけられ
ている。このように保護要因とは，心理的痛みを伴うよ
うな困難な状況下でも，不適応問題を抑制する防御要因
であると考えられる。

保護要因の構成概念
　困難な状況下でも，不適応問題を抑制する保護要因
とはどのようなものが該当するのだろうか。Hawkins, 

Catalano, & Miller（1992）によると，思春期に青年の健
康行動に影響を与える様々な保護要因は，単一なもので
はなく，いくつかの保護要因が相互作用しているとの仮
説を立て，検討を行っている。その結果，保護要因は個
人／ピア領域，家族領域，学校領域，コミュニティ領域
を含む4つの領域内で構成されていると報告している。
具体的には，個人／ピア領域の保護要因の中には，健全
な信念と行動の明確な個人的基準が含まれる。また，家
族領域の保護要因には，食事を一緒にとること，両親と
の良好なコミュニケーション，明確な親子の境界，家族
との愛着及び家族の参加機会等が含まれていた。学校領
域の保護要因については，学校エンゲージメントや課外
活動，積極的な行動に対する学校からの評価など学校へ
の結びつきが関連していた。地域の保護要因としては，
積極的な行動に対する地域社会の報酬や，積極的な行動
を支持し強化するコミュニティ法や規範が含まれていた
（Hawkins, Catalano, Kosterman, Abbott, & Hill, 1999）。
一方，Jessor et al., （1995）は，保護要因には直接的に
影響を与えている要因のみではなく，間接的に影響を与
えている要因もあることを報告している。そのなかで，
最も重要な直接的な保護要因としては，逸脱を控える態
度など自己をコントロールする力であったと指摘してい
る。次に重要だったのは，学校を含めた慣習的な制度に
コミットメントする順応力を持っていることであったと

報告している。一方，最も大きなリスク要因としては，
自尊感情の低さや絶望感といった個人の脆弱性や成功体
験の少なさを挙げている。このようなリスク要因から安
易なゴールを求め，問題行動をしている友人との関係を
持つ等して，反社会行動につながるケースについても報
告されている。そのうえで，3つの心理社会的システム
を用いて，保護要因を概念化している。具体的には，1

つ目に，保護要因は健康の価値や健康を損なう行動を知
覚し自分コントロールする等，健康を促進する行動及び
パーソナリティも含めた一連のシステムである。2つ目
に，保護要因は大人との良い関係，慣習的な行動を模倣
するモデルとなるような友人に対する意識も含めた関係
を基盤とするシステムとしている。3つ目に，保護要因
とは地域社会奉仕事業のためのボランティア活動，親と
の娯楽時間を過ごし，宗教的機会に参加する等の家族活
動への従事や社会的行動への関与等の行動システムであ
るとしている。
　以上のように保護要因は，個人の特性，家族，学校，
コミュニティといった多層的な要素から構成されている
ことが考えられる。また，リスク要因の削減だけに焦点
を絞った従来のアプローチと比較して，リスク要因を減
らしながら保護要因を促進する二重戦略の有用性を評価
することの意義が指摘されている（Resnick, 2000）。そ
の流れのなかで，注目されるのが以下に述べるレジリエ
ンスである。

保護要因とレジリエンス
　レジリエンスとは当初「傷つきにくい」と分類されて
いた（Anthony, 1987）。しかし，近年ではより多角的な
視点よりレジリエンスを捉える流れがある。
　まず，レジリエンスは個人内の資質や能力，性格
として捉えた視点である。Olsson, Bond, Burns, Vella-

Brodrick, & Sawyer（2003）によると，レジリエンスと
はしなやかな資質を有している（Harriman, 1959）や，
環境を変えることで適応する力（Cicchetti & Cohen, 

1995），ハーディネスで傷つきにくい性格（Kobasa, 

1979; Rhodewalt & Zone, 1989）と定義づけられていた。
しかしながら，近年レジリエンスをこのような個人内の
静的な資質としてのみ捉るのではなく，個人内外での相
互作用といった動的なプロセスとしてレジリエンスを捉
える視点が注目されている。具体的には，レジリエンス
は，ストレスフルな生活イベントの影響を修正するよう
に作用する，個人内・外のリスクプロセスと保護プロセ
スの相互作用を含むプロセスとして概念化されている

（Rutter, 1999）。また，Masten, Best, & Garmezy（1990）は，
レジリエンスを3つの類型より捉えている。「困難を克
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服すること」，「ストレスのもとでも維持される能力」，「ト
ラウマからの回復」である。その上で，重篤な逆境を経
験している子どもたちは，コンピテンスの高い大人との
ポジティブな関係のなかで，より回復する傾向にある点
を指摘し，今後のレジリエンス研究は適応を促進するプ
ロセスに着目していく必要性を示唆している。このよう
にレジリエンスはパーソナリティといった個人内特性と
してのみ捉えるよりもリスク要因とプロテクト要因の相
互作用及び個人，家庭，コミュニティといった多層的な
指標（Luthar, 1993）の観点より捉えた動的なプロテス

（dynamic process）に焦点が当てていく必要性が指摘さ
れている（Luthar, Cicchetti, & Becker, 2000）。
　それでは，レジリエンスを動的なプロセスから捉えた
場合，レジリエンスの機能を促進する変数とは具体的に
どのようなものがあるのだろうか。Luthar & Cicchetti

（2000）は，レジリエンスの機能を促進する変数として
少なくとも 3 つのレベルがあるとしている。1 つ目は，
肯定的な自尊感情，おおらかな気質，高い知能，ユーモ
アのセンスなどの個人内の要素である。2つ目は，特定
の育児様式や家族以外の成人との肯定的な関係との同一
化等，家族や他者との対人関係プロセスに関わる要素で
ある。3つ目は，学校環境，特定のタイプの居住地区な
どのより広範な社会的環境の特徴が含まれるとしてい
る。具体的に，レジリエンスについて，個人内の遺伝的
要因と社会的要因との関連について調べた研究では，認
知能力や攻撃性の欠如の面といった遺伝的要因がレジリ
エンスに大きく関与する可能性を強く示唆しながらも，
社会的要因の影響についても重要であったことを指摘し
ている（Kim-Cohen, Moffitt, Caspi, & Taylor, 2004）。
　レジリエンスにおける社会的要因の重要性について，
Masten（2001）は，どのような困難な状況であっても
レジリエントな子どもたちなら乗り越えられるというの
ではなく，レジリエントな子どもたちは人的資源を得ら
れるような環境をうまく見つけだす力があるとしてい
る。このように，レジリエンスはこれまで個人，対人関
係，社会システムレベルでの保護因子として検討されて
きたが，近年家族外の大人，学校，その他の地域社会に
根ざした施設と強くつながっている，そして身近に感じ
るといった「連帯感」の効果についても焦点が当てられ
てきている（Resnick et al., 1997）。このように考えてい
くと，レジリエンスは個人内の特性にとどまらず，学校
環境等との関係性そのものが，個人のレジリエンスを強
化する等，多層的な視点が必要となる。
　とくに近年，学校場面におけるレジリエンスとして教
育的レジリエンス（educational resilience）の研究がな
されてきている。教育的レジリエンスとは，個人の脆弱

性をはじめとした特性をもち，環境上でも逆境に立たさ
れているにもかかわらず，学校生活や他の生活でも物事
を上手く達成する可能性の高まりを示すことであると定
義されている（Wang, Haertel, & Walberg, 1994）。この
ように教育的レジリエンスは，リスク状況から引き起こ
される悪影響下のなかでも，最終的に学校生活等での成
功を生み出す保護要因を特定し，促進することを目指す
ものである（Wayman, 2002）。
　以上のように，学校不適応を抑制する保護要因を解明
することは，教育レジリエンスを育成するうえでも不可
欠なものであると考えられる。なお，教育レジリエンス
の保護要因等は，主に個人要因と環境要因に分類できる

（McMillan & Reed, 1993）ことが指摘されている。本論
文においても，とくに学校不適応を抑制する保護要因に
焦点を当て，個人の特性及び学校場面に関わる保護要因
についての先行研究を概観する。

個人の特性に関する保護要因

　 本 論 文 で は， 個 人 の「 性 格 的 な 特 性（McAdams, 

2010）」として挙げられているビッグファイブとハーディ
ネスについて，とくに焦点を当て，学校不適応との関連
についてまとめることとする。

ビッグファイブ
　ビッグファイブとは，パーソナリティを外向性
（Extroversion）， 協 調 性（Agreeableness）， 勤 勉 性
（Conscientiousness），神経症傾向（Neuroticism），開
放性（Openness）の5つの次元で捉えるものである（John, 

Naumann, & Soto, 2008）。
　まず，勤勉性は，薬物乱用，喫煙及び危険な性逸脱行
為等の不適応行動と負の関連があることが示されてお
り，運動，より良い食事を摂取する等，健康に関連す
る行動の強力な予測因子であるとの報告がなされてい
る（Bogg & Roberts, 2004）。加えて，勤勉性と協調性は，
教会の出席やボランティア活動等，地域社会における
意味のある向社会的活動を行う傾向が予測（Lodi-Smith 

& Roberts, 2007）されており，適応行動を予測する因子
であることが考えられる。また，開放性の高さは，複雑
で挑戦的な環境を好む傾向にあることが指摘されており

（McCrae & Costa, 1997），複雑な環境でも適応する力を
有しやすい可能性もある。
　なお，ビッグファイブと不適応に関する縦断的研究で
は，20歳と30歳の時に，逆境に強くコンピテンスが高
いレジリエント群は，コンピテンスが低く逆境に弱い
不適応群より，10歳時における勤勉性，協調性，開放
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性が高く，神経症傾向が低かったことが報告されている
（Shiner & Masten, 2012）。また20歳時に不適応群であっ
たが30歳時にレジリエント群に変化した群においては，
継続的に不適応群であった群より，10歳児における勤
勉性が高かったことも報告されている。このように，ビッ
グファイブの勤勉性と協調性，開放性の高さ及び神経症
傾向の低さは，学校不適応の保護要因となると考えられ
る。
　しかしながら，これらの研究は自己記入式の質問紙
調査である点と縦断的研究が少ない点が指摘されてい
る（Goodman, Disabato, Kashdan, & Machell, 2017）。
パーソナリティ特性は成人期には安定する傾向にある
が，意図的な活動および環境刺激に応答して変化する可
能性も示唆されている（Roberts, Walton, & Viechtbauer, 

2006）。このような指摘を踏まえると，思春期や前青年
期においては，ビッグファイブと学校適応との関連につ
いても，発達的変化がみられる可能性が考えられ，縦断
的な調査を用いて，ビッグファイブと学校不適応との因
果関係について詳細な検証を行う必要がある。

ハーディネス
　ハーディネスとはストレス状況下において，レジリ
エンスを促進する姿勢（attitudes）や戦略（strategies）
も し く 技 術（skills） で あ る（Maddi, 2013 Maddi & 

Khoshaba, 2005）。具体的には，3つのハーディネスの姿
勢がある。一つ目は，チャレンジであり，強いチャレン
ジの姿勢を持っているならば，人生はストレスに満ちて
いるということを受け入れ，ストレスの多い状況下でも
知恵と能力により成長することができる機会とみなし，
利益に変えようとすることができる。2つ目のコミット
メントの姿勢は，悪いことが起こっても孤立や疎外感を
抱くのではなく，起こっていることに関わり続けること
が重要であるという信念が含まれている。そして，3番
目のハーディネスの姿勢はコントロールであり，悪いこ
とが起こっても，ストレスを成長の機会に変え続け，無
力感に陥り，受動的になるのを防ぎ，ストレスを成長の
機会に変え続ける力となるとしている（Maddi, 2013）。
またMaddi & Hightower（1999）は，ハーディネスな態
度は，問題解決対処とは正の関連がみられ，回避対処と
は負の関連があったことを示している。加えて，ハーディ
ネスな態度は，うつ病や怒りと負の関連があることも報
告されている（Maddi, 1999）。このように，ハーディネ
スは，不適応行動と負の関連があることが考えられる。
　また上述したビッグファイブとの関連については，
ハーディネスの特徴を持つ人は勤勉性と開放性が高く，
神経症傾向は低い傾向（McAdams, 2010）が指摘されて

いる。そのため，不適応問題に関する保護要因として
は，勤勉性，開放性とハーディネスの高さ及び神経傾向
の低さが関連していることが考えられる。一方で，ハー
ディネスは主に職業領域で使用されることが多く，学校
場面に関する研究は少ない現状にある。今後，学校適応
とハーディネスとの関連について更なる検証を行う必要
がある。

学校場面に関する保護要因

　学校場面における保護要因については，これまで友人
関係や教師との関係について数多く研究されてきた。例
えば友人関係においては，親密な友人関係をもつ生徒は
そうでない生徒に比べて，社会的行動，学業成績も高
く，感情面でも心理的苦痛を感じている者が少なかった
との指摘がなされている（Wentzel, Carolyn, & Caldwell, 

2004）。また，教師との関係においても，生徒と教師の
良好な関係が，成績の向上及び中退を減らすことにも
関連していることが報告されている（Baril et al., 2012; 

Croninger & Lee, 2001）。
　その一方で，友人関係や教師との関係と学校適応を媒
介する要因として学校エンゲージメントが注目されてい
る（Fall & Roberts, 2012）。また，生徒と学校をつなぐ
場として，課外活動に焦点を当てた研究も増えてきてい
る（Mahoney & Cairns, 1997）。本論文では，学校不適
応を保護する学校場面に関する要因として，課外活動と
学校エンゲージメントに焦点を当てることとする。

課外活動
　近年，課外活動と適応問題との関連について検証され
てきている。なお，ここでいう課外活動とは，通常授
業外の時間で学校施設内にて行われる活動のこととす
る。具体的には，陸上競技，演劇，美術活動等の生徒が
関心を持つ分野の部活やクラブ，生徒会等が含まれる

（Mahoney & Cairns, 1997）。課外活動と中退率との関連
について調べた研究では，早い段階で課外活動に参加し
た生徒は参加していない生徒に比べて，とくにリスクが
高い生徒において犯罪逮捕率や中退率が低下すること
が指摘されている（Mahoney, 2000; Mahoney & Cairns, 

1997; Randolph, Fraser, & Orthner, 2004）。しかし，もと
もと優秀でコンピテンスが高い生徒においては，関連
が見られなかったとの報告もある（Mahoney & Cairns, 

1997）。課外活動が適応と関連がある背景としては，課
外活動に入ることで対人関係のコンピテンスが向上する
ため，とくに平均以下の対人関係コンピテンスをもつ生
徒においては最も顕著に効果がみられたことが指摘さ
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れている（Mahoney, Cairns, & Farmer, 2003）。一方で，
課外活動の種類によっても異なることも示されている。
McNeal（1995）は，陸上競技や美術などの課外活動へ
の参加は大幅に中退率を減少させていたが，学業や職業
に関連するクラブについては，効果がなかったことを報
告している。
　このように課外活動は，とくにリスクの高い生徒ほど，
中退や犯罪率の低減に寄与する傾向にあり，保護要因と
して機能していることが指摘されてきている。その背景
としては，課外活動を通して，対人関係能力が向上し

（Mahoney et al., 2003），学校関連の友人関係ネットワー
クができることで学校とのつながりが強化され，不適応
行動が抑制され，保護要因として作用する（Mahoney, 

2000; Ream & Rumberger, 2008）ことが考えられる。一
方で，課外活動の種類により効果に違いが見られること
も指摘されており（McNeal, 1995），その背景として課
外活動の目標や風土，成員間の関係性，顧問の役割等が
関連していることも考えられる。今後，課外活動の種類
や風土等により不適応に与える影響が異なるかについて
詳細な研究が必要となる。

学校エンゲージメント
　エンゲージメントの概念については，与えられた状
況や活動への個人のコミットメントと参加（Appleton, 

Christenson, & Furlong, 2008）とされている。学校場面
に関するエンゲージメント（engagement）には，学校
エンゲージメント（school engagement），生徒エンゲー
ジメント（student engagement）等多岐に渡る（Ream 

& Rumberger, 2008）。しかしながら，エンゲージメント
の下位概念としては，共通して行動的関与（behavior 

engagement）， 感 情 的 関 与（emotional engagement），
認知的関与（cognitive engagement）の 3 つが挙げられ
ることが多い（Ream & Rumberger, 2008）。例えば学
校エンゲージメントの場合，行動的関与は学校に出席
することや課題を終わらせる等が含まれる（Fredricks, 

Blumenfeld, & Paris, 2004; Zaff et al., 2017）。感情的関与
は，教師や友人たち，学業面や学校に対しての感情及び
学校所属感等のことである（Fredricks et al., 2004）。認
知的関与については，メタ認知方略を用いた学習のため
の自己制御方法等が含まれる（Wang & Eccles, 2012）。
これらのエンゲージメントの下位概念は相互に影響関係
があると指摘されてきている。たとえば，感情的関与
は，行動面での不安を低減させ，行動的関与を促進す
ることが指摘されている（Skinner, Furrer, Marchand, & 

Kindermann, 2008）。逆に言うと，学校に対して感情的
に嫌悪感をもっている生徒は，努力することを放棄し，

授業に参加することを止め，孤立感を抱く。また，低い
行動関与は感情関与を低下させる結果も得られており，
行動関与が低い場合は，肯定的な感情も低くなり，退
屈，不安，欲求不満等を生じることも報告されている

（Skinner et al., 2008）。
　学校エンゲージメントと非行などの不適応問題との関
連についても指摘されてきている。具体的には，中高生
を対象に学校エンゲージメントと問題行動との関連を調
べた研究にて，学校に関しての行動的関与と感情的関与
が低下した生徒は，非行行動や薬物使用等の反社会的行
動が時間の経過とともに増加することが報告されている

（Wang & Fredricks, 2014）。小中学生を対象とした研究
においても，行動的関与と感情的関与は非行行動に負の
影響を与えていることが報告されている。しかしながら，
認知的関与は非行行動と正の関連が見られた。この背景
としては，失敗に対して振り返りをしても成績が良くな
らない場合，学校への不満を感じ，非行行動に移行する
可能性も示唆されている（Hirschfield & Gasper, 2011）。
　また，非行などの外在化問題のみではなく抑うつなど
の内在化問題と学校エンゲージメントとの関連も指摘さ
れている。例えば，小学5年生～中学2年生における学
校エンゲージメントと不適応の関連について調べた研究
では，学校エンゲージメントの行動的関与と感情的関与
が抑うつ，非行，薬物使用の低減と関連していることが
報告されている（Li & Lerner, 2011）。
　このように学校エンゲージメントは学校不適応に関す
る外在化問題及び内在化問題を抑制する保護要因である
ことが考えられる。一方で，学校エンゲージメントの認
知的関与に関しては，感情的関与や行動的関与と異なる
結果が得られており，今後その背景について多角的に検
討していく必要がある。

まとめと今後の課題

　これまで学校不適応に関する保護要因について，先行
研究を概観し，検討を行ってきた。保護要因の概念は，
心理的痛みを伴うような困難な状況下でも不適応問題を
抑制する防御要因として捉えられた。また，保護要因は
個人特性，家庭環境，学校環境，地域環境といった生態
学的観点（Bronfenbrenner, 1979）を取り入れ，リスク
要因との相互作用に着目することで，今後レジリエンス
のプロセスを解明する上でも重要となることが考えられ
た。また，個人特性であるビッグファイブ（とくに勤勉
性・協調性・開放性の高さ，神経症傾向の低さ）やハー
ディネスが学校不適応の保護要因として働くことが報告
されていた。加えて，学校場面に関する保護要因として，
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課外活動はとくにリスクの高い生徒ほど対人関係コンピ
テンスを向上する機会となり，学校とのつながりが強化
され，不適応を抑制する機会となることが示されていた。
学校エンゲージメント（とくに感情的関与と行動的関与）
についても，外在化問題及び内在化問題を抑制すること
が報告されていた。これらの保護要因は，個人と学校の
つながりを強化することで，不適応行動が抑制され，適
応行動を促していたと推察される。
　一方，本論文で取り上げた先行研究を概観した中で，
3つの研究課題が挙げられる。
　第一に，本論文ではとくに海外の論文を中心に概観し
てきたが，今後本邦の研究結果との比較を行う等，文化
的影響について検証を行う必要がある。例えば，ビッグ
ファイブの勤勉性，協調性，開放性が，不適応を抑制す
る保護要因となることが海外の先行研究の報告より考え
られた。しかしながら，日本においては，開放性が不適
応と正の相関があるとの結果も報告もされており（谷，
2017），文化による望ましい生徒像の異なりが影響して
いる可能性も考えられる。同様のことが他の側面でも考
えられるが，日本での研究はまだ少ない現状にある。例
えば，ハーディネスに関しては，海外研究ではチャレン
ジ，コントロール，コミットメントといったハーディネ
スの要素が，不適応行動を抑制することが報告されてい
た。日本においては，中学生を対象にハーディネスのチャ
レンジとコントロールといった2側面と友人適応の関連
を調べた研究があり，正の相関が見られたとの報告がな
されている（金森・鷲津・五十嵐，2013）。しかしながら，
小学生及び高校生における学校適応とハーディネスに関
連した研究や中学生においても3つのハーディネスの側
面と学校不適応について調べた研究はほとんど見られな
い。また，日本では生徒エンゲージメントに関する研究
は多くなされているが，学校エンゲージメントの研究自
体がまだ少ない。とくに学校エンゲージメントと非行等
の学校不適応行動との関連について調べた研究はほとん
ど見られない現状にある。課外活動においても，学校適
応との関連についての研究（廣崎・瀬戸，2014）はみら
れるが，不適応行動と課外活動との関連についての縦断
的研究については，日本ではほとんど報告されていない。
近年，個人の特性のみではなく，家庭，学校，地域等生
態学的観点のもと，多層的に検討することの重要性が指
摘されている（Hawkins et al., 1999; Jessor et al., 1995）
が，文化圏の異なりが学校不適応の保護要因にどのよう
な影響を及ぼすかの検証は少ない。とくに日本と他国の
比較を通して，日本の文化が地域や学校，家庭に与える
影響を調べることは，学校不適応を抑制する保護要因の
プロセスを明らかにする上で重要になると考えられる。

とくに，教育レジリエンスの研究については，日本では
ほとんど行われておらず，今後スクールカウンセラーの
予防的活動を行っていく上の指針を得るためにも，本研
究領域の国内での研究をより進めていく必要性があると
考えられる。
　第二に，本論文で焦点を当てた個人の特性であるビッ
グファイブ，ハーディネスと学校環境に関与する課外活
動，学校エンゲージメント，そして不適応との一連のプ
ロセスについてはまだ明らかにされていない現状にあ
る。
　これらの関係性について概念化するうえでMcAdams

（2010） の 理 論 が 役 に 立 つ よ う に 思 う。McAdams

（2010）は，パーソナリティについて（1）性格的な特性
（dispositional traits），（2）特徴的な適応（characteristic 

adaptations），（3）集合的なライフナラティヴ（integrative 

life narratives）といった3次元が複雑な社会や文化の文
脈のなかで展開されるユニークな配合であるとしてい
る。「性格的な特性」とは，状況や時間の経過の中でみ
られる行動の広範な一貫性のことであり，ビッグファイ
ブやハーディネス等で示される（McAdams, 2010）。一方，

「特徴的な適応」とは，「性格的な特性」より具体的なも
ので，時間，場所，社会的な役割等の文脈のなかで説明
されるものであり，動機付けや目標，努力，個人的なプ
ロジェクト，価値，興味，防衛機制，コーピング戦略等
が含まれるとされている。前者（性格的な特性）がより
幼少期の生得的な気質に端を発した行動の一貫性に着目
しているのに対して，後者（特徴的な適応）は後天的な
側面である本人と環境との相互作用の中で獲得した側面
に重きを置いている点が異なるとされている（McAdams 

& Olson, 2010）。
　このように考えると本論文で焦点を当てたビッグファ
イブとハーディネスは気質と関連がある「性格的な特性」
であるといえる（McAdams, 2010）。そして，課外活動
を行うなかで与えられる役割を通して，友人，教師，学
校とつながり，学校エンゲージメントが高まる可能性が
考えられ，この過程は「特徴的な適応」に重なるところ
も多いのではないだろうか。このような「特徴的な適応」
に関するプロセスを明らかにするためには，学校場面で
の役割を生徒がどのように捉え，更に学校エンゲージメ
ントは学校適応にいかに影響を与えているかについて今
後検討していく必要があると思われる。Kato & Suzuki

（2018）は，「日常生活で感じる持続的な役割満足感」を
ロールフルネス（rolefulness）と定義し，社会的ロール
フルネスと内的ロールフルネスからなるロールフルネス
尺度を作成している。しかしながら，今回焦点を当てた
個人の特性（ビッグファイブやハーディネス），課外活
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動，学校エンゲージメント及び学校不適応がロールフル
ネスとどのように関連するかについては研究されていな
い。今後，個人と学校環境との文脈のなかで保護要因を
考える際には，縦断的調査を行い，本論文で取り上げた
保護要因とロールフルネスの相互作用が不適応に与える
影響過程を詳細に明らかにすることが期待される。
　第三に，学校不適応に至るプロセスと保護要因との関
連について検討する必要がある。適応については，いま
だ統一した見解が得られていない（Ladd, 1996）が，適
応の概念は大きく2つの観点にまとめられる。ひとつは，
適応とは人と環境との関係を表す概念であり，両者が調
和した「状態」である（大久保，2005）との捉え方である。
2つ目は，適応とは人がその内的欲求と環境の間により
調和的な関係を作り出そうとして，行動を変えていく連
続的な「過程」（北村，1965）との捉え方である。両者
は人と環境との関係を表す概念である点は一致している
が，適応を状態として捉えるか過程として捉えるかの点
が異なる（原田・竹本，2009）。これまでは，前者の（不）
適応を「状態」として捉えた研究が多かった。しかしな
がら，レジリエンス研究においても，リスク要因とプロ
テクト要因の相互作用の過程（プロセス）に着目した動
的なプロテス（dynamic process）の重要性が指摘され
ており（Luthar et al., 2000），適応を促進するプロセス
に着目していく必要性（Masten et al., 1990）が指摘され
ている。そのため，適応に関しても個人が環境にどのよ
うに適合していくのかについて，プロセスの側面より注
目していく必要があると考える。すなわち，不適応に至
るプロセスにどのような保護的な要因が関与しているか
検討を行うことで，不適応を予防する活動につながって
いくのではないだろうか。鈴木・森田（2015）は，不適
応に至るプロセスに着目し，学校不適応感尺度を作成し
た。具体的には，学校不適応段階に至るプロセスとして，
学校不適応要因のひとつである社会的コンピテンス不足
段階が被受容感の乏しさ段階を媒介して学校不適応徴候
段階に影響を与えていることを明らかにし，これらの不
適応に至るプロセスを含めた学校不適応感尺度を開発し
た。しかしながら，本尺度と学校不適応を抑制する保護
要因との関連については，研究されていない。今後，横
断的及び縦断的研究を用いて，学校不適応を抑制する保
護要因が学校不適応のプロセスにどのような影響を与え
ているか検証することで，スクールカウンセラーの予防
的活動に寄与する可能性が広がると考えられる。
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ABSTRACT

Factors that protect school maladjustment: A review of the literature

Mikie SUZUKI

We conducted a literature review of protective factors to reduce instances of school maladjust-

ment. First, after reviewing the definitions and components of protective factors, we examined the 

relationship between resilience and protective factors. For protective factor research, it is necessary 

to conduct multilayered studies (on protective factors and resilience framework emphasizing the inter-

actions between enabling factors and capacities operating at different levels of society) incorporating 

ecological and dynamic processes, such as by using longitudinal and case study methods. In Japan, 

there are few researches on the educational resilience; therefore, it is necessary to develop a program 

to promote educational resilience by clarifying the protective factors to prevent school maladaptation 

in the future. 

Second, I reviewed previous studies that focused on the individual traits as protective factors of 

school maladjustment (Big Five, hardiness) and school environment (extracurricular activities, school 

engagement). Previous studies suggested that individual trait factors and school environmental factors 

affect school adjustment. Besides, it is necessary to consider the process by which the interaction be-

tween personal characteristics and school environment influences adaptation in the future. We surmise 

that rolefulness (the sense of satisfaction that we experience in the roles) is related to the character-

istics of individuals and the school environment and therefore need to verify the relationships among 

these factors.

Third, previous research mainly used scales for measuring the status of school maladjustment such 

as a subjective adjustment scale from the viewpoint of person-environment fit. In the future, however, 

we need to examine the relationship between the protective factors and school maladjustment by us-

ing a scale that can measure the process that leads to school maladjustment, such as the Maladaptive 

Process Scale (consisting of maladjustment process according to the three factors: (1) lack of social 

competence, (2) lack of perceived self-acceptance, and (3) signs of school maladjustment). The results 

will contribute to finding effective factors preventing school maladjustment and of support for stu-

dents at risk for maladjustment by school counselors.

Finally, we need to consider how the cultural difference affects protective factors in the community, 

school, home, and individuals.

Key words: school maladjustment, protective factor, individual trait, school counselor, review


