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1 
 

ᗎ❶ 
 
➨ 1 ⠇� ၥ㢟ࡢᡤᅾ 
 
ࢧ࣭࣮ࣝࢢࡀ⪅➹ࠋ࠸࡚ࡉᐇ㇟ᑐࠊሙ㠃࡞ࠎᵝࠊࡣ࣮ࣆࣛࢭࢥࢧ࣭࣮ࣝࢢ

࠸࡚ࡋົ࡚ࡋᚰ⌮ኈᏛ㝔༞ᴗᚋࠊࡣࡅࡗࡁࡓࡗ࡞࠺㛵࣮ࣆࣛࢭࢥ

デࠊࡅฟㅮ⩦ࡢSST㸦Social Skills Training㸭♫⏕άᢏ⬟カ⦎㸧ࠊせㄳ࡛ࡢ㝔ࡓ

⒪ሗ㓘ࡀ⟬ᐃ࡛ࠊ࡛⏤⌮࠺࠸ࡁ⢭⚄⛉࡛࣮ࣝࢢ࡚࠸࠾ SST ㏕ᚲせࡍ㊶ᐇ

SSTࠊ㇟ᑐ᪉ࡢኻㄪྜ⤫ࡣ⪅➹ࠊ㛫ࡢࡃࡤࡋࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ࡇࡓ 

ᐇ㊶ࠊࡀࡓ࠸࡚ࡋㄆ▱⾜ື⒪ἲᇶ࡙ࡢࡇࡃᡭἲࠊ ࠸ࡃ࠺࡚ࡗ㏻ࣝࣗࢽ

ၥ㢟࠺࠸ࠊ࠸࡞࠸Ⰻࡤࡍᨵၿ࠺ࠊࡢ࠸࡞࠸ࡃ࠺ࡐ࡞࡚ࡋࡑࠊ࠸࡞

 ࠋࡓࡗࡓ࠶ࡁࡘ
SST ᮇ▷ࠊ㛗ᮇ┠ᶆࡢࡓࡍୖྥࣝࢫ࣭ࣝࣕࢩ࣮ࢯࡢ㌟⮬ࠊࡣ࣮ࣂ࣓࡚ࣥ࠸࠾

┠ᶆࡢࡑࠊ࡚ࡓ┠ᶆࡢ฿㐩ࡢࣥࣙࢩࢭ࣮ࣝࢢࠊ࡚ࡅྥ୰࡛ලయⓗ࡞ᑐேὶሙ㠃

ᐃࣟࠊࡋ ࣟࠋࡍ࣮ࣞࣝ ᨵၿࡇ࠸Ⰻࠊࡣ࣮ࣂ࣓ࣥࡢࡓ࠸ぢ࡚࣮ࣞࣝ

Ⅼྲྀࡑࠊࡋࢡࣂࢻ࣮ࣇධ࡚ᗘ࣮ࣟࣝࡢࡑࠋࡍࣞㄢ㢟ᚲせᛂࡌ

࡚ᐟ㢟࡚ࡋᣢࡕᖐ࡚ࡗ᪥ᖖሙ㠃࡛⦎⩦ࠊࡋ⤖ᯝḟ࡛ࣥࣙࢩࢭࡢሗ࿌ࡀࡢ࠺࠸ࠊࡍ

୍⯡ⓗ࡞㐍᪉࡛ࠊࡣ࡛࣮ࣝࢢࡓ࠸࡚ࡋ࣮ࢲ࣮ࣜࡀ⪅➹ࡋࡋࠋ࠶ḟࡀ㇟⌧࡞࠺ࡢ

࣮ࣝࣟࡎ㛵ࡓỴᶆ┠ⓗ⮬ࠊࡀ࣮ࣂ࣓ࣥࡠ࡞ᑡࠊࡤ࠼ࡓࠋࡓ࠸࡚ࡌ⏕

ࡀศ⮬ࠕࡀ࣮ࣂ࣓ࣥࡌྠࡘ࠸ࠊ࠺ࡓࡡࡓࡍࠋࡓࡋ♧㞴Ⰽࣞ

ࡍ ሗ࿌ࡢᐟ㢟ࡓࠋࡓࡗ࡞๓ࡓᙜࡀࡢࡍࣞฟ࡚࣮ࣟࣝྡࠖ ࡍ⩦⦏࡛ࠕ

ࡓࡋ࡛ࡏࡁ࡛࡛ࡢࡓࡗ࡞ࡀሙ㠃࡞࠺ ࣓ࠊࠖ ࡢ࡞ࡍሗ࿌࡚࠼ࡑཱྀࡀ࣮ࣂࣥ

≧ἣࡣ⪅➹࡛ࡇࡑࠋࡓࡁ࠾ SST ࢲ࣮ࣜࡢ㌟⮬⪅➹ࠊ࠸ᅇᩘ㏻࡞ᵓ⤖ⓗ⮬ಟ◊ࡢ

ุࡀࡓࡋ᥈ồ⏤⌮࠸࡞࠸ࡃ࠺ࡀ࣮ࣝࢢࠊᅗࣝࢫࡢ࡚ࡋ࣮

࠸ࠖୖྥࡢࣝࢫ࣭ࣝࣕࢩ࣮ࢯࠕࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ࡞ࡁ࡛ࡇࡍᨵၿἣ≦ࠊࡎࡏ

࠸࡞ࡋ࠺ࡋ⩦⦏࡛࣮ࣞࣝࣟࠕ࡞␗ࡣᶆ┠ࡢࡁྥ⾲ࡢ࣮ࣂ࣓ࣥ࠺ ࣂ࣓ࣥ࠺࠸ࠖ

࣮ࣝࢢ࠺࠸࣮ࠖࣂ࣓ࣥࡍࣞฟ࡚࣮ࣟࣝྡ࠺ࡓࡡࡓࠕࠊື⾜ࡢ࣮

SSTࠊ࡞ἣ≦ࡢ SSTࠊࡣᬒ⫼࠸࡞ࡋ⬟ᶵࡃ࠺ࡀ ࠊ࠸࡞࠸࡚᭩ࡣࣝࣗࢽࡢ

ఱ➼ࡢຊࡀ㛵࠸࡚ࡋ㐪ࠊ࠸࡞࠸ᛮࡢࡘࡉࡁ࠸࡞࠺ࡢࡑࠋ࠶࡛ࡢࡓࡗ୰ࠊᙜࠊ

ಶே࡚࠸࠾࣮ࣆࣛࢭࢥࢧ⢭⚄ศᯒⓗ㸭ᚰ⌮ຊືⓗ࡞ᡭἲᏛ࣮ࣝࢢࠊࡣ⪅➹ࡓ࠸࡛

࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠶ࡀࡇࡘ❧ᙺఱࠊࡤࡁ࡛ࡀࡇࡍゎ⌮ᚰ⌮ຊື࠸࡚ࡌ⏕

ࡢ⢭⚄ศᯒᐙࠊ࠼⪄ Foulkes ࣥࣙࢩ࣮ࢸࣥࣜࢫࢩࣜࢼ࣭࣮ࣝࢢࡓࡋጞࡀ

ࢧ࣭࣮ࣝࢢࠊ࡞࠺ࡍཧຍ࣮ࣝࢢࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࡓࡋ㇟ᑐᑓ㛛ᐙࠊࡍ

 ࠋ࠶ࡀ⦌⤒࠺࠸ࡓࡋࢺࣇࢩ࣮ࣝࢢ࡞ᚰ⌮ຊືⓗࠊࡓ㛵ᚰࡢ࣮ࣆࣛࢭࢥ
࡛⪅ጞࡢ⢭⚄ศᯒࠋ࠶ㄒ࡛⏝ࡓࡋ㛵㐃⢭⚄ศᯒከศࡣㄒ⏝࠺࠸ᚰ⌮ຊືࡢࡇ

࠶ Freud ࡑࠊᴫᛕ࠺࠸㉸⮬ᡃࠊᡃ⮬ࠊࢫࠊࡋᐃᏑᅾࡢព㆑↓ᚰࡢேࠊࡣ

ᵓ⠏ㄽయ⣔⌮࠺ᢅྲྀࡑࠊࡋㄝᚰ⌮ຊື࡚ࡋ♧ᥦࣝࢹࣔ⸩ⴱࡌ⏕㛫ࡢ

࠾࡞ࠊ➼ேᩥ࣭♫ㅖ⛉Ꮫࠊࡎ࡞ࡢᚰ⌮Ꮫࠊ⢭⚄་Ꮫࠊࡣ⢭⚄ศᯒ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋ

ከ࡞ᙳ㡪ཬ࣮ࣝࢢࠋ࠸࡚ࡋ㛵ࠊࡤ࠼࠸࡚ࡋ⢭⚄ศᯒ⌮ㄽⓗ࡞⫼ᬒᣢࣝࢢࡘ

ᚰ࠸ࠊ࠸ྜࡋヰࡢ࡛࣮ࣝࢢࠊࡎ㛵ྰ࠶࡛࣮ࣆࣛࢭࢥࢧ࣭࣮

⌮ຊືࠊ࠸⏝ᚰ⌮ⓗ࡞ኚᐜࡧ࠾ᡂ㛗┠ᣦࡘ࠺ࡤ࠼ࡓࠊ࣮ࣝࢢࡢ✀ྛࡍ➼ࡢ⢭⚄



 

2 
 

ᝈࡢࡑࡢᚰ⌮ⓗ࡞ၥ㢟ࡢ⮫ᗋᐇ㊶ྛࠊ࣮ࣝࢢࡢ࡚ࡋ✀౫Ꮡࡢᙜ⪅࣮ࣝࢢ

㎶㸦2017㸧⏣ࠋ࠸࡚⾜ࡀ㊶ᐇࡢࡃከࠊ࡞࣮ࣝࢢࢺ࣮ࢧࡢ➼Ṛ㑇᪘⮬ࠊ⪅ᝈࡀࠊ
⏬ู≉ࡢ㞧ㄅ㊶ᐇࡢࡇࡣ ຊࡢ࣮ࣝࢢ࡛ࠕ ḟ࡚࠸ࡘຊࡢࡑࠊࡋ⤂࡚ࡅྡࠖ

ࠊே࠸࡛ᝎࡎࡁ࡛ࡀ㐺ᛂ࠸ᑐே㛵ಀ࡛Ⰻࠊ࠼ᢪᚰ⌮ⓗၥ㢟͆ࠋ࠸࡚㏙࠺ࡢ

Ᏻ࡛Ᏻᚰ࣮ࣝࢢ࡞⏝ពࡢࡑࠊࡋᑠୡ⏺࡛ࡢ᪂࣮ࣝࢢ࡞ࡓయ㦂ࡃ࠺ά⏝ࠊࡤࡍ

ᙼ⒪ⓗ࣭ᡂ㛗ಁ㐍ⓗ࡞ຠᯝࠊࡓࠋࡁ࡛ࡀࡇࡍࡓேࡣே⏕ࡢ㏵ୖ࡛ࠊணᮇ

࠺ࡇ㞀ᐖ࡞ᅇᅔ㞴ࠋ࠶ࡀࡇࡍ㐼㐝Ṛࡢே࡞ษࠊᨾࠊ௳⅏ᐖࡠࡏ

㸦୰͐ࠋ࡞࠺ࡑ࠸ぢኻពࡁ⏕ࠊࡍᘢ⑂ࡀែ࡛ᚰ㌟ࡓࡋ࠺ࡇࠋ࠶ࡇ

␎㸧❧ሙయ㦂ࡀඹ㏻ࡢேྠኈࡢ࡛࣮ࣝࢢࡢᑐヰࠊࡀே⏕ࡁ⏕ᢤࡃぬᝅࡢ࣮ࢠࣝࢿ

ኚື⾜ࠊឤࠊ᪉࠼⪄ࠊ࡚ࡋ࠾య㦂ࡢ㞟ᅋ࡛ࡣேࠊࡕ࡞ࡍࠋ࠶࡛ࡢ࠼࡞※

࡚ࡅࡘຊ࠼⪏ᅔ㞴ࠊࡓᚓዎᶵࡢᡂ㛗ࡢࢸࣜࢼࢯ࣮ࣃࠊࡋࡁ࡛ࡀࡇࡃ࠸࡚࠼

͇ࠋ㸦⏣㎶, 2017 pp.8-9㸧࠶࡛ࡢࡁ࡛ࡀࡇࡍࡓ࠼ኚ᪉ࡁ⏕  
࣓ࡢࡑࠋࡢ࡞ࡐ࡞ࡣࡢࡍࡓᚰ⌮ⓗຠᯝࠊࡀຊࠖࡢ࣮ࣝࢢࠕ㏙ࡀ㎶⏣ࡇ

ࡢࡢࡓࡋㄽ⌮ࢬࢽ 1 Yalomࠊࡘ ࡆ࠶ࡀ⒪ἲⓗᅉᏊ㸭Therapeutic factorࠖࠕࡢ

Yalomࠋ ࡚ࡋࡢඹ㏻࣮ࣝࢢ࡞࠺ࡢࠊࡣ 11 ⒪ἲⓗᅉᏊࡢ

࡞య⣔ⓗࡢ␎ᡓᡭἲ࡚ࡗࢺࢫࣆࣛࢭࠊࡀࡇ࠼☜ᅉᏊࡢࡒࡑࠊࡆ࠶

ࡢࡇࠋ࠸࡚ࡅ⥆✲◊ࠊ࠼⪄ࡘ❧ᙺࡢࡍ㛤Ⓨࣥࣛࢻ 11 ♧ࡀ⒪ἲⓗᅉᏊࡢ

ࡓࡉ Yalom 1970ࠊࡣⴭ᭩͆The Theory and Practice of Group Psychotherapy͇ࡢ ᖺࡢ

2020ࠊࡡ㔜⦆ᨵ∧ึ ᖺࡣ➨ 6 ࡢ࣮ࣆࣛࢭࢥࢧ࣭࣮ࣝࢢࠊ࡞ࡉ∧ฟࡀ⦆

㡿ᇦከ࡞㈉⊩ᙳ㡪ࡢࡑࠊࡋࡓ୰ࡢ➨ 4 ⦅㸦Yalom, 1995 ୰ஂ႐㞞ᩥ࣭ᕝᐊ

ඃ┘ヂ 2012㸧ࡣ᪥ᮏㄒ⩻ヂୖ࡛ࡇࠋ࠸࡚ࡉ㏙ࡢ Yalom ͆࠺࠸ࡀ ᅉᏊࡢࡒࡑ

 Yalom㸦1995 ୰ஂ႐㞞ᩥ࣭ᕝᐊඃ┘ヂࠋ࠺࠶࡛ࡇ࡞ᐜࡣ͇ࡇ࠼☜
2012, p.ЁϺ㸧ࠊࡣḟ࠺ࡢ㏙͆ࠋ࠸࡚ ⢭⚄⒪ἲࠊࡣ㇟⌧㌟యⓗ⛉Ꮫ␗

࡛ࢺ࣮࠶Ꮫ࡛⛉ࡣ⢭⚄⒪ἲࠋ࠶࡛ࡇ࠺࠸࠶ᅔ㞴࡛ࡀ㔞ᩘ࡚ࡗ࡞

͇ࠋ࠶ ㎡Ἠ, 2015㸧͇ࣝࢱࢪࢹ㸦ࠋ⾡⨾ࠋ⾡ⱁ࡚͆㎡᭩࡛ㄪពࡢࢺ࣮ グ

ࡣホ౯ࠊ➼࠺ࡅ࠺ឤ㖭࡚ࡗぢࡀㄡࡑࠊࡣ⾡ⱁࡕ࡞ࡍࠋ࠸࡚ࡉ

ุࠊ࠶࡛ࣝࢫ࡞ᚲせࡀఱࡓࡏࡉឤ㖭⪅ࠊ࡞␗ ௬ࠊࡃከሙྜ࠸ࡋ㞴ࡀ᩿

୍࠶࡚࠸⏝ࣝࢫࡢࡑࡀㄡࠊ࡚ࡋࡓࡅ㌟ࣝࢫࡌྠ࡚ࡁᐃ࡛≉ࡀࡑ

ᐃࡢ⤖ᯝࡀฟࡣࠊࡏ㝈ࡢ࠸࡞ᣦࡍᛮ࡚ࡋࡢ࠺࠸࠺ࡑࡘࠋ Yalom
 ࠋ࡞ࡇ࠸࡚ࡅ⨨ࠊࡀ࡞ࡋ࠶Ꮫ࡛⛉࣮ࣆࣛࢭࢥࢧࠊࡣ

ࡣࡢࡓࡋㄽ⌮ᚰ⌮ຊືࡢ࣮ࣝࢢࠊࡢࡑ Bion㸦1961㸧ࡢᇶᗏⓗᐃྛ࡞

✀Ꮡᅾࡑࡣ⪅➹ࠋ࠸࡚ࡋᏛࡀ࡞ࡧᚰ⌮ຊືⓗࢧࣥࣙࢩ࣮ࢸࣥࣜ࡞

ᐇឤ᭷⏝ᛶ࠼ࡓࡈᡭࡢࡑࠊࡌ㏻ࡇࡡ㔜㊶ᐇࠊࡅཷࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࡢ࣮ࣆࣛࢭࢥ

ࡢ࡞ఱ࠸ࡓࡗ࠸ࡣᚰ⌮ຊື࠸࡚࠼ᤊࡀศ⮬ࠊࡢࡢ࠶ࡣ࠼ࡓࡈᡭࡋࡋࠋࡓࡗ࠸࡚ࡋ

ࠊ࠸ࡋ㞴ࡣࡇࡍㄝ☜ࡑࠊࡢࡓࡌ⏕ࡀఱࠊ࠸ᢅࡑ᰿ᣐ࡛࡞࠺ࡢࠊ

࡞ࡢ㦂⤒ࡑࠊࡀ࡞ࡌឤ᭷⏝ᛶࡢࡇ࠺ᢅᚰ⌮ຊື࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ࡞࠺࠺ᛮ

࡞␗࠸࡞ᢅᚰ⌮ຊືࠊࢺࣥࣛࢡࡓࡋ᮶ㄯ࡚ึࢢࣥࣜࢭࣥࡤ࠼ࡓࠊே࠸

࠺ࡌឤࣥࣞࢪ࠺࠸ࠊ࠸ࡋ㞴ࡀࡇᚓゎ⌮ࠊࡋㄝ࡚ࡋᑐᑓ㛛ᐙࡢ㡿ᇦ

 ࠋ࠶࡛ࡢࡓࡗ࡞
࣭࣮ࣝࢢࡀ⪅➹ࠊ࡛ࡇࡇ ࠊ⸩ⴱࡓࡋ㠃┤ᚋࡢࡑࠊࡅࡗࡁ㛵࣮ࣆࣛࢭࢥࢧ

ၥ㢟࡚࠸ࡘ㏙ࡇࠋࡓࡁ࡚ 2 1ࠋࡍ⌮ᩚ࠸ၥࡢࡘ ࠊࡕ࡞ࡍࠊㄽⓗഃ㠃⌮ࡣࡘ
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ᚰ⌮ຊື࡚ࡋᣓ୍ࠊᚰ⌮ຊືࠖࠕຊࠖࡢ࣮ࣝࢢࠕࠊᚰ⌮ຊື㸦௨ୗຊࡢ࣮ࣝࢢ

グ㍕ࡍ㸧ㄝࡍ⌮ㄽⓗᯟ⤌᰿ᣐ࠺ࡢࡣᐇド୍ࠊࡘࠊࡉ ࠊྵேࡢ⯡

࡛࠸ၥ࠺࠸ࠊࡢ࠸࡚ࡗᗘᣢ⛬ࡢㄝᚓຊࠊࡋᑐࡕࡓே࠸࡞ࡋᑓ㛛㡿ᇦࡑ

2ࠋ࠶ ᑓ㛛ࡢࢺࢫࣆࣛࢭࢥࢧࡍ㊶ᗋᐇ⮫࡚ࡋ┙ᇶࡇ࠺ᢅᚰ⌮ຊືࠊࡣࡘ

ᛶ࡚ࡋ࠸ࠊࡣಖドࡢࡇࡎࠋࡢࡉ 1 ࠸✲◊ࡢ࣮ࣆࣛࢭࢥࢧࠊ࠸ၥࡢ┠ࡘ

 ࠋࡌㄽどⅬ࡛ḟ࠺
㏆ᖺࠊㄆ▱⾜ື⒪ἲࡢ㡿ᇦ࡛ࠊࡣRCT㸦Randomized Controlled Trial㸧⒪ຠᯝ

ࡍࠊ▱ㄆࠊࡀㄆ▱⾜ື⒪ἲࡣࡇࠋ࠸࡚ࡆ࠶ᡂᯝࠊ⾜┒ࡀド᳨ࡢࢫࣥࢹࣅࡢ

ࡗᅗኚᐜື⾜࡚࠸⏝ࡑࠊ࡚ࡋどྍ᪉࠼⪄᪉ྲྀࡅཷࡢேࡍᑐ㇟⌧ࡕ࡞

ᐈほⓗࠊࡋᐃ 㔞ⓗ㇟⌧ࠊࡓࡍࢳ࣮࡚ࣟࡋᑐື⾜ࡢᐇ㝿ࡣ࠸࠶ࠊࡓ

ᤊࡀࡇ࠸ࡍ࠼㛵㐃࠸࡚ࡋᛮ≦⌧ࡓࡗ࠸࠺ࡇࠋᑐࡋ Midgley㸦2019㸧ࠊࡣᏊ

ࣆࣛࢭࢥࢧ࠺ᢅᚰ⌮ຊືࡤ࠼࠸ほⅬ࡛ࡢᮏㄽࠊ⢭⚄ศᯒⓗ⒪ࡍᑐ⪅ⱝᖺ

ࡋࠊ࠸࡞࠸㛫㐪ࡣࡇࡓࡁ࡚ࡗⅬ࡛㐜࠺࠸ࡏࡉⓎᒎ┙ᐇドⓗᇶࠊ࡚࠸ࡘ࣮

࠸⏝ࡉ㔜ど࡚ࡋ᪉࠶࡞Ꮫⓗ⛉ࠊ࡛✲◊ᐇドࡢ࡞ㄆ▱⾜ື⒪ἲࠊ᪉୍࡛ࡢࡑࠋ࠸࡚

ࡢ࡚ࡋࠖࢻ࣮ࢲࣥࢱࢫ࣭ࢻ࣮ࣝࢦࠕ࠸࡚ RCT ⌮⪅⢭⚄ศᯒⓗ⒪ࡢࡃከࠊࡣ

ⓗ⏤⌮࡞⏕ែᏛⓗࡢ⏤⌮࡞᪉ᢈุࠊࡇ࠸࡚ࡉRCT ㊶ᗋᐇ⮫ࡢሙ⌧ࠊࡣ

⏺ᐇୡ⌧ࠕ࠺࠸ ࠋ࠸࡚㏙࠸࡞࠸ࡣ࡚࠸ㄝࡁࡗࡣ㔜せᛶࡢぢ▱ࡢࡑࠊ࡚ࡅྥࠖ

͆ࠊࡀYalom㸦1995 ୰ஂ႐㞞ᩥ࣭ᕝᐊඃ┘ヂ 2012, p.ЁϺ㸧ࠊࡓࡋඛ㏙ࡣᣦࡢࡇ ⢭⚄⒪ἲ

⢭⚄⒪ἲࠋ࠶࡛ࡇ࠺࠸࠶ᅔ㞴࡛ࡀ㔞ᩘ࡚ࡗ࡞␗㌟యⓗ⛉Ꮫࠊࡣ㇟⌧

͇ࠋ࠶࡛ࢺ࣮࠶Ꮫ࡛⛉ࡣ ࡋࡋࠋ࠸࡚ࡌ㏻ࡇࡓ㏙ Midgley
㸦2019㸧ࡢࡇࠊࡣ Yalom ᚰࠋ࠸࡚㏙࠺ࡢḟࡉࠊ࠺࠸ሙ❧ࡍពྠ

⌮㐣⛬᭱ࡍ✲◊㐺࡞᪉ἲࠊࡣ◊✲ࡢㄆ㆑ㄽ࡛࠶⮫ᗋᐇ㊶ᐙࡑࠊࡀࡔࡕࡀ࠼⪄ࡣ

ࡋᑐ✲◊ࠊ࠶ࡀᩚྜࡣ౯್ほࡢࢸࢽࣗࢥᏛ⛉౯್ほࡓࡗ࠸࠺

ࠊ࡞࠺ࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠸࡞࠸࡚࠼ࡣ⏝ಙࡢほⅬ࠺࠸ࢫࣥࢹࣅ࡚

Midgley ୰࡛᭷ຠࡢࣥࣛࢻ⒪ࠊࡣᚰ⌮⒪ἲࡢᏊ࡞⢭⚄ศᯒⓗ࠸࡚ࡋ㛵ࡀ

ࡍ⏬ィᴗࡀ⧊⤌࡞බⓗᯝⓗ⤖ࠊ࠾࡚ࡋⱞປࡇᚓㄆ㆑ࡢ࡚ࡋ⒪ἲ࡞

㝿ࡤࡋࡤࡋぢ㐣࠺࠸ࠊ࠸࡚ࡉࡈᅔ㞴ࡇ࠶ࡀゝཬࠊࡣ≦⌧ࡘࠋ࠸࡚ࡋ

࠸ࡣ࡚ࡗ␃ࡇ࠺࠸ࠊ࠶࡛ࢺ࣮࠶Ꮫ࡛⛉ࡣ࣮ࣆࣛࢭࢥࢧ

 ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࡞ἣ≦࠸࡞
ࠋ࠶࡛ࡇ࠸࡚ࡋᣦࡀ⪅✲◊ࡢࡃከ࡛ࡍࠊࡣၥ㢟ࡣ࠸࠶ࠊㄢ㢟ࡓࡗ࠸࠺ࡇ

Fonagy㸦2009 㬼㣫┘ヂ 2012㸧ࡣ Whittle㸦2000㸧ࡀὀពࠕࡓࡅྥᚰ⌮Ꮫࡢ୰ᚰ㉮

᩿ᒙ㸦fault line㸧ࠖ ͆ࠊࡆ࠶ ࡘᣢែᗘ࡞␗Ỵᐃⓗࡍᑐ✲◊ᐇドⓗࠊࡣࡇࡑ

2 1ࠋ࠶ࡀᩥࡢࡘ Ⓨ㐩ࡢே㛫࡚ࡋࡑࠊᏛ⌮⏕⤒⚄ࠊㄆ▱⚄⤒⛉Ꮫᐇ㦂ᚰ⌮Ꮫࠊࡣࡘ

Ꮫ⛉ࡢᚰࠕ ࡇ≉ࠊࡋ⏝᥇✲◊ᐇドⓗࡣ࡛ࡇࡑࠋ࠶࡛࡞ୗᑓ㛛ศ㔝ࡢࡉࠖ

͐ࠋ࠸࡚ࡅཷᜠᜨࡢᑓ㛛ᛶ࠸ຊᙉࡓࡉ✚ㄽ⌮ⓗࠊࡋ㐍Ṍ㏿ᅄ༙ୡ⣖࡛ᛴࡇ

㸦୰␎㸧ẚ㍑ⓗᡂຌࡓࡋ⮬↛⛉Ꮫ୍࡚ࡋ⯡ⓗㄆࡋࡋࠋ࠸࡚ Whittle ࡍᙇࡀ

ࡋ㝈ᐃὝᐹ࡞ಶேⓗᑓ㛛ᛶࡢ㌟⮬Ṕྐⓗࠊࡣᚰ⌮⒪ἲ࠶ഃࡢ᪉୍࠺ࠊ࠺

͇ࠋ㸦Fonagy, 2009 㬼㣫┘ヂ 2012 p.24㸧࠶࡛✲◊࡞ᐈほⓗࡍᑐほᛶࡘࠋࡓࡁ࡚
ࡢ✲◊ࡢ࡚࠸ࡘᚰࠊ㏙ 2 ࡓࡉⓎぢ㡿ᇦࡢࡕ࡞ࡍࠊᒙ᩿ࡢ㛫ࡢ⤫ఏࡢࡘ

ྠࠋ࠸࡚ࡋ࠶ᚲせ࡛ࡀࡇࡍྜ⤫ᒙ᩿ࡢࡇࡓࡉほᐹ࡛࣮ࣆࣛࢭࢥࢧࡢ

ᵝ Midgley㸦2004㸧ࠊ୧⪅࡚࠸ࡘྜ⤫ࡢㄽࡌ୰࡛ࠊ㔞ⓗ࡞◊✲ᡭἲ2ࠊࡣࡢࡍ♧ࡀ
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࡚࠼㉸㛵㐃ᛶ࡞༢ࠊࡣᡭἲ✲◊࡞㉁ⓗࠊࡀ࠶࡛ࡢ㛵㛵ಀ┦࡞ィⓗ⤫ࡢ㛫ࡢኚᩘࡢࡘ

ᅉᯝ㛵ಀࠊࡋࢬࢽ࣓ࡢᡃ ࡑࠋࡓࡋࡘ❧ᙺࡢࡍゎ⌮ᅉᯝ㛵ಀࡀࠎ

ゝཬࡇࡓࡁ࡚ࡉࠊ࠸࡞ࡋ⫣㈉ຠᯝ᳨ドࡀᡭἲ✲◊࡞㉁ⓗ࡛ࡇࠊ࡚ࡋ

ࡢ✲◊ຠᯝ࡞つᶍࠊࡀ࡞ࡋ 1 ࡢࢶࢻ࠶࡛ࡘ DPV㸦⢾ᒀᝈ⪅ࡢ⤒㐣グ㘓㸧ࡢ◊

ᐇ✲◊ᐇドࠊࡀᡭἲࡢࡇࠊࡋ᰿ᣐࡇ࠸࡚ࡉ⏝ከࡀᡭἲ✲◊࡞㉁ⓗࠊ࡚࠸࠾✲

 ࠋ࠸࡚ࡏᐤᮇᚅ࠶ࡀᛶ⬟ྍ࡞ࡢࡃ㛤㐨ࡅࡘࡧ⤖㊶
ḟ 2 ᑓࡢࢺࢫࣆࣛࢭࢥࢧࡍ㊶ᗋᐇ⮫࡚ࡋ┙ᇶࡇ࠺ᢅᚰ⌮ຊືࠊࡢ┠ࡘ

㛛ᛶ࡚ࡋ࠸ࡣಖド࠺࠸ࠊࡢࡉၥࠊ࡚࠸ࡘ࠸ᑓ㛛ᛶ㌟࠺࠸ࠊࡅഃ㠃

ࠋࡘ❧ᡂ࡚ࡗὶࡢཧຍ⪅┦ࡣ⒪࣮ࣝࢢ͆ࡣ㧗ᯘ㸦2017, p.20㸧ࠋࡌㄽ

ࡢࡑࠊసࠖࡢ࠸ࠕ⏕ࡀᑐேὶ࠺࠸࣮ࣝࢢࠊࡣᙺࡢ࣮࣮࣮࣡ࣝࢢ

࠶࡛ࡇࡃ࠸࡚ࡗࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗࢥぢ࡚ࡃࢫࢭࣟ ࡇࡋࡋࠋࡓࡋ͇

͆ࠊሙྜࡓࡋ࠺ࡋ㊶ᐇ ࡣ͇సࠖࡢ࠸ࠕ⏕ࡀᑐேὶ࠺࠸࣮ࣝࢢ

͆ࠊࡢ࡞ࡇస࠺ࡢఱ࠸ࡓࡗ࠸ ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗࢥぢ࡚ࡃࢫࢭࣟ

ࡃ࠸࡚ࡗ βࠊࡢ࠸࡚ࡋᣦఱලయⓗࠊࡣࢫࢭ͇ࣟࡢ ࠼࠶ࡀㄝゎ⌮࡞ࠎ

ࠊࡕࠋ࠼⪄࡞ࡢ࡞ከᵝࡣ㊶ᐇ⾜ᐇ㝿ࠊࡓࡢࡑࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ

ከᵝ࡛ࡀࡢࡢࡑࡇ࠶ၥ㢟ࡣ࡛ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅ࠺࠸ఱࡀၥ㢟ࠋࡢ࡞㧗ᯘ㸦2017㸧
⮬ղࠊ⩦Ꮫࡢ㆑▱ձᩥ⊩᭩⡠ࠊ࡚ࡋࡇồࡓࡍᚓ⩦⾡ᢏࡢࡇࠊࡣ

ศ᳨ࡢ࣮ࣝࢢ࠸࡚ࡗࡢウࠊճయ㦂࣮ࣂ࣓࣮ࣥࣝࢢయ㦂ࡢ 3 ᪉ἲࡢࡘ

͆ࠊࡋ㛵ձ࡚ࡋࡑࠋ࠸࡚ࡆ࠶ Ẽࡓ࠼▱ࡣࡢ࠸ࡓࡅࡘ⌮ㄽἢ࣮ࣝࢢ࡚ࡗゎ㔘ࡋ

࠺ࡁㄽ࡛ㄝ࡛⌮ࡣሙ㠃ࡢᐇ㝿ࠊ࡛ࡢ࠸࡚ࡗከᵝᛶࡣ࣮ࣝࢢࠋ࠶࡛ࡇ࠸࡞

ࡍᑐᛂฟ᮶ࡇ㉳࡛࣮ࣝࢢࡣ࡛ࡅࡔ㆑▱ࠋ࠶࡛⥆㐃ࡢᛂ⏝ၥ㢟ࠋ࠸࡞ࡋᒎ㛤ࡣ

㸦㧗ᯘ, 2017, p.20㸧͇࠸ࡋࡎࡣࡢ యࠊࡣࡢࡅ㌟ᑓ㛛ᛶࠊࡕ࡞ࡍࠋ࠸࡚ࡋ

㦂Ꮫ⩦ࡀయ࠺࠸࡚ࡗ࡞ㄽࠊࡌఱ࡚ࡗᑓ㛛ᛶࡀ㌟ࠊࡢ࠼࠸ࡓ࠸

┙ᇶࡇ࠺ᢅᚰ⌮ຊືࡣࡇࠊ࠼ࡑࠋ࠸࡙ࡀ᰿ᣐ᪉࠶࡞ලయⓗࡢࡑ

࡞࠼࠸ࡣ༑ศ࡚ࡋ᰿ᣐࡍಖドᑓ㛛ᛶࠊࡢࢺࢫࣆࣛࢭࢥࢧࡍ㊶ᗋᐇ⮫࡚ࡋ

 ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸
௨ୖࡇࠊ 2 ࡣᮏㄽᩥ࡛ࠊ࠼㋃࠸ၥࡢࡘ Agazarian ࡀ 1990 ᖺ௦ጞࡓࡋ

SCT㸦Systems-Centered Therapy/Training/ Approach㸧ࠊᡭἲࡢࢳ࣮࣭࣮ࣟࣝࢢ

ࡢ⏤⌮ࡢࡑࠋࡍウ᳨࡚࠸ࡘ㊶ᐇ᪉࠼⪄ࡢࡑ࡚ࡆୖྲྀ 1 SCTࠊࡘ ࡃࡌྠࠊࡣ

Agazarian ࡓࡋጞࡀ TLHS㸦A theory of living human systems㸧ࠊ࠺࠸⌮ㄽᐇ㊶

㐺⏝ࡍ┠ⓗ࡛⏕ࡓᡭἲ࡛ࠊ࠶⌮ㄽᇶ࡙ࡃᡭἲ㸭 theory-driven method
㸦Agazarian, 2012㸧 ࡢࡑࠋ࠸࡚ࡉពࠊࡣࡇࡍSCT ࡚ࡍࠊ㝿ࡍ㊶ᐇ

 ,㸦Agazarian, Gantt & Carterࡍࢺࢫࢸಙ㢗ᛶࡢ㊶ᐇࡢࡑጇᙜᛶࡢㄽ⌮ࠊࡀධࡢ
2020㸧ࡕ࡞ࡍࠊ SCT ࠊࡉ♧ࡀᯝ⤖ࡢࡑࠊ⾜ࡀධ࡚࠸࡙௬ㄝࠊࡣ࡛㊶ᐇࡢ

ࡓ࡚ࡓࡀ⪅➹ࠊ࠼ࡑࠋ࠶࡛ࡇ࠺࠸ 2 ㄽⓗ⌮ࡍㄝᚰ⌮ຊືࠊ࠶࡛࠸ၥࡢࡘ

ᯟ⤌᰿ᣐ࠺ࡢࡣᐇドࡘࠊࡉᑓ㛛㡿ᇦእࡢேࡕࡓᑐࠊࡋㄝᚓຊࡢ⛬ᗘᣢ

ࡣᑓ㛛ᛶࡢࢺࢫࣆࣛࢭࢥࢧࡍ㊶ᗋᐇ⮫┙ᇶࡇ࠺ᢅᚰ⌮ຊືࠊࡢ࠸࡚ࡗ

࠺࠸ࠊࡢࡉಖド࡚ࡋ࠸ 2 ࡀᛶ⬟ྍᚓࡀ၀♧ࡢ➼ఱࡍᑐ࠸ၥࡢࡘ

࡚ࡋࡑࠋᛮࠊ࠶ 2 ㊶ᐇ᭷⏝ᛶࡢ࣮ࣆࣛࢭࢥࢧ࠺ᢅᚰ⌮ຊືࠊࡣ⏤⌮ࡢࡘ

άືࡧ⤖ࠊࡇࡍ࡚ࡅSCT ⮬యࡀ┠ᣦ࡚ࡋ⌧ᅾ࡛Ⓨᒎࡓࡁ࡚ࡋṔྐ

ᣢ୍ࡘ᪉࡛ࠊSCT ⪅➹࡛ࡇࡣᅜෆ࡛ࠊࡎ࠼࠸ࡣ༑ศࡔᅜෆእ࡛ᮍࡣ✲◊ࡍ㛵
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ඹྠ◊✲⪅ࡢࡓࡁ࡚ࡗ⾜ࡀ௨እ࠸࡞≧ἣࡇࠋ࠶࡛ࡇ࠺࠸ࠊ࠶ࡀ

ࡣᮏㄽᩥ࡛ࠊ⏤⌮ࡢ SCT ࠾ࠊࡇࡍグ㏙ㄽ⌮࠸࡚ࡋᵓᡂ᰿ᣐࡢࡑࠊ࡚࠸ࡘ

SCTࠊࡌ㏻ウ᳨ࡢ࣮ࣝࢢࡢᐇ㝿ࡧ ࠋࡓࡋⓗ┠ࡇࡍ♧ᚩ≉ࡢ㊶ᐇ᪉࠼⪄ࡢ

RCTࠊࡓ࠶ウ᳨ࡢ࣮ࣝࢢࡓ ᗋᐇ⮫ࡢሙ⌧ࠊࡣド᳨࡛ᡭἲࡢ✲◊㔞ⓗࡢ࡞

ࡢᐇ㝿ࠊࡕ࡞ࡍࠊᡭἲࡢ✲◊㉁ⓗࠊࡃࡍඞ᭹ၥ㢟ࡉ࠸ࡋ㞴ࡀࡇࡍ⫣㈉㊶

ࡍᮇᚅࡢMidgley㸦2004㸧ࠊ࠸⏝࡚ࡋ᪉ἲ࠸࡞ࡉ㞳ษࢱ࣮ࢹ⬦ᩥࡣࡋ࠸࡞㇟⌧

࡛ࡋᑡᛶ⬟ྍ࡞ࡢࡃ㛤㐨ࡅࡘࡧ⤖㊶ᐇ✲◊ᐇドࠊࡀᡭἲ✲◊࡞㉁ⓗࠊ

㈉⊩ࡇࡍ┠ᣦࠋࡓࡋ 
 
 

➨ 2 ⠇� ᮏㄽᩥࡢᵓᡂ 
 
ᮏㄽᩥ࡛ࡣ➨ 1 ❶࡛ SCT ᒎ㛤ࡉண⯡୍࣮ࣝࢢࠊᚋࡢࡑࠊࡋ♧ࡕ❧ᡂࡢ

㋃ࠊ࠼SCT ࢢࡢᚑ᮶࠺ᢅᚰ⌮ຊືࠊࡋグ㏙ㄽ⌮࠸࡚ࡋᵓᡂ᰿ᣐࡢࡑࠊ࡚࠸ࡘ

SCTࠊ㊶ᐇࡢ࣮ࣝࢢ࡞ⓗ⯡୍ࡣ࠸࠶ࠊ࣮ࣆࣛࢭࢥࢧ࣭࣮ࣝ ࡀ࡞࠸⾜ẚ㍑ࡢ

SCT  ࠋࡓヨࡃࡍ♧ᥦᚩ≉ࡢ᪉࠼⪄ࡢ
➨ࡃ⥆ 2 SCTࠊࡣ࡛❶ ࣝࢢࠊࡌࡣ᪥ᮏࠊ࣮ࣝࢢࢧᶵ⬟ⓗ࠶୰᰾ⓗᡭἲ࡛ࡢ

ẚ㍑ࡢ࣮ࣝࢢࡓ࠸⏝ᡭἲ࡞ᚰ⌮ຊືⓗ࠸࡚࠸⏝ࡃᗈ࡛࣮ࣆࣛࢭࢥࢧ࣭࣮

ࢩࢭࡢᐇ㝿ࠊࡓࠋࡓࡗ⾜ᐹ⪄ࠊウ᳨࡚ࡋ┠╔ຠᯝ┦ᵝࡢ࣮ࣝࢢࡢࡑࠊ࠸⾜

 ࠋࡓࡋᐹ⪄ᚩ≉┦ᵝࡢࡑࠊࡋグ㏙࡚ࡆୖྲྀ㒊ศⓗᑐヰࡢࣥࣙ
➨ 3 ㇟ᑐ⪅య㦂ࡀࡣ❶ SCT ࡢࡑࠊ࡚ࡋᐇ࣮ࣆࣛࢭࢥࢧ࣭࣮ࣝࢢࡓ࠸⏝

ᵝ┦ຠᯝ᳨࡚࠸ࡘウࡀࠊࡢ࠺࠸ࠋࡓࡗ⾜య㦂⪅ࡀࠊࡣ࡛࣮ࣆࣛࢭࢥࢧࡢ

ᑐྰࡍᐃⓗ࡞ឤࡢ࣮ࣂ࣓ࣥࠊྵឤ⾲ฟࡀࡇ⾜ࡀ㔜せࡀࡉࡔ

㸦Classen & Spiegel 2011 ෆᐩ࣭す࣭⸨⃝┘ヂ 2013㸧ࡢࡑࠊⅬࠊSCT ⦅ᢚไࡢឤࡣ

ࠊࡋឤ⾲ฟࡢࡓࡍಁලయⓗᡭἲ࠼⪄᪉ᣢࠊ࠾࡚ࡗ⌧௦ࡢ♫ⓗㄢ㢟࡛ࡀ࠶

᳨ࠋ࠶࡛ࡓ࠼⪄ᚓ࡞ᡭἲ࡞⏝᭷࡚࠸࠾ࢺ࣮ࢧࡢ ウ㝿ࠊࡣ࡚ࡋ㔞ⓗࢹ

ࡇࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ࣮ࣗࣅࢱࣥࡢ⪅ཧຍࡢᐇᚋ࣮ࣆࣛࢭࢥࢧ࣭࣮ࣝࢢࠊウ᳨ࡢࢱ࣮

ࠊ࡚࠸ࡘࡢࡢࡑࢫࢭࣟࡢ࣮ࣝࢢࠊࡓࡗ࡞ࡇ࡚ࡆୖྲྀ࠶࡛✲◊ࡢ࡛

㉁ⓗ࡞◊✲ᡭἲ᳨࡚࠸⏝ウ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ⾜ SCT ⾲ࡢឤࠊ┦ᵝࡢ࣮ࣝࢢࡓ࠸⏝

ฟࡍࡓࡀࡑຠᯝ➼࡞࠺⯡୍࣮ࣆࣛࢭࢥࢧ࣭࣮ࣝࢢࠊᚰ⌮ⓗ࡞ຠᯝ

SCTࠊࡀ ➨ࡓࠋࡓࡋᐹ⪄ከ㠃ⓗ࣭ከゅⓗࠊࡢࡌ⏕࠺ࡢሙྜࡓ࠸⏝ 2 ❶

ྠᵝࠊᐇ㝿ࡢࣥࣙࢩࢭࡢᑐヰ㒊ศⓗ࡚ࡆୖྲྀグ㏙ࠊࡋSCT ࢭ㸭࣮ࢲ࣮ࣜࠊㄒࡢ

࡚ࡋࠊࡢᙺࡢࢺࢫࣆࣛ 2 SCTࠊࡋゎㄝഃ㠃ࡢࡘ ┦ᵝࡢ࣮ࣝࢢࡓ࠸⏝

≉ᚩ࡚࠸ࡘ⪃ᐹࠋࡓࡗ⾜ 
SCTࠊࡋᣓ⥲ᮏㄽᩥࠊࡣ࡛❶⤊ ࡓࠋࡓࡌㄽ࡚ࡓ࠶ᚩ≉ࡢ㊶ᐇ᪉࠼⪄ࡢ SCT

ࡀ࣮ࢲ㸭࣮ࣜࢺࢫࣆࣛࢭ୰࡛ࡢ✲◊ࡢᮏㄽᩥࠊ࡚࠸ࡘጼໃᙺྲྀࡀࢺࢫࣆࣛࢭࡢ

SCTࠊࡍᐹ⪄ࡀ࡞㏉ゝືࡓࡗ ࡇᚋ᭱ࠋࡓࡌㄽ࡚࠸ࡘㄢ㢟ࡢ

ࡓࡋ♧ᗎㄽ࡛ࡢ 2 ᰿⤌ㄽⓗᯟ⌮ࡍㄝᚰ⌮ຊືࠊࡕ࡞ࡍࠊ࠸ၥࡢࡘ

ᣐ࠺ࡢࡣᐇドࡘࠊࡉᑓ㛛㡿ᇦእࡢேࡕࡓᑐࠊࡋㄝᚓຊࡢ⛬ᗘᣢࡢ࠸࡚ࡗ

࡚ࡋ࠸ࡣᑓ㛛ᛶࡢࢺࢫࣆࣛࢭࢥࢧࡍ㊶ᗋᐇ⮫┙ᇶࡇ࠺ᢅᚰ⌮ຊືࠊ

ಖド࠺࠸ࠊࡢࡉၥ࠸ᑐࡍ♧၀࡚࠸ࡘグࠋࡓࡋ 
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➨ 1 ❶� SCT!㸦Systems-Centered Therapy/Training/ Approach㸧࠼⪄ࡢ᪉ᡭἲ 
 
ᮏ❶࡛ࠊࡣSCT ࡢ࡛⮳ጞࡢ Agazarian SCTࠊゐ࡞ேࡢ ࡇ࡞࠺ࡢࡀ

ࠊ࠼㋃ᒎ㛤ࡉண⯡୍࣮ࣝࢢࠊᚋࡢࡑࠊࡋ♧ࡢࡓࡉጞ࡚ࡋᬒ⫼

SCT ࠸ࡢ㕥ᮌ㸦2014, p.15㸧ࠊ㝿ࡢࡑࠋࡍグ㏙ㄽ⌮࠸࡚ࡋᵓᡂ᰿ᣐࡢࡑࠊ࡚࠸ࡘ

7㹼8ࠊࡣࡢ࠸࡚ࡤ⯡୍㞟ᅋ⢭⚄⒪ἲ͆࠺ ேࡢᑠ࡛࣮ࣝࢢᐃᮇⓗ୍ேࡋ࠸࡞

㏻ᖖࠊࡋᣦ࣮ࣝࢢ࠺⾜ὶゝㄒⓗࡀ⪅⒪ࡢேࡣ 45㹼90 ศ⾜ࠊࡢ͇

ᴗ⏘ࠊࡎ㝈࣮ࣆࣛࢭࢥࢧࠊࡣ࣮ࣝࢢᐇ㝿ࠋࡃ࠾ᛕ㢌࡚ࡋᙧែࡢ⯡୍࣮ࣝࢢ

ᩍ⫱ศ㔝࡞ከᒱࡓᐇ㊶ࡢࡑࠊࡉ࡞ࡀ✀㢮ࠊࡓ࠶ᩘ↓ࡣఱ➼ࡢᙧែࡋ♧

࠾ᮏㄽᩥࠊࡓࠋ࠶࡛ࡓࡓ࠼⪄࠸ࡍࡋീ㇟⌧ࡌ⏕࡛࣮ࣝࢢࠊࡀ᪉ࡃ࠾࡚

࠸࡚ࡌ‽㞟ᅋ⢭⚄⒪ἲ࠺࠸ࡢ㕥ᮌ㸦2014㸧ࡢࡇࠊࡀᙧែࡢ࣮ࣝࢢࡢ✀ྛࡍウ᳨࡚࠸

 ࠋ࠶࡛⏤⌮ࡢࡑࡇ
ຍ࡚࠼ᮏ❶࡛ࠊࡣ⌮ㄽグ㏙ࡍ㝿ࠊ㕥ᮌ㸦2014㸧 Yalom㸦1995 ୰ஂ႐㞞ᩥ࣭ᕝᐊ

ඃ┘ヂ 2012㸧ࠊࡌࡣᚰ⌮ຊື࠺ᢅᚑ᮶୍ࡣ࠸࠶ࠊ࣮ࣆࣛࢭࢥࢧ࣭࣮ࣝࢢࡢ

⯡ⓗࡢ࣮ࣝࢢ࡞ᐇ㊶ࠊSCT SCTࠊࡀ࡞ࡁ࠾ᛕ㢌ẚ㍑ࡢ ヨࡃࡍ♧ᥦᚩ≉ࡢ

 ࠋ
 
 

➨ 1 ⠇� SCT ⮳ጞࡢ Agazarian㸦1929-2017㸧ࡢே࡞ 
 

ᮏ⠇࡛͆ࡣ Autobiography of a Theory 㸦͇Agazarian & Gantt, 2000㸧ཧ⪃ࠊAgazarian
SCTࠊ㏙ࡕ❧࠸⏕ࡢ ⮳ጞࡢ Agazarian SCTࠊゐ࡞ேࠊࡢே࠺࠸ ࡀ

 ࠋࡃ࠸࡚ࡋグࡢࡓࡉጞ࡚ࡋᬒ⫼ࡇ࡞࠺ࡢ
Agazarian ࡣ 1929 ᖺᇳஙẕᢪ࡞⚟⿱ࡢࢫࣜࢠ࠼ᐙᗞࠊ14ࠊ15ࠋࡓ⏕

12ࠊ13 ṓୖࡢ10ࠊ ṓୖࡢጜ7ࠋࡓ࠸ࡀ ṓ London ಟ㐨ࡢᩍࢡࣜࢯ࠶

㝔ᒓࡢᐤᐟᏛᰯධ17ࠊ ṓ࡛ࡇࡑ࡛㐣ࠋࡓࡋࡈAgazarian ࡀ 10 ṓࡢ➨ 2 ḟୡ

⏺ᡓࠊࡌࡣࡀᙼዪࡢᏛᰯࡣᡓ⚝㏨࡚ Rugby ㏆㑹ࠋࡓࡗ⛣ࡣ 1 ே㝖ࡍࠊࡁ

ࡓᡓதࡣぶ∗ࠋࡓࡗ࡞ࢺࣟࣃࡢ♫㣕⾜ᶵ㍺㏦ጜࠊᚑ㌷㌷✵ࢫࣜࢠ࡚

ࡃ࡞ᩫ⏥ࡢࡑࠊࡀࡓࡗΏ࣓ࣜࡃᘓ࡚ᐙࡓࡢࡓࡁ࡚ࡗᡠࡀࡕ 1944 ᖺṚ

ཤ࡞⚟⿱ࡢࡇࠋࡓࡋᐙᗞࡣᡓத࡛ᩓᩓࠊ࡞ࡤࡤẕぶࡢ London ࡘ࡚ࡗṧ

Agazarianࠊࡋᬽࢺ࣮ࣃ࡞ࡉᑠ࠸࡞࡞ࡢẚࡣᐙࡢ࡚ ࡢఇࡀᏛᰯࡣ

London 2ࠋࡓ࠸࡚ࡋࡈ㐣ẕ࡚ࡗᡠ ேࡢࡣᡓத࡛ஸࡕ࠺ࠊ࡞ࡃ 1 ேࠊࡣ⤊ᡓࡢ 1945
ᖺ 2 ᖺ㛫⏕ࡁᘏࡓࡧᙉไᐜᡤゎᨺᩘࡉ㛫๓ࠊᨻ≢࡚ࡋ㖠ẅࠋࡓࡉ

࡚ࡋࡑ Agazarian ࡓࡅຓẕぶ࠸࡞័ά⏕࡞㈋ஈࠊᡓᚋ⤊ࠋࡓࡗ࡞⪅ㄽ⚄↓ࡣ

17 ṓ࡛Ꮫᰯ㎡ࢻ࣮ࣇࢫࢡࠊᏛ㐍Ꮫࡓࡁ࠶ Agazarian ࡀᏛᰯࠊࡀࡓࡗࡔ

18ࠊࡁẼࡔ᎘ࡀ᪉࡞᭩⛎ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ࡞࠸᎘ ṓ࡛ࡢࢲࢼ Vancouver ࠊࡓ

ဴࠋࡓࡋᑓᨷⱥㄒᏛᏛ࡛ဴᏛࣅࣥࣟࢥ࣭ࣗࢩࢸࣜ Ꮫ࡛ࠊࡣ⮬ศ࠺ࡢⰍ

Ꮚ࡞ከឤ࡛ࠊ▱ࡢ࠸ࡉࡃࡓࡀேࡍ࠺ࡋゎỴࡑࠊࡁᢪၥࡇ࡞

౪ࡢ㡭ࡢ⎔ቃᡠ࠺ࡓࡗឤࡣࡇ࠺࠸ࢲࢼࡓࠊࡌᗂᑡᮇ⮬Ꮿࡢᗞ

㉮ᅇࡓࡗࡉゎᨺឤࡣ࡛ࡇࡇࠊ࠶ࡀ⮬ศ࠺࠸ࠊࡔࡢࡀࡇ࠸ࡓࡢ

ᐇឤ Agazarian  ࠋࡓࡗᣢࡣ
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യᐖ㢪⮬ࡢ⢭⚄⛉㝔ኟఇࡢᏛࠊࡣࡅࡗࡁࡓࡗ㛵ᚰึ᭱ࢺࢫࣆࣛࢭ

ᮃᣢࡘᝈ⪅ࡀධ㝔ࡍዪᛶ៏ᛶᮇᲷ࡛ࠊ┳ㆤᖌ࡚ࡋ 4 ࣧ᭶㛫࡛ࡇࡓࡋࢺࣂࣝ

AgazarianࠊᲷ࡛࠸ࡀ⪅ᅔ㞴ᝈࡢࡃከࡃ↝ᡭࡀㆤᖌ┳་ᖌࠋࡓࡗ࠶ ࡢࡕࡓศ⮬ࠕࡣ

Ჷస࠺ ࠋࡓࡋάື࡚ࡗస࣮ࣝࢢࡢ⦭≀⦆࣮ࢤࢪࣜࠊࡅࡧࠖ

ࠊῶࡀ⪅ᝈධಖㆤᐊࠊᲷ࡛ࡢࡇ࠸ࡀ⪅ᝈࡢ150ே࠸࡞࠸࡚ࡅཷᢞ⸆⒪ࡍ

႖ვᭀຊῶࠊᝈ⪅ࡀ 1 ே㏥㝔ࠊ࠺࠸ࡍᙜࡣ࡚ࡋ␗ࡢែࡍ㉳ࠋࡓࡗࡇఱ

࡞ᖖ㆑ⓗࡢᬑ㏻ࠊ࠸࡞࠸࡚ࡅཷࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࡢ 19 ṓࡢ Agazarian άືࡢࡇࡓࡗ⾜ࡀ

㆑▱ࡢఱ࡚࠸ࡘᚰ⌮ຊືࡣᙼዪࡢࡢࡇࡕࠋࡢࡓࡁ㉳ࡀ㐍ᒎ࡞࠺ࡢࡇࡐ࡞ࠊ࡛

య㦂ࡢࡇࠋࡢࡓࡗ࠶ࡀఱᙼዪࠊࡣ࡛ࠋࡓࡗ࡞ࡁ࡛ゎ㔘ࠊࡃ࡞ Agazarian ࡣ

͆ࠋ࠸࡚ࡋグ࠺ࡢḟ࡚ࡗ㏉ ಟ㐨㝔ࡢᒓᏛᰯ࡛ཷࡓࡅᩍ⫱ࡣ⚾ࠊᝈ⪅ᵓ㐀

ࡍ♧☜ᣦ㔪ࡢࠊࡋ☜ᶆ┠ࡣ⚾ࠋࡓ࠸࡚ࡗ▱᪉ἲࡡጤ௵㈐ࠊࡋᥦ౪

͇ࠋ㸦Agazarian, 2000, p16㸧ࡓ࠸࡚ࡗᣢ௰㛫ព㆑࡞⣧⢋࡚ࡋᑐ⪅ᝈࠊࡓࠋࡓࡁ࡛ࡀࡇ
ᚋࠊࡀࡑࡇࡇ Agazarian ࡓࡋጞࡀ SCT ࡚ࡗ࠸Ꮫဴࡣ࠸࠶ࠊ᪉࠼⪄࠶᰿ᗏࡢ

࠸Ⰻ SCT  ࠋᛮࡣ⪅ⴭ࠶࡛⚄ᇶᮏ⢭ࡢ
Agazarianࠊ⤊ࡀኟఇ࡚ࡋࡑ Ꮫ࡚ࡋỴព࠺࡞⢭⚄⛉་࡚ࡗධ་Ꮫ㒊ࡣ

ຮᙉࡢⱥㄒᏛᏛဴࡢ࡚ㅉࠊࡎㄆࡣࡇࡍ୰㏵ධᏛ་Ꮫ㒊ࠊࡀࡓࡗᡠ

Ꮫࠋࡓࡅ⥆ 3 ᖺ┠ࡢኟఇࡕࡢࠊࡣኵ࡞ேࢲࢼᶓ᩿ࡀ࡞ࡋᕤሙ࡛࡞ാ

ࡓࡋ༞ᴗᏛࠋࡔ࠸✌㈝ά⏕࡚࠸ Agazarian ⭡࠾ࠊูኵࡣ 5 ࡈ㌟ᜥᏊࡢ᭶

 ࠋࡓࡋᖐᅜࢫࣜࢠែ࡛༢㌟≦ࡓࡗ
ᖐᅜᚋࡢ Agazarian ࡇࡓࡗ㈹ࡢᮏྎࡢᏛ࡛ࣅࣥࣟࢥ࣭ࣗࢩࢸࣜࠊࡣ

ẕぶࡓࠊࡂ✌࡚ࡋ࣮ࢱ࣮ࣛࣆࢥ࡚ࡋά⬟ᡯࡢ࡚ࡋリேࠊసᐙࠊసᐙࠊ࠶

ࡗࡀ࡞ࡘࡧክࡢ᪥ࡁⱝ࠺࠸࡞ࢺࢫࣆࣛࢭࠊ୰࡛ࡅཷ࣮ࣆࣛࢭࡀ㌟⮬Ṛᚋࡢ

ࡢ࠺࠸ࠋࡓ Agazarian ࡍࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡍ⒪⪅ᝈࠊࡣࢺࢫࣆࣛࢭࡢ

ᚰ⌮ຊືࠊࡕࡓᚐ⏕ࡢᙼࡣࢺࢫࣆࣛࢭࠋ࠶࡛ࡓࡗࡔேࡓ࠸࡚ࡗᣢ⯆ࡇ

ⓗࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ⫣ᩥ࡞⛉Ꮫⓗ࡞⢭⚄ࠊࡓࡗ࠸ࣥࣙࢩࢡࣇࢫࣥࢧࠊ⯆῝ࡃ㠉᪂ⓗ࡞

Agazarianࠋࡓࡋ⤂࡚࠸ࡘࡢ ࣆࣟࢺࣥࢸࢿ࣮ࣆࣟࢺ࡛ࣥࢮࡢᙼࡣ

⌮⌮ཎࡢᏱᐂࠊᏛဴᩍ᐀ࡓࡁ࡛ᏛࡗࡎࡀᙼዪࠊࡣࡑࠊࡧᏛ᪉࠼⪄ࡢ࣮

ゎࠊࡓ࠶ࡍ⮬ศࡃࡃࡗࡋࡣឤࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡌ 
Agazarian ࡚ࡋ࣮ࢱ࣮ࣛࣆࢥࡣ 30 ṓ࡞㡭ࡣ༑ศ࡞㈨㔠ࡢ࣓ࣜࠊ࠼

Philadelphia ࢫࣜࢠࡀᩍ⫱⎔ቃࡢᜥᏊࡢ┠┣ࠊࡣⓗ┠ࡢࡑࠋࡓࡋఫ⛣ᜥᏊ

Ꮫࡃࡇ࠸ࡓࡢศ⮬ࡧࠊᙼዪ⮬㌟࡚ࡋࡑࠊࡇࡓ࠸࡚ඃࡀ᪉ࡢ࣓ࣜ

✲◊⢭⚄ศᯒᏛ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ࡇᏛࡢᑓ㛛ศ㔝ࠊ࡞⢭⚄ศᯒᐙࠊ࠸㏻ᰯ

ᡤṇᘧᡤᒓ࡚ࡋຮᙉ✲◊㛤ጞࠊࡋ⢭⚄ศᯒࡢጞ⪅࡛࠶ Freud ✲◊࡚࠸ࡘ

୰࡛ࡢࡑࠋࡓࡗ⾜ Agazarian Freudࠊࡣ ➨๓࠼⤊ㄞᮏ⬟㸧ࡢᮏ⬟ㄽ㸦Ṛࡢ୍➨ࡢ

ࡢᮏ⬟ㄽ㸦⏕ࡢᮏ⬟㸧ࠕ┤ឤࠖࢡࣜࢺ࡚ࡘࠊࡋၥᣢࠊ࠺ࡓࡗ⢭⚄ศᯒ

͆࠸࡚ࡋ↷ᮏ⠇࡛ཧࠋࡓࡗᣢၥ Autobiography of a Theory㸦͇Agazarian & Gantt, 
2000㸧ࡇࡣ௨ୖࡀࡇࡢ᭩ࡢ⪅➹ࠊࡓ࠸࡞࠸࡚⌮ゎ࡛௨ୗ⿵㊊ࠋࡍ㣤ᒸ㸦2006㸧
Freudࠊࡤ ㉁㸧ࠖ≀࠶య㸦᭷ᶵయ࣭⏕⏕ࠕඹࠖ⏕ㄌࡢ⏕ࠕࡣ ࡞ࡢ

㸧ࠖࢫࢺࢼࢧᮏ⬟㸦ࡢṚࠕࡘ୍ࡢࡑࠊࡋ⏕ࡀ⬟ᮏࡢࡘ ᮏࡢṚࠕࡢࡇࠋࡓࡅྡ

‶㸧ࡢ࣮ࢠࣝࢿᙇ㸦⏕ⓗ⥭ࡢయࠖෆ㒊⏕ࠕࡓࡋ⏕Ⓨඹࠖ⏕ㄌࡢ⏕ࠕࠊࡣࠖ⬟

ࡍ࠺ែ≦ࡢ㞽࣮ࢠࣝࢿⓗ⏕̿ ࡍ࠺ࡑྲྀ⾮ᖹࠊ࡚ࡀࡢ
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Agazarianࠋ࠺࠸࠶࡛ࠖ⬟ᮏࡍ࠺㑏≀⏕↓ࠕࠊࡘࠊ̿ ㄞ࡚࠸ࡘࡇࡣ

ࡢ⏕ࠕࠋ࠺࠶࡛ࡇ࠺࠸ࡓࡗᣢၥ⢭⚄ศᯒࠊࡋឤ┤ࠖ⬟ᮏࡢ⏕ࠕࠊ๓࠼⤊

ᮏ⬟ య⏕ࠕ͆ࡣࠖ స⏝࣭ᆅ⌫ⓗ⎔ቃࠖࡢኴ㝧̿ࠕ እⓗᙉไࡃࡧࡕⓎᒎ࠸࡞ࡓࠖ

ࣔࢫࢥࢫࡢ⏺ෆ⏺እ̿ ࡃ࠸࡚㐍ࡋᢲⓎᒎࡢయࠖ⏕ࠕࠊ࡚࡚ࡓ㥑 ̿

⬟ᮏࠕ ̿ࡃ࠸࡚ࡋࢫ 㸦ࠖ㣤ᒸ, 2006㸧͇ Agazarianࠋ࠶࡛ ࡀ Freud ලయⓗᮏ⬟ㄽࡢ

Freudࠊࡍ ᥎ࡋࡋࠋ࠶࡛ࡣࡓࡗᣢၥ࡞࠺ࡢ ࠼⪄࠺࠸ࠖ⬟ᮏࠕࡀ

᪉ࡣࡃࡋᴫᛕㄝࠊࡓࡋ⏕యࡢⓎ㐩࠼⪄࠸࡞ࡣ࡛࠺ࡑࠊ㇟⌧࠺࠸↉⤊ࠊ᪉࡛

ㄝࠊ⌮ゎࡍ᪉࡚ࡋࡑࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓ࠼⪄࠸ࡋࡉࡩࡀ Agazarian ◊⢭⚄ศᯒࠊࡣ

✲ᡤ࡛᭱ึグࡓࡋㄽᩥࡢ୰࡛ࠊᡂ⇍ࡢ࡞␗ࡣ㆑ูࡉࡓࡇࡍྜ⤫ࡋ

࡛ヨࡍ࠺ࡏࡉㄪ࠼⪄ࡢ⢭⚄ศᯒ࠼⪄ࡢ㌟⮬ࡣࡑࠊࡋ♧࠼⪄࠺࠸ࠊ

⣙ࡢࡑࠊࡣ࠼⪄ࡢᙼዪࡢࡇࡓࠋ࠸࡚ࡗ㏉ᚋࠊࡓࡗ࠶ 30 ᖺᚋࡢ 1990 ᖺ௦ᙼ

ዪࡀ㛤ⓎࠊࡍSCT ࠸ࠊ㸭functional subgrouping࣮ࣝࢧᶵ⬟ⓗ࠶୰᰾ⓗᡭἲ࡛ࡢ

 ࠋ࠸࡚㏙ࠊࡓࡗ࠶࡛ࡢࡍணぢⴱ⸨ゎỴᡭἲ࠺
௨ୖ Agazarian ㄽయ⌮࠺ᢅྲྀࠊࡋㄝᚰ⌮ຊືࠊ࠺࠸⢭⚄ศᯒࠊࡣ

⣔ከࡢࡢࡃᏛࡓࡌ⏕ࡇࡑࠊࡪၥᙼዪࡢ࡞᪉࡛⢭⚄

ศᯒᒎ㛤ࡉࠊࡋࡢ⌮ㄽⓗᯟ⤌ྲྀධࠊࡀ࡞ࡋྜ⤫ᙼዪ⊂⮬ࡢ⌮ㄽ⏕ฟ

 ࠋ࠺ࡔ࠼࠸ࡀࡇ࠺࠸ࡓࡗ࠸࡚ࡋ
 
 
➨ 2 ⠇� SCT  ㄽ⌮࠸࡚ࡋᵓᡂ᰿ᣐࡢ

㸸୍⯡ⓗ࡛࣮ࣝࢢ࡞ணࡉᒎ㛤㋃࡚࠼ 
 

SCT Systems-Centered Therapy/ Training/ Approachࠊᅾ⌧ࠊࡣ ࠊ࠸⏝࡚ࡋ⛠⥲ࡢ

ᐇ㊶άືࡀᒎ㛤ࡋࡋࠋ࠸࡚ࡉṔྐⓗᩥ⬦࡛ࠊࡤ࠼࠸Agazarian ᚰ♫ࠊ⢭⚄ศᯒࠊࡀ

⌮Ꮫࠊ≀⌮Ꮫ࡞ᵝ࡞ࠎ⌮ㄽྲྀධࠊ⏝࡚ࡋྜ⤫ࠊࡋ TLHS㸦A theory of living human 
systems㸧ጞࡢ࣮ࣆࣛࢭࢥࢧࡑࠊࡋᐇ㊶㐺⏝ࡢ✀ྛࡓࡍᡭἲࠊ⏕ࡀ

-ᡭἲ㸭theoryࡃᇶ࡙ㄽ⌮ࡣSCT࡚ࡋࡑࠋ࠶⦌⤒࠸࡛SCT࡚ࡋ⛠⥲ࡑ
driven method Ṕྐⓗࡢࡇࠊࡣᮏ⠇࡛ࠋ࠸࡚ࡉࡅពࠊ㸦Agazarian, 2012㸧࠶࡛

ࡅ࠾⬦ᩥ SCT SCTࠊࡋ⏝᥇ࡅពࡢ ࠊ࠸⾜グ㏙ࡢㄽ⌮࠸࡚ࡋᵓᡂ᰿ᣐࡢ

SCT SCTࠊࡓ࠶グ㏙ࠋヨࡃࡍ♧ᥦᚩ≉ࡢ ࡣㄽ⌮࠸࡚ࡋᵓᡂ᰿ᣐࡢ TLHS
SCTࠊࡢ࠺࠸ࠋࡓࡋព␃㞧ᛶ「ࡢࡇ࠼ぢࣝࣥࢩࠊぢ୍ࠊ࠺࠸࠶࡛ ྛࡢ

✀ᡭἲࠊࡣࡒࡑࡢTLHS ⤌࡞ከᵝࠊࡀ᪉࠼⪄ㄽ⌮ࡢ㡿ᇦ࡞ࠎᵝ࠸࡚ࡉྜ⤫࡚ࡋ

ࡑࠊࡓࡢࡑࠋ࠸࡚ࡉᵓᡂࡀ᰿ᣐࡢࡑ࡚ࡗ࠶ࡀ࡞ࡘࠊ࠸ྜ࡞㔜㔜ᒙⓗ࡛ࡏྜ

࡞㞴ゎࡃ࡙ศࡀࡀ࡞ࡘᵓ㐀ࡢࡑࠊࡍ࠺ࡋ⨶⥙࡚ࡍࡇࡓࡗ࠸࠺

SCTࠊࡂࡍࡋࣝࣥࢩࡋࡋࠊ ࠋ࠶ࡀࣥࣞࢪ࠺࠸ࠊ࠸࡞ࡁゎ࡛⌮ࡀ᰿ᣐࡢ

ࡣᮏ⠇࡛࡛ࡇࡑ SCT ࣥࢩࡘࠊ⤠ᚲせ᭱ᑠ㝈ࡣゝཬࡢㄽ⌮࠸࡚ࡋᵓᡂ᰿ᣐࡢ

ࡓࠋࡓヨࡇࡍグ㏙ⓗྜᩚ࠺࠸࡞ࡂࡍ࡞ࣝ SCT ᪉࠼⪄ࡢ࡚ࡍࡅ࠾

࡚ࡗ࠼ࠊ࡚ࡋࡓࡁ࡛ࡀࡑ௬ࠊࡇ࠸ࡋ㞴ࡣࡇࡆୖྲྀᡭἲ SCT య⥲ࡢ

ⓗ࡞≉ᚩྍࡍࡃࡃ⬟ᛶࠊࡓ࠶ࡀSAVI㸦System for Analyzing Verbal 
Interaction㸧ࠊࡌࡣSCT ࡛ᗈ࠸࡚࠸⏝ࡃ㛵ࠊࡎᮏㄽᩥ࡛ྲྀ࠸࡚ࡆୖ

 ࠋࡃ࠾࡚ࡋ᩿࠾ࡇ࠶ࡀᡭἲ᪉࠼⪄࠸࡞
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ࡑ TLHS ㄝᴫᛕࡧ࠾ㄒ⏝࡞␗࣮ࣝࢢಶே࠺ࡢㄽ⌮ࡢᚑ᮶ࠊࡣ࡛

⏝ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡍಶே࠺࠸ࠖࢸࢫࢩࠕ࣮ࣝࢢ⏝ㄒ࡛ㄝࡋࡋࠋ࠸࡚ࡋᮏ

ㄽᩥ࡛ࠊࡣ➨ 1 ࢩࠕࡣ࡛⬦ᩥࡍ㛵࣮ࣆࣛࢭࢥࢧ࣭࣮ࣝࢢࠊࡌ㏻యࡃ࡞࡛ࡅࡔ❶

ࠊ࠸⏝ࠖࢸࢫࢩࠕࡣ࡛⬦ᩥࡍ㛵ㄽ⌮ࠊ࣮ࠖࣝࢢࠕࡃ࡞ࡣ࡛ࠖࢸࢫ

ᇶᮏⓗࡣ⪅୧ࠊࡀ࠸࡚ࡋ⏝㐺ᐅ᥇᪉ᛮ࠸ࡍࡋゎ⌮ࡀㄽ᪨ࠊࡋ㐺ྜ⬦ᩥ

 ࠋ࠶࡛⩏ྠ
 
1. TLHS㸦A theory of living human systems㸧㸭ࣜࢸࢫࢩ࣭࣮ࣥࣗࣄ࣭ࢢࣥࣅ⌮ㄽ 
� TLHS ࡘᣢᛶ㉁࠺࠸ࠊ࠺⾜ಟṇື⮬ࠊ࠶ᶆᚿྥ࡛┠ࠊࡋయ⣔࣮ࢠࣝࢿࠊࡣ

ྠᙧࡢࢸࢫࢩࡢ㝵ᒙᐃ⩏ࡢࡇࠋ࠸࡚ࡋᐃ⩏ࢸࢫࢩ⯡୍ࡣ⌮ㄽ㸦von Bertalanffy, 
1668㸧ࡢᵓᡂᴫᛕ࡚ࡋࡑࠋ࠸࡚࠸⏝ࡀ TLHS ࠊ࠸⏝ㄒ⏝࠺࠸ࢸࢫࢩࠊ࡚࠸࠾

㝵ᒙᐃ⩏ࠊࡇࡍಶேࠊࡣ࣮ࣝࢢඹ㏻ࡢ⏝ㄒ࡛ㄝࠋࡓࡗ࡞⬟ྍࡀࡇࡍ

ࡓ TLHS ࡁ⏕ࠊࡇࡍྜ⤫ࠊࡋ㆑ูࡢ࡞␗ࠊࡣࢸࢫࢩࡢ࡚ࡍࠊࡣ࡛

ṧࠊⓎ㐩ࠊࡋ༢⣧ࡢ࡞」㞧ࡢ࡞ኚᙧࠊࡍ௬ᐃࡢࡑࠊࡀ࠸࡚ࡋ௬ᐃ

SCTࠊࡀᡭἲࡢࡓࡍ⏝㐺㊶ᐇ ࡓࠋ࠶࡛࣮ࣝࢢࢧᶵ⬟ⓗ࠶୰᰾ⓗᡭἲ࡛ࡢ

TLHSࠊࡣ࣮ࣝࢢࢧᶵ⬟ⓗࡋࡔ ࡓࡉฟ⏕ 4 ࡢࡕ࠺ࡢᡭἲࡢࡘ 1 ࡍᡭἲࡢࡘ

ࡢࠊࡎࡂ 3 㸭ࡅ᪉ྥ࡙ࠊቃ⏺ㄪᩚ㸭boundaryingࠊㄆ㆑㸭contextualizing⬦ᩥࡣࡘ

vectoring  ࠋ࠶࡛
� SCT ࠸࡚ࡋពࡇ࠼⪄ࢸࢫࢩࡢ⤌ࡘ୕ᖖࡣ㝵ᒙࡢࢸࢫࢩࠊ࡚࠸࠾

㸦ᅗ 1.2.1㸧ࠊࡣࢸࢫࢩࡢࡒࡑ࡚ࡋࡑࠋ༢⊂Ꮡᅾࢩࡢ࡚ࡍࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ࠸࡚ࡋ

ୖࠊࡣࢸࢫ ࡢ㝵ᒙࡢࢸࢫࢩࡢ⎔ቃ㸭ᩥ⬦ࡢ୰Ꮡᅾࡓࠊࡋୗࡢ㝵ᒙࡢࢸࢫࢩࡢ

⎔ቃ㸭ᩥ⬦ྠ࠺࠸ࠊ࠸࡚ࡗ࡞ᙧᛶᣢྠࠋ࠸࡚ࡗ ᙧᛶࡣࢸࢫࢩࠊࡣᵓ㐀ᶵ⬟ࡀ

ఝ㏻⬦ᩥ࡞␗ࠊ࠾࡚ࡗᏑᅾ࠺࠸ࠊ࠸࡚ࡋⅬ࡛␗ࠊ࠸࡚ࡗ࡞ᐃ⩏ࠋ࠸࡚ࡉ

㸦ᅗ࠸ࡍࡋゎ⌮ࡍࢪ࣮࣓ேᙧࡢᏊධࡣᙧᛶྠࡢࢸࢫࢩ 1.2.2㸧ࠋ 
 

 
� ᅗࠊࡍほⅬ࡛ㄝࡢ㝵ᒙࡢࢸࢫࢩ࡚ࡋ㛵࣮ࣆࣛࢭࢥࢧ࣭࣮ࣝࢢ 1.2.1 ␒୍ࡢ

እഃࡢయࡢ࣮ࣝࢢࠊࡣࢸࢫࢩࡢ࡚ࡋཧຍ⪅ဨ୍ࠊ ␒ෆഃ࣮ࣂ࣓ࣥࡣಶேࠊ୰㛫ࡣ

࡚ࡋࡑࠋ࡞࣮ࣂ࣓ࣥ SCT ࢢࢧࠊ࡚ࡋࢸࢫࢩࢧࡢ࣮ࣂ࣓ࣥ࠶୰㛫ࠊሙྜࡢ

ࠊࡤ࠼ࡓࠊ࠺࠶ࡀゝⴥ࠺࠸ࠖࡍయࡣ㒊୍ࠕࠋࡍ⌧ฟࠎࡀ࣮ࣝ

ਕݺ

ϟϱώʖ

સରͳ͢ͱŤťūŹ

ਦ1.2.1 εητϞ
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ᅜᐙ࠺࠸እഃࡀࢸࢫࢩࡢ✜ࡑࠊ࡞ෆഃࡢᆅᇦ♫ࠊᅜẸಶே✜࡞

ࠊࡓ࠸࡚ࡋ㐃㛵ࡀࡒࡑࢸࢫࢩ㸭࣮ࣝࢢ࡞ࠊࡘࠋ࠶࡛┿ࡓ㏫ࠊ

㋃ࡑࠋ⌧ࡀᙳ㡪ࡢࡑࢸࢫࢩࡢ࡚ࡍࠊ࡞ᑡከࡤࡁ㉳ࡀኚࡇ

࠸࡚ࡋ༊ูࢸࢫࢩࡢࡒࡑࠊࡓ࠼⪄ࡇ࠺⾜ධࡢ➼ఱ࡛࣮ࣆࣛࢭࠊ࠼

ቃ⏺ࡕ࡞ࡍࠊᅗ 1.2.1 ࠸࡚ᥥ 3 ࡛ࢸࢫࢩࡢ୰㛫ࡑࠊࡀࡍᣦࡢࡘ

ቃࡢࢸࢫࢩࡢಶேࡢෆഃࡘࠊ⏺ቃࡢࢸࢫࢩࡢ࡚ࡋయࡢእഃࠊࡣ࣮ࣂ࣓ࣥ࠶

2ࠊࡢ⏺ ࡑࠊࡤࡍධࢸࢫࢩࡢ୰㛫ࡕ࡞ࡍࠊ࠸࡚ࡗᣢ⏺ቃࡢࢸࢫࢩࡢࡘ

࠼⪄ࠊࡁ࡛ࡀࡇࡍཬᙳ㡪ຠ⋡ⓗ␒୍⪅୧ࡢࢸࢫࢩࡢෆഃእഃ

SCTࠊࡀࡇࠋ ࡢ⏤⌮࠸⏝࡚ࡋᡭἲ࡞୰᰾ⓗ࣮ࣝࢢࢧᶵ⬟ⓗࡀ 1  ࠋ࠶࡛ࡘ
ࡓ TLHS ͆ࠊࡇ࠸࡞ࡁ࡛ࡣࡇ࠼⪄࡚ࡋ㞳ษࢸࢫࢩࡢࠎಶࠊࡣ࡛ 㝵ᒙࡍ࡞

ࡢ࠺㐪ࠊࡑࠊ࡛Ꮫ࡚࠸ࡘయ㦂ࡢࣝࣞࡢࠊ࠼ࡘᣢᙧᛶྠࠊࡣࢸࢫࢩ

3ࠊ࠼ࡑࠋࡁ࡛⏝㐺ࣝࣞ ࣮ࣝࢢࡇࡢ௨ୖࡑࠊ࡚࠸ࡇࡢ┦ᵝࡢࡘ

ࡁ࡛ࡀࡇࡪᏛࠊࡓ࡚࠸ࡘே⮬㌟ࡢࡑࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ࡞⬟ྍࡀࡇࡪᏛ࡚࠸ࡘ⏺ୡࡢ

㸦Agazarian, 2001 㬞⃝ヂ 2015, p.213㸧͇ࡢ  ࠋ࠸࡚ࡋ
 
 Ⓨ㐩ẁ㝵ࡢ࣮ࣝࢢ .2
ࠊព࠶ࠊ࠾࡚ࡋᏑᅾᩘࡢ࡞ࠊࡣ⫣ᩥࡍ㛵᪉࠼⪄࠺࠸ࡍⓎ㐩ࡀ࣮ࣝࢢ

ேẼࠊࡋࡋࠋ࠼࠸࠶ࡀேẼ࠶ࡀ㛵࠼⪄ࡢࡇࠊࡎ᪉ࡢ࣮ࣝࢢࡀ㡿ᇦ࡛ᬑ

㐢ⓗㄆࡤ࠼ࡓࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅ࠸࡚⢭⚄ศᯒᐙ Bion, W.R.࠼⪄ࡢ᪉ᇶ♏ⱥ

ᅜࢡࢺࢫࣦࢱࡢ◊✲ᡤ࡛㛤Ⓨྠࠊࣝࢹࣔࢡࢺࢫࣦࢱࡓࡉ ࡢ⢭⚄ศᯒᐙࡃࡌ Folks
࠸࡚▱ࡃࡣ㡿ᇦ࡛ࡢ࣮ࣆࣛࢭࢥࢧ࣭࣮ࣝࢢࠊࡣࢫࢩࣜࢼ࣭࣮ࣝࢢࡓࡋጞࡀ

SCTࠊ᪉୍ࠋ࠸࡞࠸࡚ධྲྀ᪉࠼⪄࠺࠸ࡍⓎ㐩ࡀ࣮ࣝࢢࡕࠊࡀ ࢢࡣ࡛

ࡣࡑࠊࡀ࠸࡚ࡋ㔜どⓎ㐩ࡢ࣮ࣝ SCT ࡣ㡿ᇦࡢ࣮ࣝࢢࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡇࡓࡗ㝈

ከࡢࡃⓎ㐩ẁ㝵ࡀࣝࢹࣔࡢᏑᅾࡢࡑࠋ࠸࡚ࡋ୰࡛ึ᭱ᮇࡢ Bennis and Shepard㸦1956㸧
࠾࡞ࠊࡣࣝࢹࣔࡢ SCT ᣢᙳ㡪ຊ࡞ከ⪅୧ࠊࡢ⯡୍࣮ࣆࣛࢭࢥࢧ࣭࣮ࣝࢢ

 ࠋ㸦Agazarian, Gantt & Carter, 2020㸧࠸࡚ࡗ
Brabender & Fallon㸦2009㸧ࡢ࣮ࣝࢢࠊࡣⓎ㐩ẁ㝵ࣝࢹࣔࡢ㛵ࠊ࠸⾜࣮ࣗࣅࣞࡍ

࡚ࡋ㛵㐃⬦ἣ㸭ᩥ≦࠸ࡀศ⮬ࠊࠊ࠸ࠊࡀయ㦂ࡢࡕࡓศ⮬ࠊࡀ࣮ࣂ࣓ࣥࡢ࣮ࣝࢢ

ࡇࠋ࠸࡚ࡋ࠶࡛⏝᭷ࡀࡇᙜ࡚Ⅼ↔Ⓨ㐩ࡢ࣮ࣝࢢࠊࡣࡍゎ⌮࠸

ࡣ SCT ࠊࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ࠼⪄࡚ࡅࡁᘬせᅉ࡞㸭ಶேⓗࡍࢬࣛࢼࢯ࣮ࣃయ㦂ࠊࡀ

⮬ศࡢ⬦ᩥ࠸ࡀどⅬࡇ࠼⪄ᙉㄪࡍⅬ㏻ࠋ࠶࡛ࡢࡌຍ࡚࠼

Brabender & Fallon ࣮ࣝࢢࡢ‽Ỉࠊᙧែ࡞ࠎᵝࠊࡀ⤌ᯟ࠺࠸Ⓨ㐩ẁ㝵ࡢ࣮ࣝࢢࠊࡀ

ࣛࢭࠊࡣࡇࡃ࠾࡚ࡗ▱ࡀࢺࢫࣆࣛࢭⓎ㐩ẁ㝵ࡢ࣮ࣝࢢࠊࡋᐜࡇࡍゎ⌮

 ,ᮏ㸦Brabender & Fallonࡢࡇࠋ࠶㔜せ࡛Ⅼ࠸࡚ࡋࠊࡏࡉ㐍ᒎຠᯝⓗ࣮ࣆ
2009㸧ࡣ SCT  ࠋ࠸࡚ࡆୖྲྀ࡚࠸ࡘ

㞟ᅋ⢭⚄⒪ࡓࡋ⾜Ⓨࡀ㞟ᅋ⢭⚄⒪ἲᏛ࣓ࣜࠊࡋ㛵ࣝࢹࣔࡢⓎ㐩ẁ㝵ࡢ࣮ࣝࢢ

ἲᐇ㊶ࣥࣛࢻ㸦AGPA, 2007 ᪥ᮏ㞟ᅋ⢭⚄⒪ἲᏛ┘ヂ 2014㸧࡛ࠊࡣẁ㝵ྡᩘࡢ

๓ᵝࠎᐃ⩏ࡉᏑᅾࠊࡍከࡢ࣮ࣝࢢ࠶ࠎⓎ㐩ẁ㝵ࡢࡑࠊ࡚࠸ࡘࣝࢹࣔࡢඹ㏻ᛶ

ࡢḟࡓࡋຍ 5 ẁ㝵ࡢⓎ㐩ࣔࣝࢹᥦ♧1ࠋ࠸࡚ࡋ. ᙧᡂᮇ㸭๓ぶᮇ2ࠊ. ືᮇ㸭⤫

ไᮇ3ࠊ. άືᮇ㸭ぶᮇ4ࠊ. 㐙⾜ᮇ㸭ศᮇ5ࠊ.ู㞳ᮇ㸭ศ㞳ᮇࠋ࠶࡛ࠊSCT Ⓨ㐩ẁࡢ
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㝵ࣝࢹࣔࡢࡇࠊࡣࣝࢹࣔࡢẁ㝵ࠊࡀ࡞␗ࡣᩘࡢᐃࡧ࠾ࢫࢭࣟࡢ࣮ࣝࢢ࠸࡚ࡋ

ຊືࡣඹ㏻ࠋ࠼࠸࠸࡚ࡋ 
SCT ࡚ࡗᶆ┠ࡢⓎ㐩ࠊࡣ࡛ࣝࢹࣔࡢⓎ㐩ẁ㝵ࡢ࣮ࣝࢢࡢ 3 ࡚ࡉ⩏ᐃࡀẁ㝵ࡢࡘ

స࡚͆ࡋࡑࠊẁ㝵ࡢぶᐦᛶ㸭intimacy͇͆ࡣḟࠊẁ㝵ࡢᶒጾ㸭authority͇͆ࡣึ᭱ࠋ࠸

ᴗ㸭work͇ࡢẁ㝵࡛࠶㸦ᅗ 1.2.3 ཧ↷㸧ࠋ 
 

� � � �  
 
͆ࡢึ᭱ࡓ ᶒጾ ͂ࠊࡣẁ㝵͇ࡢ ㏨㑊㸭flight Ѝ̓͂ 㜚த㸭fight Ѝ̓͂ ᙺᙺ◳┤㸭role 

and role locks̓Ѝ͂ࢫࢩࣛࢡࡢࡋ㸭the crisis of hatred̓ࡢୗࡢⓎ㐩ẁ㝵ࡉࡀ

ᐃ⩏࠸࡚ࡉ㸦ᅗ 1.2.4 ཧ↷㸧ࠋ 

� � � �  
 
SCT సᴗ࡛ࡀఱࠊࡀ࣮ࣝࢢ࡚ࡗẁ㝵ࡢⓎ㐩ࠊࡣ⏤⌮ࡍ㔜どⓎ㐩ࡢ࣮ࣝࢢࡀ

ࠊࡇࡍࢺ࣓ࣥࢫࢭⓎ㐩ẁ㝵ࡢ࣮ࣝࢢࠊࡓࠊỴࡀ࠸࡞ࡁ࡛ࡀఱ࡚ࡁ

AUTHORITYʙݘҘ

INTIMACYʙື

WORKʙۂࡠ

ਦ 1.2.3 ήϩʖϕୣஊʤAgazarian, Gantt & Carter, 2020ජं༃ʥ

ඬʁݘҘάϔˏτέ

ඬʁࣙހͳଠंͶ݃;͚ͯ

ඬʁชຼͶ͠Κ͢͏ༀׄΝͳΖ

Ҙஊݘ

ਦ ҘୣஊͶ͕͜ΖԾҒୣஊݘ1.2.4
ʤAgazarian, Gantt & Carter, 2020 ජं༃ʥ

ಂඈ

ಈ૬

ༀׄʙༀׄߙ

ଂ͢Ί
έϧεη
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࡛࠼⪄ࠊࡁ࡛ࡀࡇ࠺⾜ධ࡞ᚲせ㸭᭷ຠẁ㝵ࡢࡑࠊࡣ࣮ࢲ࣮ࣜࡢ࣮ࣝࢢ

SCTࠊࡋ㛵ࡇࡢࡇࠋ࠶ ࠸࡚ࡋཬᙳ㡪࡞ࡁ᪉࠼⪄ࡢⓎ㐩ẁ㝵ࡢ࣮ࣝࢢࡢ

Lewin  ࠋࡍㄝ࡚࠸ࡘㄽ⌮ࡢ
Lewin㸦1951㸧ࡣሙࡢ⌮ㄽ㸭field theory ⾜ࠊ࠶ᶆᣦྥ࡛┠ࡣື⾜ࡢ࡚ࡍࠊ࡚࠸࠾

࡚ࡗకࡀ᥎㐍ຊࠊᙇ⥭ࡢ✀࠶ࡍ࠺ࡑࡓ‶ࡑᶵືࡅࡘࡧ⤖ᶆ┠ேࠊࡣື

 ᥎㐍ຊ㸭driving㐍࡚ࡗྥᶆ┠ࡀࢸࢫࢩࡣSCT࡛ࠊࡋ⏝᪉࠼⪄ࡢࡇࠋࡓࡋ࠸
forcesࡑࠊ┦ࡍᢚไຊ㸭restraining forces ࡢࢸࢫࢩࡣ᥎㐍ຊࠊࡋ⩏ᐃసⓗ᧯

Ⓨ㐩ẁ㝵ࡀࡒࡑᣢࡘ┠ᶆ᥎ࡋ㐍ຊࠊᢚไຊࡢࡑࠊ␃≦⌧ࡣᏳᐃ࡚ࡋ

ኚ࠸࡞ࡋ≧ែ⥔ᣢࡍ࠺ࡋຊ࡞࠺ࡢ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋ᥎㐍ຊࡧ࠾ᢚไຊࡀฟ

ࢸࢫࢩࡤ┦ᵝࡢࡑࠊ࠶ࡀᚩ≉࡚ࡗⓎ㐩ẁ㝵ࡢࢸࢫࢩࠊࡘಖ⾮ᆒ࡚ࡋ⌧

SCTࠊ㝿ࡍゎ⌮ࡇࡓࠋ࠸࡚ࡋࡀ࠶Ⓨ㐩ẁ㝵ࡢࡀ ࡣ࡛ Lewin
㸦1951㸧ࢻ࣮ࣝࣇ࣭ࢫ࣮ࣇࡢ㸭force field ᥎㐍ຊࡢⓎ㐩ẁ㝵ྛࠊ࡚ࡋ⏝ࣝࢹࣔࡢ

ᢚไຊࡢ㛵ಀᥥࡁฟࡍ᪉ἲࠋ࠸࡚࠸⏝ຍࠊ࡚࠼Lewin ࠸ྜ㔮ࡢᢚไຊ᥎㐍ຊࡀ

㐩฿ࡢࡑࡀ᥎㐍ຊࡢࢸࢫࢩᙅᢚไຊࠊࡋ♧ࡇ࠶ᖹ⾮≧ែࡀࢸࢫࢩࠊࡣ

┠ᶆ࡚ࡗྥゎࡁᨺࠊࡓᣦࠊࡇ࠸࡚ࡋኚࡣࡓࡢᢚไຊᙅ᪉ࠊࡀ

᥎㐍ຊቑࠊࡍᐜࡢࢸࢫࢩኚࡉࡓࡀ㏙ྲྀࡇ࠸࡚

ධ࡚㸦Agazarian, 2012 㬞⃝ヂ 2013㸧ࠊᢚไຊᙅࡢࡓᡭἲࠊSCT ࠊ㛤Ⓨࡣ࡛

ᐇ㊶ࠋ࠸࡚ࡋ 
ᢚไຊᙅ࡚᥎㐍ຊࡀ┠ᶆ࡚ࡗྥゎࡁᨺࠊࡓ㐍ࡔඛࠊḟࡢᢚไຊࡑࡀ

ᢚࡢḟࡓࠊࡘᨺࡁゎ᥎㐍ຊ࡚ᙅᢚไຊࡢࡑࠋ࡞ᖹ⾮≧ែ࡚⾲ᙧ࡛ࡍᑐ

ไຊ࡚⌧ࡀᖹ⾮≧ែ⧞ࡑࠋ࡞㏉ྛࡢࢸࢫࢩࠊ࡚ࡋẁ㝵ᅛ᭷࡞┠ᶆ᥎㐍ຊ

ࢫࢭࣟࡌྠࡓ࡚ࡋࡑࠋࡍ㸭Ⓨ㐩⾜⛣ẁ㝵ࡢḟ࡚ࡋኚᙧࡣࢸࢫࢩࠊࡍ㐩฿ࡀ

࡞ࡍࠋࡍ㸭Ⓨ㐩⾜⛣ẁ㝵ࡢḟࡉࠊࡍ㐩฿ᶆ┠࡞ᅛ᭷ẁ㝵ࡢࡑࠊࡋ㏉⧞

ࠊࡋ⌧ฟᖖࡀᢚไຊࡢ➼ఱࡣඛࡢ᥎㐍ຊࡓࡓᨺࡁゎࠊ࡛㐍࡛ࡇࡀⓎ㐩ࠊࡕ

ࡍ㛵ࡇࠋࡃ࠸࡚ࡉ㏉⧞ࡀࢫࢭࣟࡢࡇࠊ㝈࠸࡚ࡗṧࡁ⏕ࡀࢸࢫࢩ TLHS
ࡁ⏕ࠊࡇࡍྜ⤫ࠊࡋ㆑ูࡢ࡞␗ࠊࡣࢸࢫࢩࡢ࡚ࡍࠊࡕ࡞ࡍࠊ௬ᐃࡢ

ṧࠊⓎ㐩ࠊࡋ༢⣧ࡢ࡞」㞧ࡢ࡞ኚᙧࠊࡍᐇ㊶㐺⏝ࡢ࣮ࣝࢢ࡚ࡋ

Ⓨ㐩ࡍಁᡭἲࠊࡀᶵ⬟ⓗࡓࠋ࠶࡛࣮ࣝࢢࢧ SCT ࡢࢫࢭࣟࡢⓎ㐩ࡇࠊࡣ࡛

ࡢࠎᵝ┦࡚࠸⏝ࢻ࣮ࣝࣇ࣭ࢫ࣮ࣇࠊᥥࡁฟࡀ࣮ࣝࢢࠊ࡛ࡇࡍⓎ㐩ࡢࡢẁ㝵

 ࠋ࠸࡚ࡋࠊࡁண࡛ࡀ࠶
SCTࠊ࡚࠸ࡘⓎ㐩ࡢ࣮ࣝࢢ ࣮ࣝࢢ࡞ࠊࡍㄝ㛵㐃࡛ලయⓗࡢᡭἲࡢ

ࡄᶒጾࡕ࡞ࡍࠊẁ㝵ࡢึ᭱ࡢୗẁ㝵୰࡛ࠊẁ㝵ࡢᶒጾ͇͆ࡢⓎ㐩ẁ㝵ࡣࡎࠊ

Ᏻᚰࡢ࣮ࣝࢢࡔࠊࡣᚩ≉ࡢⓎ㐩ẁ㝵ࡢࡇࠋࡍࢺ࣮ࢱࢫẁ㝵ࡢ㏨㑊̓͂ࡢㄢ㢟

ឤࡀ༑ศ࡛ࡓ࠸࡞Ᏻࡀඃໃ࡛ࠊ⮬ศ࠶ࡣࡇࡢぢࠊࡎࡏᙜ࠸↓ࡢࡉࡓヰࡓࠊ

࠸ⓗࠖ♫ࠕ࠸ࠊ࡞㞧ㄯࠊᕫ⤂⮬࡞⡆༢ࠊヰࡢࢶ࣮ࢫኳẼࡤ࠼

ヰࠊỿ㯲࡚ࡋᵝᏊぢࠊࡋ࡞ࡍ࠸㊥㞳࡛࣮ࣝࢢ࡚ࡗᚰࡢసᴗࡇࡍ⬟

ືⓗࡇ࡞㑊ࡓࠋ࠸࡚ࡅᶒጾࣜࠊ࡚ࡗࡄ ࠊ࠺ࡔࡃ࡚ࡋ࡞ࡀ࣮ࢲ࣮

⮬ศࡀヰ࡚ࡃ࡞ࡉㄡࡀヰࠊ࠺ࡔࡍ⪅ᶒጾጤㆡ࡚ࡋ౫Ꮡⓗ⮬ࠊ࡛ࡇ࡞

࡚ࡗ⯙㐣㐺ᛂⓗ࡛ࡋ㏉ࡢᏳ㏫ࠊࡓ࠸࡛࠸࡞ࡉࡓᯝ௵㈐ࡁྲྀ࡛ࡇࡑࡀ

ሙࠊࡓࡆୖ┒ᅔ࠸࡚ࡗேぢࡅࡘฟࡋ㸦ᝈ⪅ࡓࡉ࡞ே㸭IP㸸identified 
patient㸧ὀ㸯ࠊ⮬ศࡇࡢᲴ࡚ࡆୖ⪅ࡢୡヰࡀື⾜ࡢ࡞ࡍฟ⌧ࡗ࠸࠺ࡇࠋࡍ
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ᚲࡓࡍゎᾘᏳࡅ࠾࣮ࣝࢢࠊࡣ࡛⯡୍♫ࠊࡣື⾜ࡆጉ᥈ồసᴗࡢᚰࡓ

せࠊࡢ࡞ࡣ㞟ᅋ㐺ᛂࠊࡉ࠶࡛ࣝࢫ࣭ࣝࣕࢩ࣮ࢯࡢࡓࡢே୍⯡័ぶࡋ

࣭ࣝࣕࢩ࣮ࢯࡢ⯡୍♫ࠊ࡚ࡋࡢࡑື⾜ࡢࡇࠊࡅࡔࡑࠋ࠶᪉࡛࠸࡛

୍ࠊࡀゝືࡆጉ᥈ồసᴗࡢᚰࡋࡋࠊࡓ࠸⏝ࣝࢫ ᗘࡢ࣮ࣝࢢつ⠊࠺ࡋ࡚ࡗ࡞

ࡓࡢࡑࠋ࠶ᙜᅔ㞴࡛┦ⓗ⯡୍ࡣࡇ࠼ኚつ⠊ࡢ࣮ࣝࢢࡓࡗࡀ࠶ࡁ᪦୍࡛ࡢࡑࠊ

 SCT ࠊ㛤ጞ┤ᚋࡢ࣮ࣝࢢࡘࠊ๓ࡀฟ᮶ୖࡀつ⠊ࡢ࣮ࣝࢢࡓࡗ࠸࠺ࡇࠊࡣ࡛

ᶵ⬟ⓗࡧ࠾࣮ࣝࢢࢧ SCT ㄒ⏝ࡢ SCT ᡭࡆୖసつ⠊࡞ᚩⓗ≉࣮ࣝࢢࡢ

ἲᑟධࡢࡑࠋࡍ║ࠊࡣᏳࡀඃໃ࡛ึ࠺࠸ࠊ࠶ᮇ͂ࡢ㏨㑊̓ࡢẁ㝵ࡢ≉ᚩᇶ࡙

ࡢ࡞␗㸭ࡢ࠸࡞ࡢ㥆ᰁࠊࡅ㑊ࡇࡍ㠃┤ᐇ⌧ࡕ࡞ࡍࠊᢚไຊ⌧࡚࠸

ὶྲྀࡑ࡚ࡋධࡇ㏨㑊ࡓࡍⓎື࠸࡚ࡉ⾜ື㸭ᢚไຊᙅࡇ

 ࠋ࠶࡛
͂㏨㑊̓ࡢẁ㝵ࢻ࣮ࣝࣇ࣭ࢫ࣮ࣇࡢ⾲ ≉ẁ㝵࡛ࡢ㏨㑊̓͂ࡣ⾲ࡢࡇࠋࡍ♧ 1.2.1

ᚩⓗࡢ࣮ࣝࢢࡌ⏕ຊືࡑࠊᇶ࡙ື⾜ࡃḧືࡢㄝᴫᛕࠊࡀ࠸࡚ࡋ♧

ᐇ㝿ࡢ SCT ලయࡢ࡛࣮ࣝࢢࠊࡣࢻ࣮ࣝࣇ࣭ࢫ࣮ࣇࡃᥥ⤊࡚࠸࠾࣮ࣝࢢࡢ

ⓗ࡞⾜ື࣭ㄆ▱᭩ࡁฟࡢࡑࠋࡃ࠸࡚ࡋࡢ⾲ࠊ࡞ࡆ࠶ᕥഃࡢ᥎㐍ຊ࡛ࣥࢥࠕࡣ

࠶ࡀࢺࢡࢱ ࡍヰ࡛࣮ࣝࢢࡇ࠺࠸ࠊ࠸࡞࡞ゝⴥࡃ࠺ࡀࡕẼᣢࠖࠕ ྑࡍᑐࠖࠊ

ഃࡢᢚไຊ࡛ࠕࡣど⥺ࠖࠕ࠸࡞ྜࡀேศࡃࡍヰ࡛ࡏⓎゝ࠸࡞ࡋ  ࠋ࠶࡛ࠖ࡞

 
࡛ࡇࡇ Bion ㄽ⌮ࡢ SCT Bionࠋࡃ࠾࡚ゐ࡚࠸ࡘ࠸࡚ࡋ⏝࠺ࡢࡀ

㸦1961, 1963㸧ࡣ࣮ࣝࢢࠊࡣ㢧ᅾࡢ┠ᶆ₯ᅾࡍ┠ᶆࡇ࠶ࡀぢฟࠊࡋ₯ᅾࡍ

┠ᶆࠕᇶᗏⓗᐃࠖࡢࡑࠊࡋຊືࠕࡣ౫Ꮡ 㜚த㸭㏨㑊ࠖࠕ ࡢࠖࠖࠕ 3 ࣮ࣥࢱࣃࡢࡘ

Bionࠊࡕ❧ඛᴫᛕࡢࡇࠋࡓࡋ࠶ࡀ ࡋᖐ㑏ᡓᆅ࡚ࡗ㈇യᚰࠊ࡛ࢫࣜࢠࡣ

ᡓࡣᶆ┠ࡢࡁྥ⾲ࡢරኈࠊ୰࡛ࡍࡏࡉᖐᡓ㜚ࠊ࠸⾜ࣜࣅࣁࣜࡢࡕࡓරኈࡓ

㜚ᖐ࡛࠶㛵ࠊࡎᙼࡣື⾜ࡢ┠ᶆࡇ࠸࡚ࡗ࡞␗ࡣぢฟࡢࡑࠋࡓࡋⓎぢ
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₯࡞␗ࡣᶆ㸦ᡓ㜚ᖐ㸧┠ࡢ㢧ᅾࠊ

ᅾࡢ┠ᶆࡀᏑᅾ࡞ࡉࡑࠊ࠼⪄ࡍ◊✲

ᇶᗏⓗᐃࠕࠊ࡚ࡏࡉⓎᒎ ࡢࡓࡋᴫᛕࠖ

࣮ࣝࣇ࣭ࢫ࣮ࣇࠊࡋ⏝ᴫᛕࡢࡇࠋ࠶࡛

ᅗࡃᥥ࡚ࡋࢻ 1.2.3  ࠋ࡞࠺ࡢ
㢧ᅾࡢ┠ᶆ࡛࣮ࣝࢢࡣᚰࡢ᥈ồసᴗ༠ຊࡋ

͇͆ṧࡁ⏕͆ࡀࢸࢫࢩࠊ࠸⾜࡚ Ⓨ㐩͇͆ࡍ ኚ

ᙧࡇ͇ࡍ㸦Agazarian, 1997㸧࡛ࡢࡑࠊ࠶┠

ᶆ࠺ྥ᥎㐍ຊ୍࠶ࡀ᪉࡛ࠕࡣ࣮ࣝࢢࠊ㜵

Ⓨ㐩ẁࡢ㏨㑊ࡤ࠼ࡓࠊᢚไຊࡓࡋᶆ┠ࠖ⾨

㝵࡛ࠊࡣᏳ㌟Ᏺ㸭㜵⾨ࡍ┠ⓗ࡛ࠊᚰࡢ᥈ồ㏨㑊ࠊ࡚ࡋぶ࠸ࡋே࡞

Bionࠋ࠶࡛࡞ࡌ⏕ࡀࡇࡓࡗ࠸ࠊࡓࡋ౫Ꮡ࣮ࢲ࣮ࣜࠊࡓࡗ ࡍ⏝ᴫᛕࡢ

SCTࠊࡇ ྠࠊධྲྀᴫᛕࡢࠖ⾨㜵ࠕࡢ⢭⚄ศᯒࡣ Bion ᇶᗏⓗᐃࡀ

⌮ⓗࡢࡓࡗᢅ࡚ࡋࡢ࡞ᑐࠊࡋSCT ๓ࡓᙜࠊࢸࢫࢩே୍⯡㸭ࠊࡣ࡛

SCTࠋࡓࡗᢅ࡚ࡋ㇟⌧ࡢ ࡛࣮ࣝࢢࢧᶵ⬟ⓗࠊࡋ㢧ᅾ⾨ᶆ㸭㜵┠ࡢᅾ₯ࡢࡇࡣ࡛

᥈ồࠊࡇࡍ㜵⾨㸭ᢚไຊᙅ⧞ࠊࡓࡢࡑࠊ㏉ࡢ࣮ࣝࢢࠊࡀ࡞ࡋ

㛤ጞ┤ᚋࠊᶵ⬟ⓗࡧ࠾࣮ࣝࢢࢧ SCT ㄒ⏝ࡢ SCT つ⠊࡞ᚩⓗ≉࣮ࣝࢢࡢ

࡚࠼ຍࠋࡍᑟධᡭἲࡆୖస SCT ࡛ࠖࡇࡇࠊࠕ⾨㜵ࡍᅾ₯ࠊࡣ࡛࣮ࣝࢢࡢ

࡚͆࠸ᇶ࡙ࡑࠊࡏࡉ㢧ᅾ࡚ࡗㄒࡢయ㦂ࡢ ᶵ⬟ⓗ࣮ࣝࢢࢧ ࡉᙧᡂ͇ࡀ

ᙧᡂ┙ᇶࢱࣞࢸࢫ࡞ⓗ♫࠸ࡍศࠊࡓࡗ࠸ᏛṔࠊᖺ㱋ࠊᛶูࠊࡀⅬ࠺࠸

⾨㜵ࡀᡭἲࡢ࣮ࣝࢢࢧᶵ⬟ⓗࠊࡇ࡞␗ࡣ࣮ࣝࢢࢧࢱࣞࢸࢫࡉ

ࡢ⏤⌮࡞⏝᭷ゎᾘࡢ 1 ࣮ࣝࢢࢧࠊ࡚࠸࠾࣮ࣆࣛࢭࢥࢧࡢᚑ᮶ࠊ࡞ࡕࠋ࠶࡛ࡘ

ࠊሙྜࡢࡃከࡣᏑᅾࡢ ࠊࡣ࣮ࣝࢢࢧࡢሙྜࡢࡑࠊࡀ࠼ᤊ࡚ࡋ㇟⌧ࡢࢫࢼ

 ࠋ࠼⪄࠸࡚ࡋᣦ࣮ࣝࢢࢧࢱࣞࢸࢫ
㜵⾨ࡢゎᾘ㛵ࠊࡋᚑ᮶ࡀ࣮ࣂ࣓ࣥࡕ࡞ࡍࠊ࣮ࣆࣛࢭࢥࢧ࣭࣮ࣝࢢࡢヰࡇ࠸ࡓࡋ

ୖࠊࡣ࡛࣮ࣝࢢࡍヰ⏤⮬ ㏙ࡢ㜵⾨ึࡢ࣮ࣝࢢࠊࡉࡢࡑࡣᮇධ⾜ࡀ

࣮ࣝࢢࠊࡣ࡛࣮ࣝࢢࡓࡗ࠸࠺ࡑࠋ࠺ࡔ࠸࡞ࡣ㐣ゝ࡛࡚ࡗゝࠊ࠶࡛⛥ࡣࡇ

ᇶᮏࡀࡢ࠺ᢅࡢࡓࡁฟ࡚࡚ࡋࡑࠊࡃ࠸࡚࠸ࡘࡣࢺࢫࣆࣛࢭࡢࡃ࡚⌧↛⮬

ࡀࡇ⾜࡚ࡗࡀฟ᮶ୖࡀつ⠊ࡢ࣮ࣝࢢࠊࡣධࡢࡓࡍゎᾘ⾨㜵ࠊ࠶࡛

ከࡢ⪅➹ࠊࡣ⏤⌮ࡢࡑࠋ࠸᥎ ࡛ࠊࡣ㜵⾨ࡢྡࡢࡑࡣ㏻㌟Ᏺࡢ࣮ࣝࢢࠊ࠶࡛ࡍ

Ᏻឤࡀ༑ศᙧᡂࡕ࠺࠸࡞ࡉゎᾘࡣࡇ࠺ࡋ࡚ࡋᑀ༴㝤࡞ࡣ࡛࠼⪄ࡔ

ಙࡢࢺࣥࣛࢡࢺࢫࣆࣛࢭࠊࡀࡔࡇゝࡃ㝿࠺⾜⢭⚄ศᯒ࡛ゎ㔘ࠋ࠸

㢗㛵ಀࡀᙧᡂ࠸࡞࠸࡚ࡉሙྜ㐺ษ⾜࡛ࢢࣥࢱ࡞ゎ㔘ࠊࡣᨷᧁ࡚ࡋయ㦂

ࣛࢡࠊ࡚ࡋࡓࡗ࠶࡛ࡢ࡞ጇᙜࡀゎ㔘ࡣ࠸࠶ࠊࡓࡅࡘയࢺࣥࣛࢡ࡚ࡉ

ࠋࡉ࠸㧗ࡀᛶ⬟ྍ࠸࡞ࡋ⏝స⒪ⓗࠊࡓࡗ࡞ධࡅཷ࡚ࡉ⤯ᣄࢺࣥ

ึࠊࡣゎᾘࡢ⾨㜵ࡅ࠾࣮ࣝࢢ ᮇẁ㝵ࡢ㜵⾨ࡢゎᾘࣛࢭ࡚࠸⏝࣮ࣝࢢࠊࡎ␃

ࢢࠊ㏻ᖖࠊࡣ࠺⾜ࡀࢺࢫࣆࣛࢭධࡢࡓࡢࡑࠊࡀࡔࡘ୍ࡢせ⣲࡞㔜せࡢ㝿࠺⾜࣮ࣆ

ㄽ⌮ࠊࡍධ࡚ࡋุ᩿࠺ࡢࠊ࠶ࡀᚲせィࢢࣥࢱゎ⌮ࡢຊືࡢ࣮ࣝ

ⓗ࡞☜ᇶ‽ࡢࢺࢫࣆࣛࢭࠊࡣ࠺࠸࠶ࡀ⤒㦂ᢏ㔞ࡀࡇ࠸ࡁᛮ

࡚ࡗᗘ⇍⩦ࡢࢺࢫࣆࣛࢭࡣ᭷ຠᛶࡢຊືⓗ⢭⚄⒪ἲ͆ࡣ㧗ᶫ㸦2010, p15㸧ࠋ

ࡌ⏕ࡀ࠸㐪࡞ࡁ ⌮ᚰࡢ᭷≉⪅ᝈࡢ࣮ࣝࢢࡢࡑࠊ࡛ୖࡓࡋಟᚓᇶᮏⓗᢏἲࠊࡋ͇

ඬࡑݨ ઞࡑඬ

ۂࡠ
ਫ਼͘Ζ ಈ૬ʙಂඈ
ୣͤΖ ϘΠ
รͤܙΖ ғଚ

ɻਦࡑݨ������ඬͳઞࡑඬ
ʤ$JD]DULDQ��*DQWW�	�&DUWHU�������ජं༃ʥ
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⌮ゎࠊࡋᐇ㊶ୖࡢカ⦎ࠊ࠸⾜ᝈ⪅ࡢ᰿ᮏⓗឡࠊ⒪࠸࡞ࡁ࠶᰿Ẽࡀせㄳࡉ

 ࠋ࠸࡚㏙
SCT ࡣ࠸㐪ࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡍࡇ㏙ࡀ㧗ᶫᇶᮏ⌮ᛕࡢ SCT ࡢࠊሙྜࡢ

ࢸᖖࡓࠊ࡛☜ࡀࡁ⥆ᡭࠊࡉ⩏ᐃసⓗ᧯ࡣࡌ⏕ࡀᯝ⤖࡞࠺ࡢධ࡛࡞࠺

ࡇࡢࡇࠋ࠶࡛ࡇࡉಟṇ࡚ࡌᛂᚲせࡀ࡞ࡉࢺࢫ SCT ࢫࣆࣛࢭࠊࡣ࡛

つᐃࡃ⣽ࡣᢏἲࡁࡍಟᚓࠊࢫࢭࣟࡢࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺ㸦ࡀồࡣᗘ⇍⩦ࡢᐃ୍ࢺ

ࠊᯝ⤖ࡢࡑࠊ࡞ࡢࡢᐃ୍࠶ࡣධ࡚ࡗࡀㄡࠊࡤࡅ㌟ࡀࡑࠊ㸧࠸࡚ࡉ

ண ࡉຠᯝࡢࢺࢫࣆࣛࢭࠊಶᛶ⩦⇍ᗘࠊ࡚ࡗᚑ᮶࣮ࣆࣛࢭࢥࢧ࣭࣮ࣝࢢࡢ

࠶ࠊ࡛ኚ᭦ࡢ➼ఱࡀࢺࢫࣆࣛࢭࠊⓗ⯡୍ࡓࠋࡉ࠸࡞ࡌ⏕ࡣ࠸㐪࡞ࡁ

ࢺࢫࣆࣛࢭ࠸ࡋ᪂ࡣ㛤ࠊࡉ୰᩿ࡀ࣮ࣆࣛࢭࡣ࠸ 1 ᚲጞ࣮ࣆࣛࢭ

せࡀࡢ࠶ࡀᴫࠊࡀࡔࡡSCT ࡢࡀࢸࢫࢩࡢ࣮ࣝࢢࡣ࠸࠶ಶேࢺࣥࣛࢡࠊࡣ࡛

ẁ㝵ࡢࢺࢫࣆࣛࢭࠊࡓ࡞⬟ྍࡀࢺ࣓ࣥࢫࢭࠊ࠶ኚ᭦ࡢ࣮ࣆࣛࢭࠊ୰᩿ࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ

SCTࠊ࠶ࠋ࠸࡚ࡉࡣㄽୖ⌮ࠊࡁ㛤ጞ࡛ࡁ⥆ࡢ࣮ࣆࣛࢭࡢ࡛ࡑ ࡚࠸࠾

࣮ࣝࢢࢧᶵ⬟ⓗ࠼ࡑࠊ࠾࡚࠼⪄࠶ࡀᚲせ⾜Ᏻࡣゎᾘࡢ⾨㜵

ྛࠊࡌࡣ ゎᾘ⾨㜵࡚࡚ࡔ㡰ᗎࠊ࡚ࡋ༶Ⓨ㐩ẁ㝵ࡢ࣮ࣝࢢࠊ࠸⏝ࡀᡭἲࡢ✀

 ࠋ࠸࡚ࡀ᪉ἲࡍ
 

3. ᶵ⬟ⓗ࣮ࣝࢢࢧ㸭functional subgrouping 
ᶵ⬟ⓗ୍࣮ࣝࢢࠊࡣ࣮ࣝࢢࢧᐃࠕࡢㄒࡢᙧᘧ SCTࠊ࠶ᡭἲ࡛ࡍつᐃࠖ ࡢ

࣓ࠋࡉᑟධࡎ㛤ጞࡢ࣮ࣝࢢ ࠊࡍ㏉࠼ఏⓎゝࠊࡅഴ⪥Ⓨゝࡢ⪅ࡣ࣮ࣂࣥ

࡚ࡗ๎ᙧᘧ࠺࠸ࠊࡍⓎゝయ㦂࡚ࡅࡘぢࡇ࠸ఝ࡚ࡢయ㦂ࡢ㌟⮬Ⓨゝࡢࡑ

ㄒࡀࡇồ࡞␗ࠋయ㦂ࠊࡣ࡚࠸ࡘᡤᐃࡢᡭ⥆࣮ࣝࢢ࡚⤒ࡁᑟධࠋࡉ

ࠊ࠺࠸ࠊㄒయ㦂ࡢ㸭here and now࡛ࠖࡇࡇࠊࠕࠊྠ࣮ࣝࢢࢧᶵ⬟ⓗࡢࡇ

ఱ࡛࣮ࣝࢢㄒࠕ࠺࠸ࠊㄒࡢෆᐜࠖࡓ SCT  ࠋࡉつᐃࡣ࡛࣮ࣝࢢࡢ
ࡧ⤖ࡢ࠶ࡢ㥆ᰁࠊࡢ࠸ఝ࡚ࠊࡣேࠊ࠺࠶ࡀゝⴥ࠺࠸ࠖࡪࡣ㢮ࠕ

ࡢࡇࠊ࠶ࡀഴྥࡅࡊ㐲ࡣࡢࡌឤࠊ࠺㐪ࡣศ⮬ࠊࡢ࠶ࡢ㐪ឤࠊࡃࡍࡁࡘ

ഴྥ㉺ࠊ࡚࠼ᚰࡢ᥈ồసᴗಁ㐍ࡃࡍᶵ⬟ⓗࡢ࣮ࣝࢢࢧᡭἲ⏕ࡣฟࡉ

ࡓࡋヰ࡚ࡗ㞟ࡀኈྠࡢ࠸࡚ࡗ▱ࠊ࡛࣮ࢸ࣮ࣃࡓࡋⓗ┠᠓ぶࠊࡤ࠼ࡓࠋࡓ

࡞ࠊࡓ࠸࡚ศ࣮ࣝࢢࡢᛶ⏨ࠊ࣮ࣝࢢࡢዪᛶࡤࡅࡀẼࠊࡢ࠸࡞ࡋព㆑≉ࠊ

ࡢࡃከࠊ࠺࠸࣮ࢸ࣮ࣃࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡚ࡋ㦂⤒࡞ᑡከࡀㄡࠊࡣ㇟⌧ࡢ

㥆ᰁࠊࡣ㙠Ᏻࡢ⪅ཧຍࡌ⏕ἣ≦࡞Ᏻᐃ࠺ฟࡢ࡞᪂ወࠊே࠸࡞▱

ពᚲせ࠶ࡣࡇసἣ≦ࡓࡋᏳᐃࡃࡘࡢ ண࡞ࡑࠊ㞟ࡀኈྠࡢ࠶ࡢ

Ᏻᐃࡢࢸࢫࢩࡣᮇⓗ▷ࡣࡇࠊࡀ࠶࡛࣮ࣝࢢࢧࢱࣞࢸࢫ࠸ࠋ࠶࡛

ྠࠊ࡛࠸࡞ධྲྀࡢ࡞᪂ወࠊࡤ㛗ᮇⓗࡋࡋࠋ࠸࡚ࡋᐤ ែ≦ࡌ

ฟ࣮ࢸ࣮ࣃⓗ┠᠓ぶࠋ࠸ࡋ㞴ࡣࡇṧࡁ⏕ࠊࡋⓎ㐩ࡀࢸࢫࢩࠊࡣ࡚࠸࡚ࡅ⥆

࠸ࡋ᪂ࠊែ≦ࡠኚ࡛ࡇࠊࡋὶࡢேࡢ▱᪤ࠊࡎ㛵ࡓࡅ

ฟ࠸࡞ࡢ࠸㐣ࠊࡤࡏࡈ᪂࡞ࡓሗྲྀࢹධࢫࣥࣕࢳ㏨࠺ࡋ࡚ࡋ

ྍ⬟ᛶࡀ㧗ࡣࡇ࠸ㄡ࡛ീࡢ⯒⪂ࠋ࠺ࡔࡃࡘࡀⳫᏊᒇࠊࡀఏ⤫ࡢ⥅ᢎࡔࡇࡢ

ࡋ࠸ࡋ㞴ࡣ⥆Ꮡࠊࡓࡋ࠸࡞࠼⪄ࡃࡇࡍ㐺ᛂ࡚ධྲྀἣ≦ࡢ௦⌧ࠊ

ࡇࠋ࠺ࡔ࠸࡞ࡁ࡛ࡣࡇࡍⓎᒎ௨ୖࡃ࡞ᑡࠋ࠸࡞ TLHS ࠼࠸௬ᐃ࡛ࡢ
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ࠊࡋⓎ㐩ࠊṧࡁ⏕ࠊࡇࡍྜ⤫ࠊࡋ㆑ูࡢ࡞␗ࠊࡣࢸࢫࢩࡢ࡚ࡍࠊࡤ

 ࠋ࡞ࠊࡍኚᙧࡢ࡞㞧「ࡢ࡞༢⣧
ධྲྀࡢ࠸࡞ࡢ㥆ᰁࠊࡢ࡞␗ࡣ࡛ࡇࠊࡢ࠶ࡢ㐪ឤࠊ࠼࠸ࡣ

ࠊࡑࡇࡔࠋ࠶࡛ࡢ࡞ከᑡࡀ㈇ᢸ࡞ⓗ⌮≀ࠊᚰ⌮ⓗࢫࣞࢺࢫࠊࡣࡢ

ேࡣ㥆ᰁ࣮ࣝࢢࢧࢱࣞࢸࢫ࠶ࡢᙧᡂࡢ࡞␗ࠊࡃࡍࡋ㝖ࡌࡣࠊࡋ

TLHSࠊ࡛ࡇࡑࠋࡍ⌧ฟ࡚ࡋࠎ ㇟⌧ゝὀ㸲ࢺ࣮ࢦ࣮ࢣࢫ࠺ࡋ࡚ࡋฟࡁ
͆ࠊ࠸⏝࣮ࣝࢢࢧᶵ⬟ⓗࠊᡭἲࡢࡓࡍ⏝㐺㊶ᐇ௬ᐃࡢ ே࠾ࠊࡀࠎ࠸␗

ࡀ࠸ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡍࢺ࣮ࢦ࣮ࢣࢫࡓࡋ⌮ฎࢱࣞࢸࢫࡢ࠸࡚ࡗ࡞

ఝ࡚࡚ࡗ࡞⥴୍ࠊ࡚࠸ࡘࡢ࠸᥈ồ࠺ࡍồ͐㸦୰␎㸧͐࠾ࡀ࠸ఝ࡚࠸

ㄪ㸭attunementྠࠊ࡚ ඹ㬆㸭resonance ࠸ᚰᆅࡢ࣮ࣝࢢࢧࡌឤࡀ

࠸ఝ࡚ࡣᙼࠊࡍ᥈ồ࡚࠸ࡘయ㦂ࡢࡕࡓศ⮬ࡀ࣮ࣂ࣓ࣥࠊ୰࡛ࡢ㞺ᅖẼ࠶ࡢ

ࡑࠋ࡞࠺ࡁ࡛ࡀࡇࡃࡀẼ࡚࠸ࡘࡢ࡞␗ࠊ࠸ࡃࡌྠࡢ

ࢧ࡞␗ࠊࡣ࡛ࢫࢭࣟࡍྜ⤫ࠊࡋㄆ㆑ࡢ࡞␗࠸୰࡛ࡢ࣮ࣝࢢࢧࠊ࠼

ࡀ㸧ࡢࡓ࠸࡚ࡉㄆྰࡣ௨๓ࡑ㸦ࡢ࠸ఝ࡚ࡍඹ㏻ே㛫ࠊ㛫ࡢ࣮ࣝࢢ

࣮ࣝࢢࢧ࠸࡚ࡗ࡞␗ࡣࡇࡓࡋぢ୍ࠊ࡚ࡗ࠺ࡑࠋࡃ࡚ࡗ࡞ࡀࡇ࠶

⾜ࡀྜ⤫࡛࣮ࣝࢢࡢ࡚ࡋయࠊࡉㄆ㆑ࡀࡇ࠸ఝ࡚ࠊ

㸦Agazarian, 2001 㬞⃝ヂ 2015 p.35㸧͇  ࠋ࠶࡛ࡢ
ᶵ⬟ⓗࡢ࣮ࣝࢢࢧᡭ⥆ࠊࡣࡁࡃࡁ 3 ࢸࢫࠋ࠸࡚ࡉᵓᡂ࡚ࡗࢸࢫࡢࡘ

 ࢸࢫࠋྲྀࡅཷࡢ࠶ࡢⓎゝࡢᡭ┦ࠊ1 య㦂ࡢ㌟⮬ࠊⓎゝࡢᡭ┦ࠊ2

ఝࡇࡓぢࡀ࡞ࡘ࡚ࡅࡘ㸭ࢸࢫࠊࡣ࣮ࣂ࣓࡚ࣥࡋࡑࠋ࡞࣮ࣝࢢࢧ ࠊ1
ࢸࢫ 2 ࡓࡗ࡞࠺ࡁ࡛ࡀࡇࠋồࡣࡎࠊࡀࡇ࡞࠺ࡁ࡛ࡀ

ࢸࢫࠊ ࠋ㐍ࠊࡍ⾲࡛࣮ࣝࢢࡑࠊࡅࡘぢ࠸㐪୰ࡢయ㦂ࡢศ⮬ࠊ3

௨ୖࡀᶵ⬟ⓗࡀ࣮ࣝࢢࢧつᐃࠕࡍㄒࡢᙧᘧ࡛ࠖࡢࡑࠋ࠶ᡭ⥆ࡢࡁᴫせ⾲ 1.2.2
 ࠋࡍ♧
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4. ࡛ࡇࡇࠊ㸭here and now  ㄒయ㦂ࡢ

SCT ࣭࣮ࣝࢢࡍᣦ┠ᡂ㛗ࡧ࠾ኚᐜ࡞ᚰ⌮ⓗࠊࡌ㏻࠸ྜࡋヰࡢ࡛࣮ࣝࢢࠊᵝྠ

ྛࠊ࣮ࣆࣛࢭࢥࢧ ࣮ࣝࢢࡓࡋⓗ┠ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࡢᑓ㛛ᐙࠊ࣮ࣝࢢࢺ࣮ࢧࡢ✀

ࡑࠋ࠶ⓗ࡛⯡୍ࡀࡢࡍヰ࠺࠸ࡓࡋヰࡇ࠸ࡓࡋヰࡀ࣮ࣂ࣓ࣥࡢ࣮ࣝࢢࠊࡣ࡛࡞

ࡋᑐ SCT ͆ࠊࡣ ᶵ⬟ⓗ͇࣮ࣝࢢࢧᙧᡂࠕ࠺࠸ࡍㄒࡢᙧᘧ࡚ࠖࡗ๎ヰࡇࡍ

つᐃࡀᙧᘧࠖࠕෆᐜࠖࠕࡢㄒࠊ࠺࠸࠶య㦂࡛ࡢ࡛ࠖࡇࡇࠊࠕࡣෆᐜࡍヰࡓࠊ

ࡣࡑࠋ࠸࡚ࡗ࡞␗࠸ࡣ᪉㐍ࡢ࣮ࣝࢢࡢᚑ᮶ࠊⅬ࡛࠸࡚ࡉ SCT ࠊࠕࡀ

ࡇࡑࠊࡢࡑࠕ࠺࠸ࡓࡁ࡚ࡋయ㦂࡞࠺ࡢ࡛ࡇࡀಶேࠊࡋᑐయ㦂ࡢ࡛ࠖࡇࡇ

࡛㸭there and thenࠖࡢయ㦂ࢻ࣮ࢯࣆ࠸ࠊヰࠕࠊࡢ࡛ࠖࡇࡇࠊయ㦂࡛ࠊ࡚ࡗ࠶

య㦂ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡢࡑయ㦂ࡘㄝࠊ࠼⪄ゎ㔘ㄒࡋࠊࡣࡇᚰࡢ᥈ồస

�

�

ᶅ Ήͥ૮घΝఽ͓ศͤʙUHsHFWɽ

ᶆ Ͷͪ͢ϟϱώʖ͗ɼఽ͓ศ͢ͶΓͮͱࣙਐର͗ݩॉͶཀྵմ͠Ηڠ໒͠Ηͪɼͳͣ״
ͱ͏Ζ͞ͳΝɼκηοϡʖΏݶ͖Δ֮ͤΖɽ

ᶇ�� ֮͗Ͳͪ͘Δɼݶͳࣙਐରࣇ͗ݩͱ͏Ζɼͳͣ״ͱ͏ΖରݩΝࣙݶཁͲݶ
ͤΖɽ

ᶇ�� ͢ɼͶͪ͢ϟϱώʖ͗ɼॉͶཀྵմ͠Ηڠ໒͠Ηͪͳͣ״ͱ͏͵͜Ηͻɼఽ͓ศ͢
ଏΕ͵͏෨ɼҡ͵Ζ෨Νౕ࠸͢ݶɼͨΗΝౕ࠸ఽ͓ศͤɽ͞ΗΝɼͶͪ͢ϟϱ
ώʖ͗ɼॉͶཀྵմ͠Ηڠ໒͠Ηͪͳͣ״ΖΉͲ܃Εศ͢ɼͨ͑ͪͣ͞״ͳ֮͗Ͳͪ͘Δ
ᶇ��ͶҢΖɽ

�

ˠ

�

ᶅ�� ήϩʖϕͶण͜ΗΖ६ඍ͗Ͳ͘ͱ͏͵͜Ηͻɼҡ͵ΖରݩΝฯ͢ͱଶͯɽ

ᶅ�� ήϩʖϕͶण͜ΗΖ६ඍ͗Ͳ͘ͱ͏ΗͻɼҲ൬ޛ࠹Ͷͪ͢ϟϱώʖݶΝఽ͓ศ͢ͱ
ͨΗΉͲγϔήϩʖϕΝश྅ͦ͠ɼͨΗ͖Δҡ͵ΖࣙରݩΝ͢ɼ͢शΚͮͪΔ
ʰΊ͵͠Ξɼʹ͑Ͳ͖ͤʃʱͳસରͶ͖ͮͱݼ;͖͜Ζɽ

ҡ͵ΖରݩΝͪ͢͏ʤҡ͵ΖγϔήϩʖϕΝࡠΕͪ͏ʥͳ͘ͺɼʰҩ͑γϔήϩʖϕΝΌͪ͏
Ͳͤ͗ɼήϩʖϕɼण͜ΗΖ६ඍ͗Ͳ͘ͱ͏Ή͖ͤʃʱͳήϩʖϕͶͪͥΖɽ

ͪ͢͏ϟϱώʖ͖Δ͢ΌΖɽͤͺɼʰࠕɼ͞͞Ͳʱରݩɼͤ͵Κͬࠕର͢ݩͱ͏Ζ״
ְΏ״Ͷͯ͏ͱɽ͢शΚͮͪΔʰΊ͵͠Ξɼʹ͑Ͳ͖ͤʃʱͳචͥસରͶ͖ͮͱݼ;͖͜
Ζɽ

ͪ͢ϟϱώʖͳࣙਐରݩࣇͱ͏Ζͳ͞Θɼڠ໒ʤUHVRQDWHʥͤΖͳ͞ΘΝͯ͜ݡͱͯ͵͗Ζ
ʤγϔήϩʖϕΝࡠΖʥɽ

නؽ������దγϔήϩʖϕघକ͘

͢शΚͮͪΔʰΊ͵͠Ξɼʹ͑Ͳ͖ͤʃʱͳસରͶ͖ͮͱݼ;͖͜Ζɽ

͞ޛͺ�ʛ�ϕϫιηΝ܃Εศ͢ɼ͏ޕࣇͱ͏Ζͳ͞ΘͶͯ͵͗Ε͵͗ΔγϔήϩʖϕΝܙ
͢ͱରݩΝ୵͢ٽͱ͏͚ɽ
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ᴗጉࡆᢚไຊ࡛ࡇࠋ࠶࡛ࡍ࡞࠶㛵ࠊࡋAgazarian㸦2001 㬞⃝ヂ 2015, 
p.154㸧͆ࡣㄝື⾪࠺࠸࠸ࡓࡋ᥈ࠊࡣ࣮ࣂ࣓ࣥࠊ࡛ࡇㄝࡗ▱࡛ࡍࡀ⮬ࠊࡀ

ࡇ࠸࡞▱ࡀ⮬ࠊࡣࡇࡍ᥈ồయ㦂ࠋࡍⓎぢࡇࡃᑟ⮬ࡇ࠸࡚

͇࠶㐩┠ᶆ࡛฿ࡢ࣮ࣆࣛࢭࡀࡑࡕࠊࡍⓎぢࡢࡢ▱ᮍࠋࡃ࠸࡚࠸ᑟ⮬

SCTࠊࡤࡍゝࠋ࠸࡚㏙ ඛࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࠖㄒࡢㄒ≀ࠕ࠶ඛࡀゝⴥࠊࡣㄒࡢ

ឤぬⓗ࡞య㦂ࡢࡑࠊ࠶ࡀయ㦂࠺ྜゝⴥぢࡅࡘㄒࠋ࠼࠸ࡔ 
ࡑࠊࡢࡑࠕࠊ࡛ࡌྠࡣゝⴥ࠺࠸య㦂ࠖࠕࠊࡣࡢ࠸࡞࡞ࡤࡅ࡞࠾࡚ࡋ┠ὀ࡛ࡇࡇ

SCTࠊࡣయ㦂ࠖࠕࡢ࡛ࠖࡇࡇࠊࠕࠊయ㦂ࠖࠕࡢ࡛ࠖࡇ ࠸࡞␗ࡀពࡢࡑࡣ࡚࠸࠾

ឤࠊࡢ࠸࡚ࡗ▱ࠊࡢ࠸࡚ࡗฟ࡛ࡍࠕࠊࡣయ㦂ࠖࠕࡢ⪅๓ࡘࠋ࠶࡛ࡇ࠺

ࠖࡢ࠸࡚ࡗฟ࡛ࡍࠕࠊࡣయ㦂ࠖࠕࡢ⪅ᚋࡋᑐࡑࠊ࠶࡛ࡇࡢࠖࡢࡌ

࡛ྵࠖࡢ࠸࡞࠸࡚࠸Ẽ࡙ࠊࡢ࡞▱ᮍࠊࡢ࠸࡞࠸࡚ࡗฟࡔࠕࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ

 ࠋ࠸
SCTࠊࡢࡇ ࡣᒙⓗ࡛⾲ࠊࡋゎᾘ⾨㜵ࡢᚰࠊࡣࠖㄒࠕࡢయ㦂ࡢ࡛ࠖࡇࡇࠊࠕồࡀ

ࠋ࠶࡛ࡢࡢࡓࡍಁ᥈ồࡢయ㦂ࡄࡑࠊฟ⾲ࡢឤ࠸῝ࡍඹ㏻ேࠊ࠸࡞

ᚰࠊࡀࡓ㏙㝿ࡓࡌㄽ࡚࠸ࡘゎᾘࡢ⾨㜵ࠊ࡛ࡇࡢⓎ㐩ẁ㝵ࡢ࣮ࣝࢢࠊ࠼࠸ࡣ

̀̔ࠊࡋゎᾘ⾨㜵ࡢ ⾪ᦂື࡞ᑡከࠊࡣࡇࡍඹ᭷⪅ࠊࡋయ㦂⮬ឤ࠸

ᧁࡢ࡞ᚰ⌮ⓗ࡞㈇ᢸࡢࡑࠊࡓࡀゎᾘࡣᏳ⾜ᚲせࡇࡢࡇࠋ࠶ࡀ㋃

SCTࠊ࠼ ࡓ࠺ᢅឤయ㦂࠸῝ࠊࡀࡇㄒ࡚ࡋᙧᡂ͇࣮ࣝࢢࢧᶵ⬟ⓗ͆ࡣ࡛

㸦Agazarian, 2001 㬞࠸࡚࠸య㦂ⓗࡀࡇ࠺࠸ࠊࡍ⬟ᶵ࡚ࡋ⤌ᯟ࡞Ᏻࡢ
⃝ヂ 2015㸧ࡢ࣮ࣝࢢࠊࡓࠋⓎ㐩ẁ㝵⪃៖ࠊࡀ࣮ࣝࢢࠊ࡚ࡋᚰࡢ᥈ồసᴗࡢఱࡁ࡛ࡀ

ࡉ㔜ど࡛⏤⌮ࡢᵝྠࡇࡍゎᾘ⾨㡰ᗎ❧࡚࡚㜵ࠊࡀ࡞ぢᴟ࠸࡞ࡁ࡛ࡀఱࠊ࡚

 ࠋ࠸࡚
 
 ࢬࣀࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗࢥ .5

SCT ࠸ࠊ࠺⾜᥈ồࡢయ㦂ࡀ࣮ࣂ࣓࡚ࣥࡗ࣮ࣝࢢࢧᶵ⬟ⓗࠊࡣ࡛࣮ࣝࢢࡢ

ࡍࠊࡤࡍ❧ᡂࡀࡑࠊࡀࡉඃඛ᭱ࡀࡇ࡞つ⠊ࡢ࣮ࣝࢢࠊࡀᙧᘧࠖࡢㄒࠕ࠺

࣓ࠊ࡞ᢚไຊࡢ᥈ồసᴗࡢᚰࠊࡀࡢࡆୖྲྀࡉࡄ ࠊ㊥㞳࠸ࡀ࣮ࣂࣥ

ࠋ࠶࡛ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗࢥ࡞㜵⾨ⓗࡓࡍᣢ⥔㛵ಀᛶ࡞ࢱࣞࢸࢫ

SCT ࡋࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗࢥ࡞㜵⾨ⓗࡣ࡛ 㸭contradictionsࠖ┪▩ࠖࠕ㸭ambiguityࡉ᭕࡚ࠕ
ࡢ㸭redundancyࠖࡉ㛗ࠕ 3 ♫ࠊ㸭yes, but࡛ࠖࠊࡍ࡛࠺ࡑࠕࠊࡓࠋ࠸࡚ࡆᣲࡘ

࡛ࡅཷࡣධ࠸࡚ᙇࡢ᪉࡛ࠊࡀ࠶㈶ྠࡀ࡞ࡋ㞃ࡓពぢࡢ┦㐪ࡀ㎸

ヰ࡞ⓗ♫࠸↓ࡢࡉࡓᙜࠊ࡞㞧ㄯࠊ࠶࡛ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗࢥ㊥㞳ࠊࡓ

ྠࠊ ㉁ࠋࡉ࡞ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗࢥ࡞㜵⾨ⓗࠊࡀ࠸࡚ධࡅཷࡣ࡛♫ࡃࡌ

ၥ࠸࡞ࡓ❧┠ࠊᙧ࡛♫ࡍ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥᙧᘧ࡛ࠊࡣ⏤⌮ࡢࡑࠊࡉ࠶⮬㌟㛤♧

ࡣࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗࢥ࠺ྜศ࠸ࠊ࠺࠸ࡁ࡛ࡀࡇࡍฟࡁᘬሗᮃࡎࡏ

 ࠋ࠶࡛ࡘᣢഃ㠃࡞␗
ࣗࢥࠊࡋ⏝Shannon and Weaver㸦1964㸧ࠊࡣࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗࢥ࡞㜵⾨ⓗࡇ

͆ࠊ࠼ᤊ࡚ࡋࢬࣀࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ ㄽ㸦TLHS㸧⌮ࢸࢫࢩ࣭࣮ࣥࣗࣄ࣭ࢢࣥࣅࣜ
ࡣ࡚ࡋᑐࢬࣀࠊࡁ㛤⏺ቃࡢࡑࡣ࡚ࡋᑐࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗࢥ࡞ᛌࡣࢸࢫࢩࠊࡣ࡛

͇ࠋ㸦Agazarian, 2001 㬞⃝ヂ 2015, p.39㸧࠸࡚ࡋᐃࠊࡌ㛢⏺ቃࡢࡑ ࠊࡤ࠼ࡓ
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᭕࡛ఱࡀゝ࠸࡞ࡃ࠸ࡓ࠸ヰ࠸ࡓࡁ⪺ࠊࡕࡔ࠸Ẽᣢࠊࡇⷧࡀࡕ㛗ࠎ

 ࠋ࠶࡛࡞ᆺⓗࡌ㛢ࡀ⏺ቃࠊࡣ࡞࡞ࡃࡓ╀ࠊࡎ᮶࡚ࡗධ⪥ࡀ₇ㄝ࡞㛗
ࡢᚰࠊࡣ㔞ࡢࡑ᪉ὶࡢሗࡕ࡞ࡍࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗࢥࠊほⅬࡢࡇࠊࡓ

᥈ồసᴗࡢࡀ⛬ᗘ⾜࠼ᕥྑࠋ࡞ࡇ࠺࠸ࠊࡍሗࠊࡎྵࡀࢬࣀ

࡞㐺ษࠊ࠸࡞࡛ࡢࠊ࠸࡞ࡁゎ࡛⌮࡚ࡂࡍ࡞ᑡ㏫ࠊࡓࡉᅽಽ࡚ࡂࡍከࡀ㔞ࡢࡑࠊࡓ

ሗ㔞ࠊࡀࡇ࠺ࡁ⾜ࡀᚰࡢ᥈ồసᴗಁ㐍ࡍࡣࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗࢥ࡞ྍḞ࡛

ࡇࡢࡇࠋ࠶ SCT ࠊ㔞ࠊ᪉ྥᛶࠊෆᐜࡢࡑࠊ࡚ࡋ⩏ᐃ࣮ࠖࢠࣝࢿሗ㸻ࠕࡣ࡛

ࡋ๓㏙ࠋ࠸࡚ࡋࠊࡀࡁ࡛⏝ࡀ࣮ࢠࣝࢿᗘ⛬ࡢ᥈ồసᴗࡢᚰࡤ

࡚ࡋࠊࡢࡍ♧ࢫࣥࣛࣂࡢሗ㔞ࡘᣢ᪉ྥᛶࡍᑐ┦ࠊࡣࢻ࣮ࣝࣇ࣭ࢫ࣮ࣇࡓ

ά⏝ࠋࡉ 
ࠊࡃ࡚ࡗධ࣮ࣝࢢࡀࢬࣀ ᛌࡀࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗࢥ࡞ᅔ㞴ࠊ࡞య㦂ࡢ᥈ồ

͆ࠊࡓ࡞ᢚไຊࡢ ࣝࣇࡑࠊ๓ࡃ࡚ࡗධ࣮ࣝࢢ࡚ࡋ㏻㐣⏺ቃࡀࢬࣀ

࡛ࠊࡓࡋ⏕Ⓨࡀࢬࣀ࡛࣮ࣝࢢࠊࡓ࠸㝖ྲྀ࡚ࡅ࣮ࢱ ࡁࡑ㏿ࡅࡔࡁ

㸦Agazarian, 2001 㬞࠺࠶᪉࡛࡞ຠᯝⓗࡀࡢࡍヨ࠺࠸ࠊࡅ∦࠸
⃝ヂ 2015, p.40㸧͇ࠋ ேࠊⓗ࡛┠ᚓᏳᚰឤࠊࡣࢬࣀࡢࣥࣙࢩ̿ࢣࢽࣗࢥࠊࡋࡋ

㊥㞳ࠊ࠸࡚⾜ࡓ♫ⓗࡅཷධࠊࡓ᪥ᖖⓗ័ぶࢽࣗࢥࡔࡋ

ᕤࡣධࡢࡓࡍኚ᭦ࡢࡔࡋぶ័࡞࠺ࡢࡑࠋ࠶ࡀഃ㠃࠺࠸ࠊࣥࣙࢩ࣮ࢣ

ኵᚲせ୍࡛ࠊࡓࠊ࠶ ⯡ⓗ⾜࡛࣮ࣝࢢ࡞✚ᴟⓗഴ⫈✚ᴟⓗධኚࡏࡉ

ࡓࡢࡑࠋࡓࡗ࠶ᚲせ Agazarian ᚰ⌮ຊືⓗࡓࡁ࡚ࡋ㊶ᐇࠊࡧᏛ࡛ࡑࡀ㌟⮬ࠊࡣ

ࡁࡗࡣࡋ࠺࠸ࡍゝ࡛ゎ㔘↓ࠊᴟⓗධ✚⫈ᴟⓗഴ✚ࠊࡋኚ᭦᪉࡞

ᑜࡇࡡᏛࠊࡓࡪᝈ⪅࡚ࡋ࣮ࢨࣦ࣮ࣃ࣮ࢫຓࡀ࡞࠸࡚ࡅከࡢࡃ㛫

ࢢࣥࢱ࡞㈼ࠊࡋゎ⌮ຊືࡢ⪅ᝈࠊࡓ࠸࡚ࡗྲྀ࡛ࡑࡀ୰࡛ᙼዪࡢࡑࠋࡓࡋ㈝

࡛ᝈ⪅ゎ㔘ࡀࡑࠊࡍ㈐ົ࡛࠺࠸ࠊ࠶⒪ⓗ❧ሙኚ᭦͆ࡣࡑࡤ࠼ࡓࠋࡓࡋ ⚾

࡞ࠎⰍࡓࠊ࠾࡛㥆ᰁࡇ㢗㆑▱ࠊ㦂⤒ࠊࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࡓࡅ࠺ࡀ㌟⮬ࠊࡣ

⚾ࠊࡤࡋࡤࡋ㸦ࠋࡓ࠸࡚ࡗ࠶ウ࡛ㄒ᳨ࢫ࣮ࢣࡢබᘧࡣࡃࡋࠊ㠀බᘧ௰㛫ࠊ࡚࠸ࡘ

ࡢࡃከ࡚࠸ࡘຊືࡢ⪅ᝈࠊ࠸࡚࠸Ẽ࡙࡛ࡍࡀᝈ⪅⮬㌟ࠊࡀ᪉ࡢྠࡢ⚾

㐺ษࡣࡢ▱ࡀ⪅ᝈࡇ࠸࡚࠸Ẽ࡙ࡢ⚾ࠊሙྜ࠺࠸࠺ࡑࠊ࠸ᛮ࠸࡚࠸Ẽ࡙ࡇ

㸧㸦Agazarian, 2001 㬞⃝ヂ 2015 p.41㸧͇ࠋࡓ࠸࡚ࡌಙࡣ⚾ᐇ㝿ࠊ࠺࠶࡛ ែᗘ࠺࠸

࡚ࡍࡣࡇࡃẼ࡙ࡀࢺࢫࣆࣛࢭࠊࡣᶆ┠ࡢ⪅ᝈࡅ࠾࣮ࣆࣛࢭ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ࠶ኚ᭦࡛ࡢ

Ẽ࡙ࡑࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ࠺࠸ࡃᝈ⪅⮬㌟࡛ぢ͆ࠊ࠶࡛ࡇࡅࡘ SCT ㈐ົࡢ⚾ࡅ࠾

Ꮫࡀ⪅ᝈ᪉ἲᢏἲࡢࢻ࣮ࢱࣥࢭ࣭ࢸࢫࢩࠊ࠺ࡁⓎぢ࡛ᐇ⌧ࡢ⮬ࡀ⪅ᝈࠊࡣ

͇ࠋ㸦Agazarian, 2001 㬞⃝ヂ 2015, p.41㸧࠶࡛ࡇࡅ᪉ྥ࠺ࡍ⩦ ࠼⪄࠺࠸

 ࠋࡓࡗ⮳
SCT ࣭ࣝࣀே㸭ࡍタᐃቃ⎔ࡣࢺࢫࣆࣛࢭࠊࡣ࡛ ࢱࢭ 㸸࣮norm setter ࠊࡋ࠶࡛

⎔ቃタᐃࡢࢺࢫࣆࣛࢭࡣࡢࡍ㈐௵ࡢࡑࠊࡀࡔ୰࡛࠺ࡢ⯙ࡢ࣮ࣂ࣓ࣥࡣ࠺㈐

࡚ࡋ㛵ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗࢥࡌ⏕࡛࣮ࣝࢢࠊ࡚࠸࠾ほⅬࡢࡇࠋ࠸࡚ࡋࠊ࠶࡛௵

ࠊࡁ㝖ྲྀࡢ࡞ࢬࣀࠊぢᴟ࣮ࣥࢱࣃෆᐜࡢⓎゝࠊࡣᙺࡀࢺࢫࣆࣛࢭ

ࡑࠊࡍ⌮ᩚ࡚ࡋධᴟⓗ✚ࠊ࠺ࡁ࡛ࡀࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗࢥ࡞ᛌ࡛ࡀ࣮ࣝࢢ

͆ࠊ㝿ࡢ ᶵ⬟ⓗ͇࣮ࣝࢢࢧᙧᡂ࡚ࡋㄒ࠺࠸ࠊᏳㄒࡢࡓᯟ⤌࣮ࣝࢢ

ࡀࡢ࠺࠸ࠊࡇࡍタᐃ SCT  ࠋ࠶᪉࡛࠶᪉࡛࠼⪄ࡢ
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 ࢬࣛࢼࢯ࣮ࣃ .6
͂ࠊ࡛ࡇ࠼⪄࡚ࡅࡁᘬࡢせᅉ࡞ಶேⓗయ㦂ࠊࡣࢬࣛࢼࢯ࣮ࣃ ㏨㑊̓ࡢⓎ

㐩ẁ㝵ࡣ࡛࣮ࣝࢢࡢ㢖⦾࡞࡞ࡤ࠼ࡓࠋࡉ࠶࡛㇟⌧ࡌ⏕Ⓨゝ࡛࠸࡞ࡁ

ࠕ⮬ศࡣ⮑࡛Ⓨゝ࡛࠸࡞ࡁ ࡀ࣮ࣝࢢᚋࡓࡋⓎゝ࡛࣮ࣝࢢࡀ㌟⮬ࠊࡓ࠼⪄ࠖ

ỿ㯲ࡓࡗ࡞ሙྜࡀ⚾ࠕࠊሙࡇ࠸࡞ࡄࡑゝࡀ࣮ࣝࢢࠊࡓࡓࡗỿ㯲ࠖࡓࡗ࡞

⮬ศࡢせᅉᘬࡁࡢ࣮ࣝࢢࠊࡕ࡞ࡍࠋ࠶࡛࡞࠼⪄࡚ࡅⓎ㐩ẁ㝵ึࡢᮇ࡛࠶

͂㏨㑊 ࣓ࠊࡣẁ㝵࡛̓ࡢ ㄡࠊ࠶ែ≦࡞Ᏻࡀࡢࡢࡑࢸࢫࢩࡢ࣮ࣝࢢಶே࣮ࣂࣥ

⬦ຊື㸭ᩥࡢ࣮ࣝࢢࡓࡗ࠸࠺ࡑࠊࡀ࠶࡛ࡕࡀỿ㯲ࡎࡁⓎゝ࡛⏤⮬ࠊ࡚ࡋᵝᏊࡀ

Agazarian㸦2001 㬞ࠋࡍᣦࡇ࠼⪄࡚ࡅࡁᘬࡢせᅉ࡞ಶேⓗయ㦂ࠊࡎࡏ៖⪄
⃝ヂ 2015, p.172㸧͆ࠊࡣ ேࡢࠎ㊊ࠊࡀࡢ③ࡏྥ࣮ࣆࣛࢭ≀ಶே

ⓗ⬦ᩥࡘࠊษ㞳࡚ࡋᤊࡢࡑࡀࡇ࠸࡚࠼せᅉࠋ࠸࡚ࡋ͇࠸࡚ࡗ࡞ 
Agazarian ࡀ SCT ࡞ࡘỴูࡢ⢭⚄ศᯒࡓࡋฟࡀᙼዪࠊ୰࡛ࡢ⦌⤒ࡢ࡛ࡍጞ

͆ࠊࡋ㛵ࡇࡓࡌ⏕ࡀᢈุ࡚ࡋᑐㄽ⤖࡞࠺ࡀ ᩥࡢࡕࡓ⚾ࠊ࡚ࡋࡅࡗࡁࡇ

㸦࡚ࡋࡑ⢭⚄ศᯒ㸧ࡅ࠾⮬ᕫឡⓗ࡞ಶே⩏ࠊࡀࡑࡇ≀ಶேⓗ࡞せᅉࡢᘬࡁ

ࡍ㍍ῶᕫឡ⮬ࡢࡇࠊࡀࢳ࣮ࣟࡢࢻ࣮ࢱࣥࢭ࣭࣮ࣝࢢࠊ࠶࡛※᰿ࡢࡇ࠼ᤊ࡚ࡅ

㸦Agazarian & Gantt, 2000 pp.19-20㸧͇ࡓࡁ࡛ࡀࡇࡍゎ⌮༑ศࡇ࠺࠸ࡔࡢ
ࡢᚋࠊࡀࡇࡓࡗ࠸࠺ࡇࠋ࠸࡚㏙ SCT ࡢせᅉ࡞ಶேⓗ࡞༢㇟⌧ࠊ࡚࠸࠾

ᘬࡁࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡍࢬࣛࢼࢯ࣮ࣃ࡚ࡅ⬦ᩥࡢࢸࢫࢩ࠸ࠊᤊ࠼どⅬᣢࡘ

 ࠋᛮࡓࡗࡀ⧄᪉࠼⪄ࡍ㔜せどࡇ
ᕫឡⓗ⮬ࡢḢ⡿࡛ࡢ㏙ୖࡢ࠺࠸ࠋ࠶࡛⏝᭷㠀ᖖࡣ᪉࠼⪄ࡢࢬࣛࢼࢯ࣮ࣃࡢࡇ

ࡋࠊ⁄ࡕ‶࡚࠸࠾♫ࡢ᪥ᮏࡣࢬࣛࢼࢯ࣮ࣃࠊࡎ⬦ᩥࡢ⩏ಶே࡞

ඛࠊࡤ࠼ࡓࠋ࠶࡛࠼ぢࡣ⪅➹࠼ࡉ࠺࠸࡛ዲព㆑ⓗ↓ࡣே㇟⌧ࡢࡇ

᪥ほࠊࡣ࡛ࣛࢻࣅࣞࢸࡓዪᛶேබࡢኵࠊࡀ⮬ศࡢጔࡀࡢ⏨ᛶ࠸῝௰຺࡛࠶㐪࠸

࡞࠺ࡉㄗゎࡀ⚾ࠕࡣዪᛶࡢேබࡓࡗ▱ࡑࠋࡓࡗࡋ࡚ࡋẅᐖᛶ⏨ࡢࡑࠊ࡚ࡋ

ዪࡔேᖾ࡛࠸ࡏࡢ⚾ࠋ࠺ࡋ࡚ࡋኵࡣẅேࡢࡇ࠼ࡉ⚾ࠋࡓࡗࡋ࡚ࡋ≢࡛ୡ

Ṛ⚾࡚ࡋẅኵࡔࠋ࠸࡞ᡠࡣேࡓࡗ࡞ࡃஸࠋࡓࡗ࡞࡞ࡇ࡞ࡇࡤࡅ࡞࠸

ሙ࠸ࡣṆࡀฮࠊࠖࡏ࠶ࡌ࡞࠸ࡏࡢࡓ࡞࠶ࠕࡑࠊ࠸࠸ࠖࡍ

㠃࡞ࡆ࡞ࡅࠋࡓࡗ࠶ࡀዪᛶࠊࡣ࡛ᕪࡋฟࡍᚲṚࠊ࡛ࡉぢྠࡢࡢඹឤᘬࡁฟࡍ

㇟⌧࠺࠸ࠊࡓࡋ≢ẅேࡀኵࠊࡕ࡞ࡍࠋ࠶࡛ࢬࣛࢼࢯ࣮ࣃࡇࡤ࡚࠼⪄ࠊࡀ

ࡉࡇ㉳ࡁᘬࡢ࡚ࡗಶேࠊࡣ㇟⌧ࡢ୰ࡢୡࠊࡀ࠸࡞ࡋ࠶せᅉࡢᙼዪࠊࡣ

ど↓⬦ຊື㸭ᩥࡢቃ⎔࠸࡚⨨ࡀ㌟⮬ࠊࡣព࡛ᙼዪ࠺࠸࠺ࡑࠋ࠸࡞࠼࠶࡞ࡇ

ࡗࠊ࠾࡚ࡋ ࡓࡗ࡞࡞ࡣࡇ࡞ࡇࡤࡅ࡞࠸ୡࡢࡇ࠼ࡉ⚾࡚ࠕ ࡢᙼዪ࠺࠸ࠖ

ㄽ⌮ࡣᡂ❧࠺ࡢࡇࡋࡋࠋ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡋព㆑ⓗࠊ⾲㠃ⓗࡣⱞ③ⱞᝎ࠼⌧㇟

㠃ࡍࡓ‶ᕫឡ⮬ࠊᾐ⬟ឤ࠺࠸࠶⮬ࡀຊࡍື୰ࡢୡࠊࡣព㆑ⓗ↓ࠊ

ࡇࡇࠊࡓࡍࡔࡁᘬඹឤྠࡢ⪅ࡎ࡞ᑡࡀࡑ࡚ࡋࡑࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠶ࡀ

ࡔ࠸ࡏࡢ⚾ࠕ㇟⌧ࡓࡁ㉳ࠊ࡚ࡋࡔ⛥ࡣࡇ⮳࡛㛵ࡢẅேࡓࡆ࠶ ㈐ࡀ⚾ࠖࠕ

ྲྀ௵ ࡑࠋ࠶᪥ᖖⲔ㣤࡛ࡣࡢྲྀࡁᘬ࡚ࡋࢬࣛࢼࢯ࣮ࣃయ㦂ࡀேࠊᙧ࡛࠺࠸ࠖ

ㄡࠊ࡚࠸࠾➼ሙ⫋࡚ࡋ 1 ே࡞࠺ࡢࡇࡀᙧ࡛㈐௵ࡀ⧊⤌ࠊ࡚ࡋࡓࡗᢪ࠼ၥ

㢟ࡢ᰿ᮏⓗ࡞ゎỴࡓࡢ࠸࡞࡞ࡣ᪥ᖖⲔ㣤࡛ࠋ࠶ 
ࠊ࠶࡛⏝᭷ࡣࡇࡆୖྲྀ㝿ᅗၥ㢟ゎỴࠊ㇟⌧ࡢࢬࣛࢼࢯ࣮ࣃࠊ࠼ࡑ

SCT ࡃ࡙ࡋⓎゝࡀ࡞࡛࠸ࡏࡢ⚾ࠕ࡛࣮ࣝࢢࡤ࠼ࡓࠊࡀ࠸࡚ࡋዡບࡑ࡛
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࠸࡚ࡗ࡞ ࠺ᢅ࡚ࡋࢬࣛࢼࢯ࣮ࣃࡑࠊࡓࡌ⏕ࡀ㇟⌧࡞᪥ᖖⲔ㣤ࠊ࠺࠸ࠖ

ࠊ࡚ࡅࡁᘬせᅉ࡞ಶேⓗࡢ㌟⮬య㦂ࠊࡀ㇟⌧ࡢࡇࠊࡣ⏤⌮ࡢࡑࠋ࠶ᚲせ࡛ࡀὀពࡣ

⾲㠃ⓗࡣⱞᝎッࡢࡑࠊࡀ࡞࠼ⱞᝎ⮬ᕫឡⓗᘬ࡚ࡗྲྀࡁఱ➼ࡢ‶㊊ᚓ࡚࠸

࡚㏨③ⱞᏳࠊࡏ⤊ၥ㢟࡚ࡗࡇྲྀࡁᘬ࡚ࡋ࠺ࡑࡣ࠸࠶ࠊᛶ⬟ྍ

ࡉධࠊᢅ࡚ࡋࢬࣛࢼࢯ࣮ࣃࡀࡑࠋ࠶࡛࠶ࡀᛶ⬟ྍ࠸࡚ࡋ⾨㜵⮬

⾨㜵ࢬࣛࢼࢯ࣮ࣃࠊࡓࡋయ㦂ࡓࡅࡘയࡉᐃྰࡀᕫឡ⮬ࠊࡇ

ඃໃ࡛ᏳᚰࡀᏳ≉ࠊࡀ༴㝤ᛶ࠺ࡋ࡚ࡋᡠࡁᘬ࣮ࣂ࣓ࣥ③ⱞᏳࠊ࡚ࡉゎᾘࡀ

ឤࡀ༑ศึࠊ࡞ ᮇࡢ㏨㑊ࡢẁ㝵ࡣ࡚࠸࠾ࢸࢫࢩ࠶㧗ࠊࡓࡢࡑࠋ࠼⪄࠸

ධࡍ㝿ึࡀࢸࢫࢩࠊࡣᮇࡢⓎ㐩ẁ㝵࡛ࠊࡤ࠶ඛᏳゎᾘࢼࢯ࣮ࣃࠊ࡚ࡋ

Ⓨ㐩ࡢࢸࢫࢩࡢ࣮ࣝࢢࡧ࠾ࢸࢫࢩࡢಶேࡢࡢࡑࠊ࡞ࡍධ࡚࠸ࡘࢬࣛ

ẁ㝵⪃៖࡚ࡋධࡓ࡛ࡇࡇࠊࡀࡇࡍồࠋ࠶࡛ࡢ 
 
 ࠾ .7
௨ୖࠊSCT ࡧ࠾ࠊᬒ⫼ࡓࡉጞࡀ SCT SCTࠊࡋグ㏙ㄽ⌮࠸࡚ࡋᵓᡂ᰿ᣐࡢ ࡢ

≉ᚩᴫほࠊᥦ♧ࡃࡍヨࡇࠋࡓ SCT ࠊ࠸⏝࠺ࡢᐇ㝿ࡀᡭἲ᪉࠼⪄ࡢ

࡞࠺⯡୍࣮ࣆࣛࢭࢥࢧ࣭࣮ࣝࢢࠊ┦ᵝ࡞࠺ࡢ࣮ࣝࢢࡑ

ᚰ⌮ⓗ࡞ຠᯝࠊࡢ࠶ࡀḟࡢ➨ 2 ➨ࠊ❶ 3  ࠋ࠺⾜ウ᳨࡚࠸࠾❶
 
 
ࠝὀࠞ 
1. ᝈ⪅ࡓࡉ࡞ே㸭IP㸸identified patient㸧ࡢ࣮ࣆࣛࢭࡤ࠼ࡓࠊࡣሙࣛࢡ

ࡣᐇࠊࡀ࠺ࡋ࡚࠼࠺࠶ࡀၥ㢟ேಶேࡢࡑࡓ࠶ࠊࡣேࡓ⌧࡚ࡋࢺࣥ

⌧࠺ࡢ࠶ၥ㢟࡛ࡢேಶேࡢࡑࠊࡀၥ㢟࠼ᢪࡀቃ⎔ࡃᐙ᪘ࡢேࡢࡑ

࡞␗ࠊၥ㢟࠼ᢪࡀ࣮ࣂ࣓࣮ࣥࣝࢢࠊࡣሙྜࡢ࣮ࣝࢢࠋࡇ࠼ᤊ࠸࡚

ࡕ࠺ࡢᬯ㯲୰ࡢ࣮ࣂ࣓ࣥࠊࡀຊື࠺࠸࠺ࡋ㝖ࡢ IP ࢢࠊࡋฟࡧ㑅

ࡍどู≉ࡓࡋࢣ࡚ࡋ࡞⪅ᝈேࡢࡑࠊ࡚ࡋࡆᲴୖㄢ㢟ࡢ࣮ࣂ࣓࣮ࣥࣝ

≧ែࡀ࣮ࣝࢢᇙἐࠋ࠶࡛ࡇࡍ 
2. ᝒほⓗ࡞ண ࠊࡣඛᝒࡇࡢࠎほⓗࠕࡤ࠼ࡓࠋࡇ࠺ࡋ࡚࠼⪄ᑵ⫋άື࡛ 5

ཱྀྲࠊඛࡢࡇࠊ࡛ࡢࡓࡕⴠ♫ ࠸࡞ࡀࡎࡣࡘぢࡀ♫ SCTࠋ࠶࡛࡞࠼⪄ࠖ
 ࠋ⾜ࡀࢬࢧࢧࢡࡍゎᾘᏳࡃᇶ࡙ ண࡞ほⓗᝒࠊࡣ࡛

࠶ᐇ࡛┿ࡓ࠶ࡀࡑࠊྲྀㄞࡇ࠸࡚࠼⪄ࡀ⪅ࠊࡣࢻ࣮ࣜࢻࣥ .3

࠶ࡢⓎゝࡢ⚾ࡢࡁࡗࡉࠕࡤ࠼ࡓࠋ࠶࡛ࡇ㎸࠸ᛮ࠺ࡢ A 㯲ࡗࡎࡣࡉ

㎸ࡢ⚾ࠋ࠸࡛ⓎゝẼศᐖ࠸࡚ࡋ㐪࠸࡞࠸ SCTࠋ࠶࡛ࠖ࡞ ࢻࣥࡣ࡛

ࡑࠊࡢ࡞▱ㄆ࠸ࡋṇࡢᐇ⌧ࡀࡑࠊࡋᐇࢬࢧࢧࢡࡍゎᾘࢻ࣮ࣜ

Ᏻᛣࡢ࡞ᢞᙳ⏕࡚ࡗฟ࠼⪄ࡓࡉゎ㔘ࡢ࡞☜ㄆࠋࡍ 
ᨷᧁ‶ࡢ୰ࡢ࣮ࣝࢢࠊ࡚ࡌ㌿ࡇࡑࠊࡋᣦ⨺ᒣࡢ⨥㉢ࠊࡣࢺ࣮ࢦ࣮ࢣࢫ .4

ᛶࡀ≉ᐃ࣮ࣂ࣓ࣥࡢᢞᙳࠊࡉᨷᧁ㝖ࡢᑐ㇟ࠋ࠶࡛ࡇ࡞ 
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➨ 2 ❶� ᶵ⬟ⓗ࣮ࣝࢢࢧᚰ⌮ຊືⓗࡢ࣮ࣝࢢ࡞ᵝ┦ࡢࡑຠᯝ 
 
� ᮏ❶࡛ࠊࡣSCT ᪥ᮏ࡛ᗈࠊ࣮ࣝࢢࡓ࠸⏝࣮ࣝࢢࢧᶵ⬟ⓗ࠶୰᰾ⓗᡭἲ࡛ࡢ

ࡢ࣮ࣝࢢࡢࡑࠊ࠸⾜ẚ㍑ࡢ࣮ࣝࢢࡓ࠸⏝ᡭἲ࡞ᚰ⌮ຊືⓗࠊ࠸࡚࠸⏝ࡃ

ᵝ┦ຠᯝ᳨࡚ࡋ┠╔ウࠋ࠺⾜ 
� ➨ 1 ࡇࠊ࠺ࡓ㏙࡛❶ 2 ࣝࢢࢧᶵ⬟ⓗࡣ⪅๓ࠊࡣⅬ࡞␗ࡃࡁࡢᡭἲࡘ

ㄒయ㦂ࡢ㸭here and now࡛ࠖࡇࡇࠊࠕࡘࠊࡉつᐃࡀᙧᘧࠖࡢㄒࠕ࡚ࡗ࣮

SCTࠊࡣ⪅ᚋࠊࡋᑐࡢࡉつᐃෆᐜࠖࡢㄒࠕ࠺࠸ࠊ ࣝࢢࠊࡃ࡞ࡣつᐃ࡞࠺ࡢ

ㄒࡢ⪅ᚋ࡚ࡋࡑࠋ࠶Ⅼ࡛࠺࠸ࠊࡍヰ࠺࠸ࡓࡋヰࡇ࠸ࡓࡋヰࡣ࣮ࣂ࣓ࣥࡢ࣮

᪉ࠊࡣᚰ⌮ຊືⓗ࡞ᡭἲ࣮ࣝࢢࡓ࠸⏝㝈ࡢ࡛࣮ࣝࢢࠊࡎヰ࠸ྜࡋ㏻ࠊࡌᚰ⌮ⓗ

ྛࠊ࣮ࣆࣛࢭࢥࢧ࣭࣮ࣝࢢࡍᣦ┠ᡂ㛗ࡧ࠾ኚᐜ࡞ ᑓ㛛ᐙࠊ࣮ࣝࢢࢺ࣮ࢧࡢ✀

 ࠋ࠶᪉ἲ࡛࠸⏝ⓗ⯡୍࡛࡞࣮ࣝࢢࡓࡋⓗ┠ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࡢ
� ࣗࢥᑐேࡣேࠊࡀࡔ᪉ᅾࡢࡘ୍ࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗࢥᑐேࠊࡣ࠸ྜࡋヰࡢ࡛࣮ࣝࢢ

↓ព㆑ⓗ࣭࠺ࡁಙ㢗࡛ࠊᅗ㊥㞳⪅ᙧ࡛ࡊࡉࠊ࡚࠸࠾ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ

ព㆑ⓗ☜ㄆࡤ࠼ࡓࠋ࠸࡚ࡋࡀ࡞ࡋ⡆༢࡞⮬ᕫ⤂ࠊ㞧ㄯࠊ࡞ᙜࡓ㞀

࠸࠺ࡇࠋ࠶࡛࡞ࡍᵝᏊぢ࡚ࡋỿ㯲ࠊヰ࠸ⓗࠖ♫ࠕ࠸ࠊ࠸࡞ࡢ

࡛ࢫࢭࣟࡃ⠏ἣ≦ࡍὶ࡚ࡋᏳᚰಙ㢗㛵ಀࡢ⪅ࠊࡣࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗࢥࡓࡗ
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Bionࠊࡀࡍ⌧ᙧ࡛Ⓨ࡞ࠎᵝ࡚࠸࠾ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗࢥࡢ࣮ࣝࢢࠊࡣ⾨㜵ࡢ
㸦1961㸧ࡢ࣮ࣝࢢࡑࡣຊືࡢほⅬࠕᇶᗏⓗᐃ ౫Ꮡࠕࠊࡋࠖ 㜚த㸭㏨㑊ࠖࠕ ࠖࠕ

 ࠖࡢ 3 ࣓ࠊࡣ࣮ࣝࢢࡕ࡞ࡍࠋࡓࡋᴫᛕ࣮ࣥࢱࣃࡢຊືࡢࡘ ༠ຊ࠸ࡀ࣮ࣂࣥ

ࡢᇶᗏⓗᐃࠖࠕࡆጉసᴗࠖࠕࠊྠ࠶ࡀຊືࡢసᴗࠖࠕࡍ༠ാᛶⓗ⌮࡚ࡋ

ຊືࡓᏑᅾࡀࡑࠊࡋ㜵⾨࡚ࡋᶵ⬟࠸࡚ࡋ㠃ࠋ࠶࡛ࡇ࠺࠸࠶ࡀ 
� Ᏺ㌟ࠊࡃࡈࡢྡ࠺࠸⾨㜵ࠊࡣຊືࡢ࣮ࣝࢢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗࢥ࡞㜵⾨ⓗࡇ

ᑓࡀ࣮ࢠࣝࢿࡢᚰ⾨㜵ࠊ᪉୍࡛࠶ࡀഃ㠃࠸࡚⾜࡚ࡗ࠶ࡀᚲせࠊ࠶࡛ࡍ

ὀ࠸࡚ࡀ≧ែ࡛ࠊࡣᚰ⌮ⓗ࡞ኚᐜᡂ㛗ᚲせࠊ࡞ᚰࡢ᥈ồసᴗ㐍ࡣࡇᅔ㞴࡛

ࡓࡢࡑࠋ࠶ SCT ͆ࠊࡃసቃ⎔࡞࠺ࡁసᴗ࡛Ᏻ࡚ࡋゎᾘ⾨㜵ࠊࡣ࡛ ᶵ

⬟ⓗ͇࣮ࣝࢢࢧᙧᡂ࡚ࡋㄒࠕ࠺࠸ㄒࡢᙧᘧࠖࡢ࣮ࣝࢢࠊ㛤ጞ┤ᚋᑟධ

ࡢㄒ࠸࡞ࡣ㜵⾨ⓗ࡛ࠊ࡚ࡋつᐃㄒࡢయ㦂ࡢ࡛ࠖࡇࡇࠊࠕෆᐜࠖࡢㄒࠕࡓࠊࡋ

Ⓨ⌧࡞࠺ࡢࡇࠋࡃ࠸࡚ࡋࡀ࡞࠺᪉ࠊࡣᚰ⌮ຊືⓗ࣓ࠊࡌࡣ࣮ࣝࢢ࡞ ࡀ࣮ࣂࣥ

ヰࡇ࠸ࡓࡋヰ࠺࠸ࡓࡋヰࠊࡍᚑ᮶ࡢ࣮ࣝࢢࡢ᪉ࡣᑐ↷ⓗ࡛ࡢ࠺࠸ࠋ࠶

ࠊ㇟⌧ࡌ⏕↛⮬࣮ࣝࢢࠊࡋᇶᮏ⫈ᴟⓗഴ✚ࡣࢺࢫࣆࣛࢭࠊࡣ࡛࣮ࣝࢢࡢᚑ᮶

ゎ⌮ࡢࡑࠊດ࠺ࡍゎ⌮ࡢ࠸࡚ࡁ㉳ࡀఱࠊࡀ࡞ࡁ࠾㌟୰ࡢつ⠊ࡣ࠸࠶

ࡌ⏕↛⮬࣮ࣝࢢ࠺ࡢࡇࠊࡋࡋࠋ࠶࡛ࡔⓗ⯡୍ࡀࡢࡍධ࡚ࡋ

࡞つ⠊ࡢ࣮ࣝࢢࠊࡀຊືࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗࢥ࡞㜵⾨ⓗࡋࠊࡏ௵ࡢ࠶ࡢ㇟⌧

ࠊࡀࡇࠋ࠸ࡋ㞴ᙜ┦ࡣࡢ࠼ኚつ⠊ࡓࡗࡀ࠶ࡁ᪦୍࡛ࡢࡑࠊࡣሙྜࡓࡗࡋ࡚ࡗ

SCT ࡛⏤⌮ࡍᑟධ㛤ጞ┤ᚋࡢ࣮ࣝࢢつᐃࡢෆᐜࠖࡢㄒࠕᙧᘧࠖࡢㄒࠕࡀ

ࠊࡋධᴟⓗ✚๓ࡀฟ᮶ୖ↛⮬ࡀつ⠊ࡢ➼ఱ୰ࡢ࣮ࣝࢢࠊࡣࢺࢫࣆࣛࢭࠊ࠶

 ࠋࡃ࠸࡚ࡗసつ⠊ࡢ࣮ࣝࢢ࡞ࢻ࣮ࢱࣥࢭ࣭ࢸࢫࢩ
୍᪉ࠊSCT ♫ࠊ✀ேࠊᖺ㱋ࠊᛶูࠊࡋᑐ͇࣮ࣝࢢࢧᶵ⬟ⓗ͆ࡍᑟධ࣮ࣝࢢࡀ
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ⓗ❧ሙ࠸ࡍࠊࡓࡗ࠸㢮ఝᛶᇶ࡙࡚࠸ศ࣮ࣝࢢࢧࢱࣞࢸࢫ

ࣞࢸࢫ࡞ⓗ♫͆ࡓࡗ࠸࠺ࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡍ⏕Ⓨ↛⮬୰ࡢ࣮ࣝࢢ㢖ᗘ࡛ࡢ࡞ࠊࡣ

᪉ྥࡍฟ⏕ࢺ࣮ࢦ࣮ࢣࢫࠊࡀ㸭ேࡕࡓ⚾ࠊࡣ࣮ࣝࢢࡓࡉᵓ⠏♏ᇶࢱ

 ,㸦Agazarian㸪2001 㬞⃝ヂ 2015࠸ࡍࡋࡓᙇឤ⥭࡞࠺࠺ࡋ࡚ᑟࡤࡋࡤࡋ
p.32㸧͇ࠋ SCTࠊࡋ㛵ࡇ ࢦ࣮ࢣࢫࠊ࡛ࡇ࠸⏝࣮ࣝࢢࢧᶵ⬟ⓗࠊࡣ࡚࠸࠾

 ࠋ࠸࡚ゝ㦂ⓗ⤒ࡉ㐍ಁࡀ᥈ồసᴗࡢᚰࠊ࡞ࡃࡃࡌ⏕ࡀ㇟⌧ࡢࢺ࣮
௨ୖࠊSCT ࡇࠊࠕࡓࠊࡋつᐃᙧᘧࠖࡢㄒࠕ࡚ࡗᡭἲࡢ࣮ࣝࢢࢧᶵ⬟ⓗࡀ

࡛ࡇ ෆᐜࡢㄒࠕ࠺࠸ࠊㄒయ㦂ࠖࡢ SCTࠋࡓࡁ࡚㏙⏤⌮ࡍつᐃ࡚࠸ࡘࠖ ࡢ

ᐃ࡛ࡀࡇࠊࡣᚰࡢ᥈ồసᴗಁ㐍࠺⯡୍࣮ࣆࣛࢭࢥࢧ࣭࣮ࣝࢢࠊࡋ

ࡤ࠼ࡓࠊࡣド᳨ࡍ㛵ᐃࡢࡇࠊࡀ࠸࡚ࡋ࡞ࡃࡍ⾲ࡀຠᯝ࡞ᚰ⌮ⓗ࡞ SCT
SCTࠊࡋẚ㍑᳨ウ࣮ࣝࢢࡢࢳ࣮ࣟࡢࡢࡑ ࡞࡞ࡣᯝ⤖࠸࡚ඃࡀ

ࣂ࣓ࣥࡓࡉయ㦂ࡀ࣮ࣝࢢࢧᶵ⬟ⓗࠊ㸦O̓Neill & Constantino, 2008㸧✲◊ࡓࡗ

➼㸦O̓Neill, Smyth & MacKenzie, 2011㸧✲◊࠺࠸࠸పࡀᚓⅬࡢࡘ࠺ᢚᏳࠊ࣮

 ࠋ࠸㞴࠸ゝࡣ࠸࡚ࡉ࡞ࡀ✲◊ࡢࡃከࡑࠊࡀ࠶ࡀ
ƫࠊࡣ࡛❶ᮏ࡛ࡇࡑ ⬟ⓗࠊ࣮ࣝࢢࢧᚰ⌮ຊືⓗ࡞ᡭἲ࣮ࣝࢢࡓ࠸⏝◊✲┠ⓗ

࡛ᙧᡂ࡚ࡋẚ㍑1ࠊࡋ 2ࠊࡇࡍド᳨ࡢほⅬࡢᇶᗏⓗᐃࠖࠕࡢBion㸦1961㸧ࠊࡘ
SCTࠊࡋ⏝Lewin㸦1951㸧ࠊࡘ ࡋࡢࡍฟࡁᥥᢚไຊ᥎㐍ຊࡢ᥈ồసᴗࡢᚰࡀ

㸭force fieldࢻ࣮ࣝࣇ࣭ࢫ࣮ࣇࠊ࠸⏝࡚ ᐇ㝿ࡢ⪅୧ࡓࠋࡍᐹ⪄ࠊウ᳨ほⅬࡢ

 ࠋࡍᐹ⪄࡚࠸ࡘᚩ≉┦ᵝࡢࡑࠊࡋグ㏙࡚ࡆୖྲྀ㒊ศⓗᑐヰࡢࣥࣙࢩࢭࡢ
 
 
� ➨ 1 ⠇�   ࡢ࣮ࣝࢢࡓ࠸⏝ᡭἲ࡞ᚰ⌮ຊືⓗ࣮ࣝࢢࢧᶵ⬟ⓗࡓࡋⓗ┠✲◊

ᐇ 
 
1. ᪉ἲ 

㸦1㸧ࡢ࣮ࣝࢢເ㞟 
2016 ᖺ 4 ᭶ୗ᪪ࠊᚰ⌮Ꮫᑓᨷࡍ 4 ᖺไᏛࡢᏛ⏕ᑐ㇟ࠕࠊᑐே࣮ࢣࢽࣗࢥ

࣮ࢼࢭୖྥ ຊ⬟ࣥࣙࢩ ཧࠖຍ⪅ເ㞟ࢩࣛࢳࡢࠊ㸦ᕳᮎ㈨ᩱ 1.㸧ㅮ⩏㛫ෆ㓄ᕸࠋࡓࡋ

࠸ࡓ࠸࠶ࡁࡘࡃ࠺ࡗேࠕ࡚ࡋேເ㞟͇࡞ࡇ͆ࡣࢩࣛࢳ ே࡞࡚ࡗศ⮬ࠖࠕ

࠸ࡓ▱ ࠸ࡓ࡞࠺ࡁゎ࡛⌮ࡗࡇࡢேࠖࠕ ศ⮬ࡀ࡞࠸⥴୍ேࠖࠕ

ࡢࠖ࠸ࡓ࠸ࡃࡋ 4  ࠋࡓࡆ࠶ࡘ
2016ࠊᚋษ⥾ເ㞟ࡢ⪅ཧຍࠊࡣ࣮ࢼࢭ ᖺ 5 ᭶ୗ᪪ 6 ᭶ᮎࡢᮇ㛫࡛࣮ࣗࢪࢣࢫ

㐌ࠊࡋㄪᩚࣝ 1 ᅇ90ࠊ ศࠊ 6 ᅇᐇࠊࡋෆᐜࡢࢳ࣮࣭࣮ࣟࣝࢢ͆ࡣᡭἲ࠸⏝

ࠊ࠶࡛”࠸ྜࡋヰࡓ 6 ᅇ࡚ࡍཧຍ࡛ࡇࡁ㸦㏵୰࡛㈇࠸࡞࠼ࡓࡁ࡛ࡀሙྜ

ᐇᮇ࣮ࣝࢢࠊࡣཧຍᛂເ⏝⣬ࠋࡓࡋグ㍕᪨࠺ᨭᡶ♩ㅰࡣ⪅ཧຍࠊࡋ㸧ࡃ㝖

㛫ෆ࡛ཧຍྍ⬟࡞᪥ࡢ࡚࠸ࡘグ㍕ḍタࠋࡓࡅ 
㒊࡛ 41 ࡋㄪᩚ࣮ࣝࣗࢪࢣࢫࡀ࡞ࡋ៖⪄ࢫࣥࣛࣂࡢᛶูࠊᏛᖺࠊ࠶ࡀᛂເࡢྡ

16ࠊᯝ⤖ࡓ 1ࠊࡋ㑅ᢥ࡚ࡋ⪅ཧຍྡ ࣮ࣝࢢ 8 ࡢྡ 2 ➨㸦ࡓࡋᙧᡂ࣮ࣝࢢࡢࡘ 2
⠇ࠊ⾲ 2.2.1 ཧ↷㸧ࠋ 
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㸦2㸧ࡢ࣮ࣝࢢᵓᡂ㐍᪉ 
� A ࡣ࣮ࣝࢢ 8 ྡ㸦1㹼3 ᖺ⏕ࠊ⏨ᛶ 3 ዪᛶࠊྡ 5 ྡ㸧࡛ࠊᚰ⌮ຊືⓗࢩ࣮ࢸࣥࣜ࡞

BࠊPsyG㸧ࠊ㸦௨ୗ࣮ࣝࢢࡢࣥࣙ ࣮ࣝࢢ 8 ྡ㸦1㹼3 ᖺ⏕ࠊ⏨ᛶ 3 ዪᛶࠊྡ 5 ྡ㸧࡛ࠊ

ࡣࣥࣙࢩ࣮ࢸࣥࣜ SCT ƫࠊᡭἲ࡞୰᰾ⓗࡢ ⬟ⓗ࣮ࣝࢢࡓ࠸⏝࣮ࣝࢢࢧ 㸦௨ୗࠊ

FSG㸧࡛ࡢࡇࡣ⪅➹ࠋࡓົ࣮ࢲ࣮ࣜࡀ⪅➹ࡕࠋࡓࡗ࠶Ⅼ࡛ࠊᚰ⌮ຊືⓗࣜ࡞

ࡀカ⦎⤒㦂㊶ᐇࡢ࣮ࣝࢢࡢࣥࣙࢩ࣮ࢸࣥ 17 ᖺࡕ࠺ࠊᚋ༙ࡢ 7 ᖺࡑࡣ୪⾜࡚ࡋ

SCT ࣮ࣝࢢࡓ࠸⏝࣮ࣝࢢࢧᶵ⬟ⓗࠊ⦏カࡢ࣮ࣝࢢࡍࣥࣙࢩ࣮ࢸࣥࣜ

 ࠋࡓࡗ࠶ࡀᐇ㊶⤒㦂ࡢ
� 㐌 1 ᅇ90ࠊ ศࠊ 6 ᅇࠊࡣ࣮ࣝࢢࡢ୧ࡌྠ࣮ࣝࢢ㒊ᒇ⏝࡞␗࡚ࡋ㛫ᖏ

࡚ࡏྜࠊࡢ࣮ࢲ࣮࣮ࣜࣂ࣓ࣥࠋࡓ࠸⏝࡛⨨㓄ࡌྠࡢࡌྠᶵᮦᏊ᳔ࠊࡋᐇ 9
ࡣྡ 1 㔜ᗙࡢ࣮ࢲ࣮ࣜࠊᖍࡢẖᅇྠࡌ⨨ᅛᐃࡢ࣮ࣂ࣓ࣥࠊࡋ╔ᖍ⨨ࡣẖᅇ

FSGࠊPsyGࠊᅇึࠊࡣ᪉㐍ࠋࡓࡗ࠶࡛⏤⮬ ࣜⓗ┠✲◊ࡧ࠾࣮ࢼࢭึ᭱ࠊ

ព᭩㸦ᕳᮎ㈨ᩱྠࠊࡋㄝࡀ࣮ࢲ࣮ 3.㸧ࡢグධồࠊཧຍ⪅ဨྠࡀពࡇ࠸࡚ࡋ

☜ㄆ࣮ࢼࢭ࡚ࡋ㛤ጞࠊࡋ㘓㡢㘓⏬࡚࠸ࡘ㛤ጞࠋࡓࡋ㘓⏬࣓ࣛࢹࣅࡣ

ᙧ㓄⨨ࡓࡋᗙᖍࡢእഃ 2 ࡣ㘓㡢ࠊࡋ⨨タୖ⥺ᑐゅࠊྎ IC ୰ᚰࡢᙧ࣮ࢲ࣮ࢥࣞ

1  ࠋࡓࡋᐇ࡚࠸⨨ྎ
ึᅇ࣮ࢼࢭࡢ㛤ጞᚋ࡛࣮ࣝࢢࠊヰࡢ࣮ࣝࢢࡣࡇࡓ࠸⪺ࡇࡓࡋእ࡛ࡋ㏉࡞ࡉ

㸦࣮ࢼࢭࡢࡇ͆⮬ྛࠊᚋࡢࡑࠊ࠼ఏ࣮ࣝࣝࡢ࣮ࣝࢢ࠺࠸࠸ 6 ᅇ1ࠊ ᭶༙㸧࡛

㛫ࡢṧࠋࡓࡋグධ⚊ㄪᰝࡢᡤᐃࠊ࡚❧ᶆ┠͇࡚ࡗ⤠ࡇ࡞࠺ࡑࡁ࡛ࠊࡇ࠸ࡓ

 ࠋࡓࡗ⾜⩦⦏ࡢయ㦂࣮ࣝࢢࣝࢫ࡞ᚲせࣥࣙࢩ࣮ࢸࣥࣜࡢ࣮ࣝࢢྛࠊࡣ
2 ᅇ┠ 5 ᅇ┠ࡣ PsyGࠊFSG ๓༙ࠊ 70 ศ࣮ࣝࢢࡀయ㦂ࠊᚋ༙ࡢ 20 ศࢢࡣ

➨ࡢᅇ⤊᭱ࠋࡓࡗ⾜グධࡢ⚊ㄪᰝࡍ㛵య㦂࣮ࣝ 6 ᅇࠊࡣ๓༙ 55 ศ࣮ࣝࢢࡀయ

㦂ࠊᚋ༙ࡢ 35 ศࡣ 2㹼5 ᅇ┠ྠᵝࡢㄪᰝ⚊ຍึࠊ࠼ᅇࡓ࡚❧┠ᶆࡢ㐩ᡂᗘࢼࢭ

ㄪࡢࡓࡋᐇ࡚ࡋ⾜ᖹࠊ⚊ㄪᰝࡍ㛵㊊ᗘ‶ࡢཧຍ࣮ࣝࢢࠊ㏉ࡢᅇࡢ࡚ࡍ࣮

ᰝ◊✲ࡢ㉁ၥ⣬グධࠋࡓࡗ⾜ 
 
㸦3㸧ࣥࣙࢩ࣮ࢸࣥࣜࡢ࣮ࣝࢢ 

ձᚰ⌮ຊືⓗ࣮ࣜࣥࣝࢢࡢࣥࣙࢩ࣮ࢸ㸦PsyG㸧 
᪉㸦㕥ᮌ㸪2014㸧࡛ࡍࡍලయⓗࡢ㞟ᅋ⢭⚄⒪ἲࠊࡣ࣮ࢲ࣮ࣜ ᣲࡇ࠸࡚ࡆ␃ព

⾲㸦ࡓࡋ⾜㐍࣮ࣝࢢ࡚ࡋ 2.1.1 ཧ↷㸧⾲ࡢࡇࠊࡋࡔࡓࠋ␃ព࡚ࡋᐇࠊ࡚ࡋࡓࡋ

ᐇ⪅ࡢࡑࠊࡤ࡞␗ࡀᐇ⪅㸭࣮࣮ࣜࢲ㸭ࡢࢺࢫࣆࣛࢭಶᛶ⤒㦂ࡣ࣮ࣝࢢࠊ␗

ᢅࡢࡑࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡌྠࡣⅬ࡛࠺ᢅᚰ⌮ຊື࡚ࡋព␃⾲ࡢࡇࠊࡘࠋ࡞ࡢ࡞

࡞␗࠸ࡣࡑࠊ࡞␗ࡣ┦ᵝᒎ㛤ࡢ࣮ࣝࢢࠊࡓ࡞␗࡚ࡗ⪅ᐇࡣ᪉࠸

➨ࡣࡇ 1 ❶࡛ㄽࡢࡇࡓົࢲ࣮ࣜࡀ⪅➹ࠊ࠼࠸ࡣࠋ࠶࡛࠾ࡓࡌᚰ⌮ຊືⓗ

ࡇ࠶࡛࠺࠸࠺ࡇࡋࠊࡀࡇࡍ♧ࡓࡗ࠶࡛ࡢ࡞࠺ࡢࠊࡀ࣮ࣝࢢ࡞

ᵝࡢ࣮ࣝࢢࡓ࠸⏝᪉ἲ࡞␗ࡣᚑ᮶࠺࠸࣮ࣝࢢࢧᶵ⬟ⓗࡓࠊ࠶ᚲせ࡛ࡑ

➨ࡢᚋࡓࡢࡑࠋ࠺࠶ᚲせ࡛ࡇࡍ♧┦ 3 ⠇࡛ࠊ୧⪅ࡢࡑࠊ࡚࠸ࡘ࣮ࣝࢢࡢ≉ᚩ

 ࠋࡍ♧ᥦ㒊ศⓗᑐヰࡢ୰ࡢࣥࣙࢩࢭ࠼⪄࠸࡚⌧ࡀ
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ึᅇ࣓ࠊ ࠊᚋࡢࡑࠊࡉࣥࣙࢩ࣮ࢸࣥࣜ࠺ࡍヰ⏤⮬ఱ࡛ࡇࡔᾋࡣ࣮ࣂࣥ

⤊ࡢ࡛ 58 ศ㛫ࠊᾋ⏤⮬ࡇࡔヰ࣮ࣝࢢࡍయ㦂ࠋࡓࡗ⾜࡚ࡋ⩦⦏ 
2ᅇࠥ6ᅇࡀ࣮ࢲ࣮ࣜࡣ⡆༢࣮ࣝࢢ࡚ࡋࣥࣙࢩࢡࣛࢺࢫࣥ࡞㛤ጞࠊࡋᡤᐃࡢ㛫ࠊ

 ࠋࡓࡗྜࡋヰ⏤⮬ࡇࡔᾋࡣ࣮ࣂ࣓ࣥ
 

ղᶵ⬟ⓗ࣮ࣝࢢࡓ࠸⏝࣮ࣝࢢࢧ㸦FSG㸧 
ᶵ⬟ⓗ࣓ࠊ࡚࠸࠾࣮ࣝࢢࡓ࠸⏝࣮ࣝࢢࢧ Ⓨࠊࡅഴ⪥Ⓨゝࡢ⪅ࡣ࣮ࣂࣥ

ゝఏ࠼㏉ࡢࡑࠊࡍⓎゝ⮬㌟ࡢయ㦂ࡢఝ࡚ࡇ࠸ぢ࡚ࡅࡘయ㦂Ⓨゝࡀࡇࡍ

ồ࡞␗ࠋࡓయ㦂ࠊࡣ࡚࠸ࡘᡤᐃࡢᡭ⥆࣮ࣝࢢ࡚⤒ࡁᑟධࡢࡑࠋࡓࡉᡭ⥆

➨ࠊࡣࡁ 1 ⾲ࡢ❶ 1.2.2 �ࠋ࠶࡛࠾ࡓࡋ♧

FSG ㏉࠼ఏࠕࠊࣝࢫᇶᮏ࡞ᚲせᙧᡂࡢ͇࣮ࣝࢢࢧᶵ⬟ⓗ͆ᅇึࠊࡣ࣮ࣂ࣓ࣥࡢ

㸧ࠖࡍグ㏙ࢺࢡࣞࣇࣜࠊ௨ୗࡣ࡛❶㸦ᮏࡋ ࣮ࣝࢢࢧᶵ⬟ⓗࠊ࡚ࡗ⾜ඛ⩦⦏ࡢ

⣙ṧࡢ࡛⤊ࠊࡅ࠺ㄝࡢ 15 ศ㛫ࠊᶵ⬟ⓗ࣮ࣝࢢࡓ࠸⏝࣮ࣝࢢࢧయ㦂

ࡢࡁ⥆ᡭࡢ࣮ࣝࢢࢧᶵ⬟ⓗࠊࡣࠖࢺࢡࣞࣇࣜࠕࠋࡓࡗ⾜࡚ࡋ⩦⦏ 3 ࢫࠊࢸࢫࡢࡘ

ࢸ 1. ┦ᡭࡢⓎゝࢸࢫࠊྲྀࡅཷࡢ࠶ࡢ 2. ┦ᡭࡢⓎゝࠊ⮬㌟ࡢయ㦂

ఝࡇࡓぢࡀ࡞ࡘ࡚ࡅࡘ㸭ࢸࢫࠊ࡞࣮ࣝࢢࢧ 3. ⮬ศࡢయ㦂ࡢ୰㐪࠸

ࢸࢫࡢึ᭱ࡢࠊࡍ⾲࡛࣮ࣝࢢࡑࠊࡅࡘぢ 1 2ࠋ࠶࡛ ᅇ┠௨㝆࣮ࣝࢢࠊࡣ

ࡤὀ㸯ࠖࢢࣥࣜࢱࣥࢭࠕ㛤ጞࡢయ㦂 SCT ᶵ⬟ⓗ࡚ࡗ⾜ࢬࢧࢧࢡࡢ

 ࠋࡓࡗ⾜᥈ồసᴗࡢᚰࡓ࠸⏝࣮ࣝࢢࢧ
͆ࠊ㐍⾜୰ࡢయ㦂࣮ࣝࢢࡣ࣮ࢲ࣮ࣜ ᶵ⬟ⓗࡀ͇࣮ࣝࢢࢧᙧᡂ࣭⥔ᣢ᭱ࡇࡉ

㝈ࡢὀពᡶࣜࠊ࠸ 㧗ࡀᙇ⥭Ᏻỿ㯲࠸㛗ࠊ࠸࡞⾜㐺ษࡀࢺࢡࣞࣇ

⏺ୡࡢ㸭here and now࡛ࠖࡇࡇࠊࠕࠊࡀ࣮ࣂ࣓ࣥࡓࠋࡓࡗ⾜ධ㏿ࡣࡓࡗ

࠸࡚ዣᚰᏳ㞧ᛕࠊࡓࡗ࠶࡛✵ࡢୖࡇࡀ⾲ࡤ࠼ࡓࠊ࠸࡚㞳

ゝືࠊ࡞ࡓࡗ࠶ࡀ㌟యࡣ≀⌮ⓗࠊ࡚࠸ࡇࡇᚰࡢࠊࡎ࠶ࡇࡇࡣ≧ែ࠶ᛮ

ࡢࡑࠕࠊࡓ⾜ࡀㄝࡢయ㦂ࡃ࡞ࡣ᥈ồ࡛ࡢయ㦂ࡢ࡛ࠖࡇࡇࠊࠕࡣ࠸࠶ࠊࡓ

࡛ࡇࡑࠊ㸭there and thenࠖࡢయ㦂ࡀㄒࡓࠊ࡞㐺ᐅࡑᣦࠊࡋゎᾘࡍ

ධࠋࡓࡗ⾜ 
 

ձ ࠋ⤊ࡓࡁࡀ㛫ࠊࡌࡣᐃ࣮ࣝࢢ

ղ ࠋࡅ⥆ぢࠊࡁ⫈ࡃࠊࡋほᐹయ࣮ࣝࢢ

ճ ఱ࣮ࣝࢢࡀ㉳ࡢࡑࠋ࠼⪄࠸࡚ࡁ㝿ࠊ௬ㄝࡘ�ࡣ௨ୖࡢࡑࠋ࡚ࡓ௬ㄝ
ࠋࡅ⥆ࡋド᳨ࡗࡎ㛫୰ࡢ࣮ࣝࢢ

մ ⮬ศࡀఱឤࡃ▷࡚࠸ࡘ࠸࡚ࡌ㏙࣮ࣝࢢࡓࠋయ࡞ࡀ✵Ẽ
ᨭ㓄ࠋࡍࢺ࣓ࣥࢥࡃ▷࡚࠸ࡘࡢ࠸࡚ࡉ

յ ࠋ࠸࡞ࡆୖ┒࣮ࣝࢢ

⾲2.1.1 㞟ᅋ⢭⚄⒪ἲࡢ⒪⪅ࡢᙺ㸦㕥ᮌ��2014ࡀ⪅➹సᡂ㸧
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㸦4㸧ㄪᰝ⚊ࡢᵓᡂ 
� ➨ 2 ᅇ➨ 6 ᅇࣥࣙࢩࢭྛࡢ⤊ᚋグධồࡓㄪᰝ⚊௨ୗࠋࡍ♧ 
 

ձᇶᗏⓗᐃᑻᗘ㸦ᒸᓥ㸪2008㸧 
Bion㸦1961㸧ྵᗄேࡢ⪅✲◊ࡢ⌮ㄽⓗࡘ⮫ᗋⓗ◊✲ᇶ࡙࡚࠸ᒸᓥ㸦2008㸧ࡀ

సᡂࡓࡋᇶᗏⓗᐃᑻᗘ㸦32 㡯┠5ࠊ ௳ἲ㸧ࡀ⪅➹ࠊࡕ࠺ࡢᅇ࣮ࣝࢢࡢ㐺ྜࡍ

࠶ࡀつᐃ᪉ࡢⓎゝࡕ࡞ࡍࠊ࠺ FSG ᛮ࠸ప࡚ࡁࡀฟ⌧ྍ⬟ᛶࠊ࡚ࡋ៖⪄

ࡓ 3 㡯┠㝖እࡓࡋ 29 㡯┠⏝ࠋࡓࡋᑻᗘࠕࡣWork సᴗ㸦7 㡯┠㸧ࠖࠕ Fight 㜚த

㸦8 㡯┠㸧ࠖࠕDependency ౫Ꮡ㸦6 㡯┠㸧ࠖࠕParing 㸦4 㡯┠㸧ࠖࠕFlight ㏨㑊㸦4 㡯┠㸧ࠖ

ࡢ 5 ࡋ㡯┠ᩘ࡛㝖࡚ồィᚓⅬྜࡢ┠㡯ࡈᅉᏊࡣ᥇Ⅼࠋࡓ࠸࡚ࡉᅉᏊ࡛ᵓᡂࡢࡘ

࡚ᖹᆒ್⟬ฟࡀ್ࠊࡋྛ࠸ࡁᅉᏊࡢᚰᛶ࡚࠸࠾࣮ࣝࢢࡀ㧗ࠋࡍ࡞࠸ 
� ᑦࠊᮏᑻᗘࡢ⏝ࡧ࠾ᨵᐃࡢࡑࠊࡣ࡚࠸ࡘチྍồ᭩㠃సᡂ⪅ᥦ♧࡚ࡋチྍ

 ࠋࡓᚓ
 

ղᶵ⬟ⓗ࣮ࣝࢢࢧᑻᗘ㸦O’Neill, Agazarian, Ladden & Carter, 1997㸧 
ͤFSG࡛ࡢ�⏝ࠋ 

� O̓Neill et al.㸦1997㸧సᡂࡀ⪅➹ࠊࡢࡓࡉཎⴭࡢ➹㢌ⴭ⪅ SCTRI
㸦Systems-Centered Training & Research Institute㸧ദࡢᖺḟ࡚ࣥ࠸࠾ࢫࣥࣞࣇ

ཱྀ㢌࡛┤᥋チྍᚓ࡚᪥ᮏㄒヂ࡚ࡋ⏝ࠋࡓࡋ᪥ᮏㄒヂ㝿ࢩ࣮ࣞࢫࣥࣛࢺ࣭ࢡࣂࠊࡋ

ࡘ⬟ሓࡀⱥㄒࠊࡀ࠸࡞࠸࡚ࡋࡣࣥࣙ SCT ᪥ᮏㄒヂ᪥ᮏே࠶ࡢ㦂⤒ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࡢ

᳨ウࠊࡋ⩻ヂࡀጇᙜ࡛ྜ࠶ពࡓࠋ࠸࡚ࡋⱥㄒ∧ࡢཎᑻᗘࠊࡀࡢࡢࡑಙ㢗ᛶጇᙜ

ᛶ᳨ࡢウࡋࡋࠊࡎ࠾࡚ࡉ࡞ࡀ SCTRI ⌮࠺࠸࠸࡚࠸⏝୰࡛ࡢ✲◊ࡓࡋᢎㄆࡀ

 ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋࡣウ᳨ࡢጇᙜᛶಙ㢗ᛶࠊ࡚࠸࠾⏝ࡢ∧᪥ᮏㄒࠊ⏤
㉁ၥࠕࡣ࡞࠺ࡌྠࡓ࡞࠶ࠊࡀ࣮ࣂ࣓ࣥࡢయ㦂࠸࡚ࡋ⥴୍ឤࡓࡌ ࣓ࡢࠖࠕ

ࡓࡌឤࡓࡃ࡚ࡗࡀ࡞ࡘࡓ࡞࠶ࡀ࣮ࣂࣥ ࡓࡌឤ࠸ࡓࡀ࡞ࡘ࣮ࣂ࣓ࣥࡢࠖࠕ ࢧࠖࠕ

ࡢࠖࡓࡗຍ࣮ࣝࢢ 4 㡯┠࡛ᵓᡂ4ࠕࠖࡓࡗ࡞ࡃࡓࡗ :0ࠕࠊࡉ: 㠀ᖖ

ࡢࠖࡓࡗ࠶ࡃ 5 ௳ἲ࡛ᅇ⟅ồྜࠊィᚓⅬࡢ⠊ᅖࡣ 0㹼16 Ⅼ࡛ࠋ࠶㧗ᚓⅬࡢ᪉ࡀ

͆ᶵ⬟ⓗࡀ͇࣮ࣝࢢࢧᙧᡂࠋࡍ࡞ࡓ࠸࡚ࡉ 
 

 㸦ᒸᓥ㸪2008㸧ࢺࢫࢸࢡࣜࢺ࣓ࢩࢯ߉
� ࡍㄡ࡛ࡣேࡓࡌឤ࠸࡞ྜࡀẼ≉ࠕ ࡌឤࡀ࡚࠸࠾ࣥࣙࢩࢭࡢᅇࠖࠕ

࠺࠸ࠖࡍㄡ࡛ࡣேࡓ 2 ࡞࠸ࠕࡣሙྜ࠸࡞࠸ࠊグධ๓ྡࡢேࡍヱᙜࠊࡋᑐ㉁ၥࡢࡘ

࠸ ࡣ࣮ࣂ࣓ࣥࡓࡉ㑅ᢥ࡚࠸࠾┠㡯ࡢࡇ࣮ࣂ࣓ࣥࡢࠊࡣ㞟ィࠋグධۑࠖ 1 㡯

ࡁࡘ┠ 1 Ⅼ᭱ࠊ࠼ᚓⅬࡢ㧗ࠋࡍࢺ࣮ࢦ࣮ࢣࢫ࣮ࣂ࣓ࣥ࠸ 
� ᑦࠊᮏᑻᗘࡢ⏝ࡢࡑࠊࡣ࡚࠸ࡘチྍồ᭩㠃సᡂ⪅ᥦ♧࡚ࡋチྍᚓࠋࡓ 
 

մᮏ᪥ࡢ㏉ 
ձ㹼߉グධࡓࡋෆᐜ㏉ࠊࡀ࡞ᮏ᪥ࡢ࡚࠸ࡘ࣮ࣝࢢࡢ㏉⮬⏤グ

㏙࡛グ㍕ࠋ 
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յ࣮ࢼࢭ㸦 6 ᅇ㸧ࡢ㏉� ͤ➨ 6 ᅇ⤊ࡢ 
� ึᅇࡓ࡚ࡓ┠ᶆࡢ㐩ᡂᗘࡢ࣮ࢼࢭࠊ‶㊊ᗘ࡚࠸ࡘࡒࡑ⮬⏤グ㏙ࢸࣥࢭ࣮ࣃ

㸦್᭱ࢪ࣮ 100%㸧グධࡓࠋմྠᵝ࣮ࢼࢭࠊᅇࡢ࡚࠸ࡘ㏉⮬⏤グ

㏙࡛グ㍕ࠋ 
 

㸦5㸧⌮ⓗ㓄៖ 
� ཧຍ⪅ࡢເ㞟ࡢࡑࡣ࣮ࢼࢭࠊࡓ࠶㛤ദࡀ◊✲┠ⓗ࡛࠶グ㘓ㄪᰝᐇࡇࡍ

ཧຍࠊࡇ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡍಖドᡂᯝࡀࡍࡊୖྥࡢຊ⬟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗࢥᑐேࠊ

ᕼᮃ⪅࣮ࣝࣗࢪࢣࢫࡢㄪᩚ࣮ࣝࢢ࡚ࡋᙧᡂࠊࡓࡍཧຍࡢᕼᮃ࠸࡞࠼ࡑሙྜࡀ

㸦ᕳᮎ㈨ᩱࡓࡋ▱࿘࡚ࡋグ㍕ࢩࣛࢳࡢເ㞟ࡇ࠶ 1.㸧ࠋ 
41 ⬟ཧຍྍࡓࡋグ㍕ࡀ⪅ᛂເࠊࡀ࡞ࡋ៖⪄ࢫࣥࣛࣂࡢᛶูࠊᏛᖺࠊ࠶ࡀᛂເࡢྡ

16ࠊࡋㄪᩚ࣮ࣝࣗࢪࢣࢫࡀ⪅➹࡚࠸ᇶ࡙࣮ࣝࣗࢪࢣࢫ ࡑࠋࡓࡋ㑅ᢥ࡚ࡋ⪅ཧຍྡ

ࡢ㛫ᖏ࡞⬟ྍ⏝ࡢ㒊ᒇࡍᐇ࣮ࢼࢭࠊഛ‽ࡢ➼ᶵᮦࡢᐇᙜ᪥࣮ࢼࢭࠊ㝿ࡢ

㛵ಀ࡛2ࠊ ࢪࢣࢫࡢ⪅ཧຍணᐃࡢࡑࠊ࠶ࡀᚲせࡍᐇ࡚ࡅ⥆᪥ྠࠊࡣ࣮ࣝࢢࡢࡘ

ࡢ᭶᭙᪥ࠊࡀ㛫ᖏࡓ࠸ࡘࡀ㒔ྜ࡛࠸ྜࡡවࡢ࣮ࣝࣗ 4 ㅮ┠ 5 ㅮ┠࡛ࡢࡕࠋࡓࡗ࠶

㛫ᖏ࡛ PsyG  FSG ࡇࠋࡓᙜ࡚ࡀ⪅ⴭࡃ࡞ࡣ⏤⌮࡞ẁ≉ࠊࡣ࡚࠸ࡘࡍᐇ

ྛࠊ㑅ᢥࡢ࣮ࣂཧຍ࣓ࣥ 㛫ᖏࡢ࣮ࣝࢢࡢᙜ࡚ࡇࡇࠊࡣグࠊ࠾ࡓࡋཧ

ຍ⪅㒊ᒇࡢ⏝ࠊ➼࣮ࣝࣗࢪࢣࢫ≀⌮ⓗ࡞せᅉ࡞ࢲࣥࣛᙜ࡚࡛⾜ࠊࡀࡓࡗ◊✲⪅

࡞ࡁ㝖࡛ࡣᛶ⬟ྍࡓ࠸࡚ࡗࡀࢫࣂࡢ➼ఱࠊࡓࡓࡋ᥋ᐇ┤ࡀ⪅➹࠶࡛

ࡢ᭶᭙᪥ᯝⓗ⤖ࠊࡣ⏕Ꮫࡓࡋ㑅ᢥ࡚ࡋ⪅ཧຍࡓࠋ࠸ 4 ㅮ┠ࡣࡃࡋ 5 ㅮ┠ᒚಟ⛉

ࡓ࠸࡚ࡗࡀࢫࣂࡢ➼ఱᵓᡂࡢ࣮ࣝࢢࠊࡇ࠺࠸ࡓࡗ࠶࡛⏕Ꮫ࠸࡞ࡀ┠

ྍ⬟ᛶࡣ㝖࡛ࠋ࠸࡞ࡁ 
㑅ᢥ⤖ᯝ㛵ࠊࡣ࡚ࡋᛂເ⪅ဨ࡛࣮࣓ࣝ㐃⤡ࠊࡍཧຍ⪅࡚ࡋ㑅ᢥࡓࡋ 16

࣓࡚ࡏ࠶ࠊ᪨࠸ࡓ࠸࡚ධ⤡㐃⪅➹ࡣ㝿ࡍᕼᮃ㎡㏥ࡢཧຍࠊࡣ࡚࠸ࡘྡ

ᕳᮎ㈨ᩱࡣ᭩ᩥ࣮࣓ࣝࡓࡋ㸦㏦ಙࡓࡋグ㍕࣮ࣝ 2-1.ࠥ2-3.㸧ࡢ࣮ࣝࢢࠋཧຍ⪅ᑐ࡚ࡋ

࡚ࡋ⏝ࡢⓗ┠✲◊ࡣሗ✀ྛࡓᚓ࡛࣮ࢼࢭࠊࡋㄝⓗ┠ࡢ✲◊ᅇ㛤ጞึࡣ

ಶேሗࡢಖㆤࡣᮇ࣮ࢼࢭࠊࡇࡍཧຍ୰ࡢゝື࣮ࢼࢭࠊཧຍᡂᯝࡢ

㧗పࠊࡀᏛ࡛ࡢᡂ⦼ホ౯ຮᏛᙳ㡪୍ࡣࡇࡍษࡇ࠸࡞グྠࡓࡋព᭩㸦ᕳᮎ㈨

ᩱ 3.㸧ᥦ♧ྡ⨬࡚ࡋồྠࠊ ពᚓ࣮ࢼࢭ࡛ୖࡓᐇྠࡓࡉྡ⨬ࠋࡓࡋព᭩ࡣཎ

ᮏࡀ⪅➹ಖ⟶࣮ࢼࢭ࣮ࣆࢥࠊࡋཧຍ⪅᥍࡚ࡋ࠼Ώࠋࡓࡋ 
 
 

➨ 2 ⠇� ᶵ⬟ⓗ࣮ࣝࢢࢧᚰ⌮ຊືⓗࡢ࣮ࣝࢢ࡞ᐇ⤖ᯝẚ㍑᳨ウ 
 
� PsyG ࡣ࣮ࣂ࣓ࣥࡢ 8 ྡဨࡀ 6 ᅇฟᖍ୍ࠋࡓࡋ᪉ FSG ➨ࡣᩘ⪅ཧຍࠊࡣ࡛ 1 ᅇ

➨ 6 ᅇ࡛ 8ࠊ7ࠊ7ࠊ5ࠊ6ࠊ6 ⾲㸦ࡓࡋ⛣᥎ྡ 2.2.1㸧ࠋ 
 
�
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➨ 1 㡯� Bion㸦1961㸧ࠕࡢᇶᗏⓗᐃࠖࡢほⅬ᳨ࡢド 
 
1. ⤖ᯝ 
ㄪᰝ⚊ࡢศᯒࡣ IBM SPSS Statistics 23 ࠋࡓࡗ⾜࡚࠸⏝ 

� ึࠊࡣࢺࢫࢸࢡࣜࢺ࣓ࢩࢯ ᅇࠊࡢ㉁ၥࡢヱᙜ⪅グධࡓࡋཧຍ⪅ࠊࡀPsyG ࡛ 3 ࠊྡ

FSG ࡛ 1 ࡁ㞟࡛ࡀࢱ࣮ࢹ㊊ศᯒࠊࡃ࡞ࡀグධࡢ⪅ヱᙜࡣᅇ࡛ࡢᚋࡢࡑࠊࡀࡓࡗ࠶ྡ

 ࠋࡓࡋ㝖እศᯒࠊࡓࡓࡗ࡞
 
㸦1㸧 ᇶᗏⓗᐃᑻᗘ㸦ᒸᓥ㸪2008㸧࣮ࣝࢢࡓ࠸⏝ᚰᛶ᳨ࡢド 

� ᇶᗏⓗᐃᑻᗘ㸦ᒸᓥ㸪2008㸧ࡀ⪅➹ࠊࡣ 3 㡯┠㝖እࡢࡑࠊࡀࡓ࠸⏝࡚ࡋᅉᏊᵓ㐀ࡢ

ಙ㢗ᛶ᳨ウࡣࡍᮏ◊✲ࡢ◊✲༠ຊ⪅ᩘࡀ༑ศ࡛ࠊࡓࡓࡗ࡞ཎ∧ࡢᅉᏊᵓ㐀ࡢ

 ࠋࡓࡗ⾜ศᯒ
➨2ᅇ6➨ᅇྛࡢᅇࡅ࠾PsyGFSG࣮ࣝࢢࡢᚰᛶࡢᚓⅬᅗ2.2.1ࠋࡍ♧ 

�*\3V�Յं พ ָ೧ � � � � � � ܯਕݺ
3�  � � � � � � � �
3� ঃ � � � � � � � �
3� ঃ � � � � � � � �
3�  � � � � � � � �
3� ঃ � � � � � � � �
3� ঃ � � � � � � � �
3�  � � � � � � � �
3� ঃ � � � � � � � �

ܯՅਕ਼ � � � � � �

�*)6�Յं พ ָ೧ � � � � � � ܯਕݺ
)� ঃ � � � � � � � �
)�  � � � � � � � �
)�  � � � � � � � �
)�  � � � � � � � �
)� ঃ � � � � � � � �
)� ঃ � � � � � � � �
)� ঃ � � � � � � � �
)� ঃ � � � � � � � �

ܯՅਕ਼ � � � � � �

ιϝψʖʀιρεϥϱյ
න������ιϝψʖՅয়ڱ

ιϝψʖʀιρεϥϱյ
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� ᚓⅬࡢᚰᛶ࣮ࣝࢢࠊᐇᅇ࡛ࡢ࣮ࣝࢢࠊࡧ࠾࠸㐪ࡢࣥࣙࢩ࣮ࢸࣥࣜࡢ࣮ࣝࢢ

ᐇࡢ࣮ࣝࢢࣥࣙࢩ࣮ࢸࣥࣜࡢ࣮ࣝࢢࠊࡓࡍド᳨࠺࠶ࡀᕪ

ᅇᅛᐃኚᩘ࣮ࣝࢢྛࠊᚰᛶࡢᚓⅬኚ㔞ኚᩘ࡚ࡋ⥺ᙧΰྜࣔࣝࢹ㐺⏝࡚ࡋศᯒ

 ࠋࡓࡗ⾜
FSGࠊ࡚࠸࠾సᴗᚰᛶࠊࡋ㛵࠸㐪ࡢࣥࣙࢩ࣮ࢸࣥࣜࡢ࣮ࣝࢢࠊᯝ⤖ࡢࡑ ᖹᆒࡢ

ᚓⅬࡀ PsyG ➨ᖹᆒᚓⅬࡢ 3 ᅇ(FSG㸫PsyG=.84, 95%CIࠝ.21, 1.48ࠞ, p<.01)➨ 5
ᅇ(FSG㸫PsyG=.62, 95%CIࠝ.01, 1.22 ,ࠞ p<.05)࡛᭷ព㧗୍ࠋࡓࡗ᪉ࠊ➨ 2 ᅇ➨ 6 ᅇ

ࡢࡢ࠸࡞ࡣ᭷ព࡛ࠊࡣ࡛ PsyG ࡀᚓⅬࡢసᴗᚰᛶࡢ FSG ࠸࠾ᚰᛶࠋࡓࡗ㧗

PsyGࠊࡣ࡚ ࡀᖹᆒᚓⅬࡢ FSG ➨ᖹᆒᚓⅬࡢ 2 ᅇ࡛(PsyG㸫FSG=1.43, 95%CIࠝ .51, 
2.35 ,ࠞ p<.01)᭷ព㧗ࡢࡑࠋࡓࡗࡢᅇࠊࡣ➨ 6 ᅇ࡛ PsyG ࡀ᪉ࡢ FSG ࡇ࠸ప

PsyGࠊࡢࡢ࠸࡞ࡣ᭷ព࡛ィⓗ⤫ࠊࡁ㝖 ࡀ್ࡢ FSG  ࠋࡓ࠸࡚ࡋ⛣᥎್࡛ࡢಸࡢ
� FSGࠊ࡚࠸࠾సᴗᚰᛶࠊࡣ࡚ࡋ㛵ᐇᅇࡢ࣮ࣝࢢ ➨ࡢ࡛ 3 ᅇࡢᖹᆒᚓⅬࡀࡍࡢ

➨ࠊࡃ㧗ᖹᆒⅬࡢᅇࡢ࡚ 2 ᅇ(#3㸫#2=.61, 95%CIࠝ .04, 1.18 ,ࠞ p<.05)ࠊ➨ 4 ᅇ(#3
㸫#4=.57, 95%CIࠝ.01, 1.13ࠞ, p<.05)ࠊ➨ 6 ᅇ(#3㸫#6=.56, 95%CIࠝ.02, 1.10ࠞ, p<.05)࡛
᭷ព㧗ࠋࡓࡗ㜚தᚰᛶࠊࡣ࡚࠸࠾PsyG ➨ࡢ࡛ 3 ᅇࡢᖹᆒᚓⅬࡀ➨ 5 ᅇࡢᖹᆒᚓⅬ

FSGࠊࡃ㧗᭷ព(3㸫#5=.36, 95%CIࠝ.02, .70ࠞ, p<.05#) ➨ࡢ࡛ 3 ᅇࡢᖹᆒᚓⅬࡀ➨

6 ᅇࡢᖹᆒᚓⅬ(#3㸫#6=.40, 95%CIࠝ.00, .79ࠞ, p<.05)᭷ព㧗ࠋࡓࡗ౫Ꮡᚰᛶ

PsyGࠊࡣ࡚࠸࠾ ➨ࡢ࡛ 2 ᅇࡢᖹᆒᚓⅬࠊࡀ➨ 3 ᅇ(#2㸫#3=.67, 95%CIࠝ .13, 1.20 ,ࠞ p<.01)
➨ 6 ᅇ(#2㸫#6=.65, 95%CIࠝ .11, 1.18 ,ࠞ p<.01)➨ 5 ᅇ(#2㸫#5=.60, 95%CIࠝ .07, 1.14 ,ࠞ 
p<.05)ࡢᖹᆒᚓⅬ᭷ព㧗ࠋࡓࡗᚰᛶࠊࡣ࡚࠸࠾PsyG ➨ࡢ࡛ 2 ᅇࡢᖹᆒᚓ

Ⅼࡀࡢ࡚ࡍࡢᅇࡢᖹᆒᚓⅬ᭷ព㧗ࠊࡀࡓࡗᚓⅬ⮬యࠊࡣ➨ 3 ᅇ(#2㸫#3=.97, 
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95%CIࠝ.39, 1.55ࠞ, p<.01)ࠊ➨ 4 ᅇ(#2㸫#4=1.06, 95%CIࠝ.49, 1.64ࠞ, p<.01)ࠊ➨ 5 ᅇ(#2
㸫#5=1.06, 95%CIࠝ .49, 1.64 ,ࠞ p<.01)ࠊ➨ 6 ᅇ(#2㸫#6=1.63, 95%CIࠝ 1.05, 2.20 ,ࠞ p<.01)
➨ࡓࠋࡓ࠸࡚ࡗࡀୗࡈ࠺㏣ᅇ 3 ᅇࡢᖹᆒᚓⅬࡣ➨ 6 ᅇࡢᖹᆒᚓⅬ3#)㸫
#6=.66, 95%CIࠝ.08, 1.23ࠞ, p<.05)᭷ព㧗ࠋࡓࡗ 
 
㸦2㸧 ƫ ⬟ⓗ࣮ࣝࢢࢧᑻᗘసᴗᚰᛶࡢ┦㛵 

� FSG ᅗ⛣᥎ࡢᚓⅬ࣮ࣝࢢࢧᶵ⬟ⓗࡅ࠾ 2.2.2 ᅗ⛣᥎ࡢసᴗᚰᛶᚓⅬࠊ

2.2.3 FSGࠋࡍ♧ ƫࠊ࡚࠸࠾ ⬟ⓗࡢ࣮ࣝࢢࢧᚓⅬసᴗᚰᛶᚓⅬࡢ㛫࠺ࡢ

᭷ࠊࡇࡓࡋฟ⟭㛵ಀᩘ┦⋠✚ࡢࣥࢯࣆࠊࡓࡍド᳨ࡢࡍᏑᅾࡀ㛵ಀᛶ࡞

ព࡞ṇࡢ┦㛵㛵ಀࡀㄆࡓ㸦r=0.97, p<.01㸧ࠋᩓᕸᅗᅗ 2.2.4  ࠋࡍ♧

 

 
 

㸦3㸧┠ᶆ㐩ᡂᗘ࣮ࢼࢭ‶㊊ᗘ 
� ➨࣮ࢼࢭ 6 ᅇ㸦᭱⤊ᅇ㸧࡛ ᐇࢼࢭࡓࡋ 㸦࣮ 6 ᅇ㸧ࡢ㏉グ㍕ࡓࡉ┠ᶆ㐩

ᡂᗘࡢᖹᆒ್ࡣPsyGࠊ57.5%ࡀFSG࣮ࢼࢭࠊ71.9%ࡀ‶㊊ᗘࡢᖹᆒ್ࡣPsyGࠊ71.3%ࡀ

FSG ࡀ ࡎ࠸83.8%࡛ FSG ࡀ᪉ࡢ PsyG ᕪィⓗ⤫ᖹᆒ್ࡢࡇࠋࡓࡗ㧗

ࠊᶆ㐩ᡂᗘ㸦t(14)=1.68㸧┠ࠊᯝ⤖ࡓࡗ⾜㹲᳨ᐃ࠸࡞ࡢᑐᛂࡓࡍド᳨࠺࠶ࡀ
 ࠋࡓࡗ࡞ㄆࡣᕪ࡞᭷ពࡎ࠸ࡢ㊊ᗘ(t(14)=1.62)‶࣮ࢼࢭ
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2. ⪃ᐹ 
㸦1㸧ᚰᛶ౫Ꮡᚰᛶ࡚࠸ࡘ�  
ࡣᚓⅬࡢᚰᛶ FSG PsyGࠊࡃప࡚ࡋ㈏୍ࡣ࡛ ➨ࡣ 2 ᅇ࡛ FSG ࠋࡓࡗ㧗᭷ព

ࡇࡢࡇ PsyG ➨࠶ᐇ㉁ึᅇ࡛ࡢయ㦂࣮ࣝࢢࠊࡣ࡛ 2 ᅇࡕ࡞ࡍࠊጞࡤࡓࡗ

ࠊ୰ࡢἣ≦ᛮ࠶ඃໃ࡛ࡀᏳࠊ࠺࠸࣮ࣝࢢࡢ Ᏻ࡞ⓗ୍࡛ࡇస

ᚰឤᚓ࡚ࠊⴱ⸨ࡀ⾲㠃࠺࠸࡞ࡋ㜵⾨࠸࡚ࡋ≧ែࡀ FSG ࡉ ᥎ࡓࡗ࠶ඃໃ࡛

 ࠋࡓ
ࡓ PsyG ➨ࠊࡣᚓⅬࡢᚰᛶࡢ 2 ᅇࡀࡢ࡚ࡍࡢᅇ᭷ព㧗ࡑࠋࡓࡗ

PsyGࠊ࠼ຍ ➨ࡢ 2 ᅇࡢ౫ᏑᚰᛶࡢᚓⅬࠊࡀࡢ࡚ࡍࡢᅇ㧗ࡘࠊࡃ➨ 4 ᅇ㝖

ࠊࡃ㧗᭷ព࡚࠸ ࣮ࣂ࣓ࣥࡢศ௨እ⮬࣮ࢲ࣮ࣜࡣ࠸࠶ࠊࡍ౫Ꮡ࠸࡚ࡗస

ఱ➼౫Ꮡࠊࡇࡍⴱ⸨ᅇ㑊࠼࠸ࡣࠋࡓ࠼ࡀ࠺ࡀࡇࡓ࠸࡚ࡋ PsyG ࡢ

ᚰᛶᚓⅬ᭱ࡣ㧗࠸➨ 2 ᅇᚎࠎୗࠊࡀ➨ 6 ᅇ࡛᭱ࡣప࣮ࣝࢢࠊ࠾࡚ࡗ࡞ࡃ

 ࠋࡓ࠼⪄ࡓࡗ࠸࡚ࡉゎᾘࡣ⾨㜵ࡢ࡚ࡘ㐍ࡀࢫࢭࣟࡢ
 
㸦2㸧 సᴗᚰᛶࡧ࠾ᚰࡢ᥈ồసᴗ࡚࠸ࡘ 

� ḟసᴗᚰᛶ࡚࠸࠾ FSG ➨ࠊࡀᚓⅬࡢ 3 ᅇࠊ➨ 5 ᅇ࡚࠸࠾ PsyG ࠸㧗᭷ព

ᙧᘧࠖࡢㄒࠕ࠺࠸ㄒ࡚ࡋᙧᡂ͇࣮ࣝࢢࢧᶵ⬟ⓗ͆ࡣࡇࠊࡀ࠶ᯝ࡛⤖࠺࠸

ࡣࡇࡢࡇࠋࡓ࠼⪄ࡓ࠸࡚ࡋᙳ㡪ࡀ FSG ࣝࢢࢧᶵ⬟ⓗ⛣᥎ࡢసᴗᚰᛶࡅ࠾

 ࠋࡓࡉ၀♧ࡇࡓࡗ࠶ࡀ㛵┦ࡢṇ࠸㧗࡚ᴟࡀ⛣᥎ࡢᚓⅬࡢ࣮
� ୍᪉࣮ࣂ࣓ࣥࠊ⮬㌟ࡢព㆑ⓗ࡞య㦂ࠊࡣ࡚ࡋ┠ᶆ㐩ᡂᗘࡢ࣮ࢼࢭ‶㊊ᗘࡣ

FSGࡢ᪉ࡀPsyGࡣࢪ࣮ࢸࣥࢭ࣮ࣃ㧗ࡢࡑࠊࡢࡢࡓࡗᕪࡣ⤫ィⓗ᭷ព࡛ࠊࡃ࡞ࡣ

FSG ࡘ୍ࡢࡑࠋࡓࡗ࡞࠼࠸ᴫ୍࠸࡚ࡉయ㦂ࡔ㐍ࡀ᥈ồసᴗࡢᚰࡀ᪉ࡢ

FSGࠊ࡚ࡋせᅉࡢ ㄒࠕ࡞␗ࡣ᪉ㄒࡢ㏻ᖖࠊ࠺࠸࣮ࣝࢢࢧᶵ⬟ⓗ࡚࠸࠾

ᙧᘧࡢ ࠊࡉከࡢ⪅Ḟᖍ࠼⪄ࡓ࠸࡚ࡗ㛵ࡇࡢࡑࠊࡉࡋ㞴ࡢࡇࡅ㌟ࠖ

ᚓⅬࡢసᴗᚰᛶࡣࡇࠋࡉ ᥎ࡀࡇࡓࡗ࠶ࡀࡉᏳᐃࡢ࣮ࣝࢢࡍ㉳ᅉࡑ

➨ࡢᐇ㉁ึᅇࡢ࣮ࣝࢢࠊࡢࡢࡓࡗ࡞ࡣ᭷ព࡛ࠊࡀ 2 ᅇ᭱ࠊ⤊ᅇࡢ➨ 6 ᅇ࡚࠸࠾

PsyG ࡀ᪉ࡢ FSG ࢼࢭࠊࡣ࡚ࡋせᅉࡢࡘ୍࠺ࠋ࠼ࡀ࠺ࡇࡓࡗ㧗

࣮ເ㞟࡞ࡇ͆ࢩࣛࢳࡢேເ㞟͇࡚ࡋグ㍕ࠕࡓࡋே࠸ࡓ࠸࠶ࡁࡘࡃ࠺ࡗ ⮬ࠖࠕ

ศ࡞࡚ࡗே࠸ࡓ▱ ࠸ࡓ࡞࠺ࡁゎ࡛⌮ࡗࡇࡢேࠖࠕ ⥴୍ேࠖࠕ

࠺࠸ࠖ࠸ࡓ࠸ࡃࡋศ⮬ࡀ࡞࠸ 4 ࡓ࠸࡚ࡋᙳ㡪ࡀࡇࡓࡋᮇᚅࡀ⪅ཧຍࡇࡢࡘ

ྍ⬟ᛶึࠊࡕ࡞ࡍࠋ࠶ࡀ ᅇࡀ࣮ࣂ࣓ࣥྛタᐃࡓࡋ┠ᶆࠕࡣ⮬ศ┦ᡭࡢ୧⪅ࡢẼᣢࡕ

ࡍάே㛫㛵ಀࡢᚋࠊ࡚ࡋゎ⌮ ࡃࡍᡭ┦ពぢࡓࡋࡗࡋࡢศ⮬ࠖࠕ

ఏ࠼ ࡇࡍゝⴥࡢࡑࡇࡓࡗᛮ࠸ࡓ࠼ఏࡎࡏࡌ࠾≀ࠊ࡚࠸୰ࡢໃࠖࠕ

 ࣓ࠊ⤌ྲྀ࠺࡛࣮ࣝࢢලయⓗ࡚ࡗྥᶆ┠ࡢࡑࠊࡀࡓࡗ࠶࡛ࠖ࡞ ࡛࣮ࣂࣥ

ࠊࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗࢥ࡞ⓗ࡛άⓎ♫୍⯡࡛ồ♫ࠊࡣࡇࡓࡋᐃࡀ⏕Ꮫ࠶

SCT ࡢヰ࡚ࡋࡑࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗࡔࡇ᪉࡛ㄒ࠶ࡆጉ᥈ồࡢᚰࡤ࠼࠸࡛࠼⪄ࡢ

ᙧᘧࠊෆᐜつᐃࡓࡗ࡞ࡋ PsyG ㄒࡓࡗྥ᪉࡛┠ᶆࡔࡋぶ័࡛ࡇࠊࡣ࡛

࡚ࡋᑐࡑࠊࡀࡓࡁ࡛ࡀࡇ FSG ࢩ࣮ࢣࢽࣗࢥ࡞㐺ᛂⓗࡣⓗ⯡୍ࠊ➼㞧ㄯࠊࡣ࡛

࠶ࡇࡓ࠸࡚ࡋつᐃෆᐜᙧᘧࡢヰࡃࡎῶࡢ࠸࡚ධࡅཷ࡚ࡋࣥࣙ

ࡗ࠸ࡣࡇࡓࡋࡀศ⮬࡛࣮ࣝࢢࠊࡢࡓࡁ㉳ࡀఱศ⮬࡚ࡗ࣮ࣂ࣓ࣥࡀࡇࡢࡑࠊ
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ࡋࡓࡗࡋ㞴ࡀࡇࡍㄆ㆑࡚ࡏྜࡋ↷ᶆ┠ࡓ࡚❧ᙜึࠊࡢࡓࡗࡔఱ࠸ࡓ

ƫࠊ࠶సᴗ࡛ࡢ㛫ࡀࡢࡢࡑ᥈ồసᴗࡢᚰࡓࠋ࠸࡞ ⬟ⓗࡑࡀ࣮ࣝࢢࢧ

5ࠊ࡚ࡋࡓࡗࡔᡭἲࡍ㐍ಁ ᅇ࣮ࣝࢢࡢయ㦂࡛ࡢࡑᕪࡀ༑ศ᥈

ồసᴗࡀ㐍ࡣࡢ࠼⪄㞴࠸ࡋ㠃ࠋ࠸࡞ྰࡇ࠶ࡀ 
 
  .3
� ᮏ㡯࡛ࠊࡣƫ ⬟ⓗࠊ࣮ࣝࢢࢧᚰ⌮ຊືⓗ࡞ᡭἲ࣮ࣝࢢࡓ࠸⏝◊✲┠ⓗ࡛ᙧᡂ

ࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓࡗ⾜ド᳨ࠊẚ㍑ࡢほⅬࡢᇶᗏⓗᐃࠖࠕࡢBion㸦1961㸧ࠊࡋẚ㍑࡚ࡋ

ᶵ⬟ⓗࡀ㇟⌧ࡢ࡞ࢺ࣮ࢦ࣮ࢣࢫ࡞ࡕࡀࡌ⏕࡛࣮ࣝࢢࡢ⯡୍࠸⏝࣮ࣝࢢࢧ

࠺࠸ࡉ㐍ಁࡀ᥈ồసᴗࡢᚰࠊ࡞ࡃࡃࡌ⏕ SCT 㒊ࠋࡓࡉᨭᣢ㒊ศⓗࡣᐃࡢ

ศⓗࡣᚰᛶࠊసᴗᚰᛶࡣ࡚࠸ࡘᨭᣢࡣ࡚࠸ࡘ㇟⌧ࡢࢺ࣮ࢦ࣮ࢣࢫࠊࡀࡓࡉ

ࡓࠊࡎ࡞ FSG ࡀ࣮ࣂ࣓ࣥࡢ PsyG య㦂ࡔ㐍ࡀ᥈ồసᴗࡢᚰ࣮ࣂ࣓ࣥࡢ

 ࠋ࠶Ⅼ࡛ࡓࡗ࡞࠼࠸ࡣ࠶ࡀᕪ࡞᭷ពィⓗ⤫ࠊࡋ㛵࠺࠸࡚ࡋ
� ࡒࡑࡀ࣮ࣝࢢࡓࡋᐇࠊ࠼ຍⅬ࡞༑ศࡢࡇ 1 ࣥࢧࡢ✲◊ࠊ࠺࠸ࡘࡎࡘ

ᐇᅇᩘࡘࠊ༑ศࡀᩘࣝ 5 ᅇ࡛༑ศࠊࡇ࠸࡞࠼࠸ࡣPsyG  FSG ࡕࡢ

ᐇࡀ⪅➹࡚ࡍࡢࡅศࡢ࣮ࣝࢢࠊ㑅ᢥࠊເ㞟ࡢ⪅ཧຍࡓࠊົ࣮ࢲ࣮ࣜࡀ⪅➹

ྛࠊࡓࡓࡋᡭἲ࠸⏝ࡢ᪉ࡢ࣮ࣝࢢᵓᡂྍࡓ࠸࡚ࡗࡀࢫࣂ⬟ᛶࡀ㝖

 ࠋ࠶ㄢ㢟࡛ࡢᚋ࠶࡛⏺㝈ࡢ✲◊ᮏࠊࡀⅬ࠸࡞ࡁ࡛
 
 

➨ 2 㡯� 㸭force fieldࢻ࣮ࣝࣇ࣭ࢫ࣮ࣇ  ウ᳨ࡢほⅬࡢ
 
� ᮏ㡯࡛ࠊࡣ➨ 1 ⠇1ࠊ.᪉ἲࡢ㸦4㸧ㄪᰝ⚊ࡢᵓᡂࡢմࡓࡋ♧ㄪᰝ⚊͆ᮏ᪥ࡢ㏉͇

SCTࠊෆᐜࡓࡉグ㍕グ㏙⏤⮬ࡢ͇㏉ࡢᅇ࣮ࢼࢭ͆ࡢյࡧ࠾ ࣭ࢫ࣮ࣇࡢ

ࢢࡓ࠸⏝ᡭἲ࡞ᚰ⌮ຊືⓗ࣮ࣝࢢࢧᶵ⬟ⓗࠊࡋศᯒ࡚࠸⏝᪉࠼⪄ࡢࢻ࣮ࣝࣇ

 ࠋࡓࡗ⾜ウ᳨ࠊẚ㍑࡚࠸ࡘయ㦂ࡢ㌟⮬࣮ࣂ࣓ࣥࡧ࠾ຊືࡢ࣮ࣝ
� ➨ 1 ❶࡛㏙ࠊ࠺ࡓSCT ࡣ࡛ Lewin㸦1951㸧ࡢሙࡢ⌮ㄽ㸭field theory ᪉࠼⪄ࡢ

⏝ࡀࢸࢫࢩࠊࡋ┠ᶆ࡚ࡗྥ㐍᥎㐍ຊ㸭driving forcesࡑࠊ┦ࡍᢚไຊ㸭

restraining forces ࡘᣢࡀࡒࡑⓎ㐩ẁ㝵ࡢࢸࢫࢩࡣ᥎㐍ຊࠋ࠸࡚ࡋ⩏ᐃసⓗ᧯

┠ᶆ᥎ࡋ㐍ຊࠊᢚไຊࡢࡑࠊ␃≦⌧ࡣᏳᐃ࡚ࡋኚ࠸࡞ࡋ≧ែ⥔ᣢࡋ

ࡃࡌྠࠊࡓࠋ࠶ຊ࡛ࡍ࠺ Lewin㸦1951㸧ࢻ࣮ࣝࣇ࣭ࢫ࣮ࣇࡢ㸭force field ࡢ

࠾᥎㐍ຊ࡞࠺ࡢࠊࡋฟࡁᥥ㛵ಀࡢᢚไຊ᥎㐍ຊࡢⓎ㐩ẁ㝵ྛ࡚ࡋ⏝ࣝࢹࣔ

┦ᵝࡢࡑࠊ࠶ࡀᚩ≉࡚ࡗⓎ㐩ẁ㝵ࡢࢸࢫࢩࠊࡘಖ⾮ᆒ࡚ࡋ⌧ฟࡀᢚไຊࡧ

ࠊࡣࢻ࣮ࣝࣇ࣭ࢫ࣮ࣇ࡚࠼ຍࠋ࠸࡚ࡋࡀ࠶Ⓨ㐩ẁ㝵ࡢࡀࢸࢫࢩࡤ

┦ᑐࡍ᪉ྥᛶᣢࡘሗࡢෆᐜ㔞ࢫࣥࣛࣂࡢ㛵ಀ࡚ࡋࡢࡍ♧ᤊࡢࡑࠊ࠼

ᵝ┦ࠕࠊࡣሗ㸻࣮ࢠࣝࢿ ࠸࡚ࡋ⩏ᐃࠖ SCT ࢿᗘ⛬ࡢ᥈ồసᴗࡢᚰࠊ࡚࠸࠾

 ࠋࡉ࠸࡚ࡋ♧ࡁ࡛⏝ࡀ࣮ࢠࣝ
� ᮏ㡯࡛ࠊࡣSCT ࣝࢢᚰ⌮ຊືⓗ࣮ࣝࢢࢧᶵ⬟ⓗࠊ࠸⏝ࢻ࣮ࣝࣇ࣭ࢫ࣮ࣇࡢ

ࠊ㝿ࡢࡑࠊࡀࡓࡗ⾜ウ᳨ࠊẚ㍑ほⅬࡢ᪉࠼⪄ࡢࢻ࣮ࣝࣇ࣭ࢫ࣮ࣇࠊ࡚࠸ࡘ࣮

SCT ࣂ࣓ࣥࠊ㍈⦪ࠊ࠼ຍᢚไຊ㸦㸫㸧ࠊ᥎㐍ຊ㸦㸩㸧ࠊᶓ㍈ࡢࢻ࣮ࣝࣇ࣭ࢫ࣮ࣇࡢ
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ຊ࡞࠺ࡢࡀࡑࠊࡢࡍດຊ࡞୰࡛ࡢ࣮ࣝࢢࠊ࠼⪄࠸ࡋᮃࡀఱࠊࡀ࣮

ࡉࡋᮃ࠼⪄ࡀ࣮ࣂ࣓ࣥࠕࠊⓗ࡛┠ࡍウ᳨ࡢ⌧࡚ࡋ 㸦ࠖ㸩㸧㸦㸫㸧タᐃࠊࡋ

4 ㇟㝈ࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗࢥࡢ࡛࣮ࣝࢢ࡚࠸⏝ᵝ┦ᥥࡁฟ࡚ࡋศᯒࠋࡓࡗ⾜ 
 
1. ศᯒ 
� 2 ᅇ┠ 6 ᅇ┠࣮ࣝࢢࡢయ㦂ᚋᐇࡓࡋㄪᰝ⚊͆ᮏ᪥ࡢ㏉ 㸦͇6 ᅇ┠㛵ࡋ

͆ࠊࡣ࡚ ᮏ᪥ࡢ㏉͆ࠊ͇ ࣮ࢼࢭ 6 ᅇࡢ㏉ࡢ͇ 2 ✀㢮㸧ࡢ㉁ၥ㡯┠ࡢෆࠊ

ࡇࡓ࠸ࡀẼ࡚࠸ࡘయ࣮ࣝࢢࠊ࣮ࣂ࣓ࣥࡢࠊศ⮬㌟⮬࡚࠸ࡘ࣮ࣝࢢࡢᮏ᪥ࠕ

࠸ࡉୗ࡚ࡋグධ ࣓ࠊୗࡢ♧ᩍ࠺࠸ࠖ ࡈࡢពࠊෆᐜࡓࡋグ㏙⏤⮬ࡀ࣮ࣂࣥ

࡚ࡋࡑࠋࡓࡋษ∦ SCT ࡢ᥈ồసᴗࡢᚰࠊ࡚࠸ᇶ࡙᪉࠼⪄ࡢࢻ࣮ࣝࣇ࣭ࢫ࣮ࣇࡢ

᥎㐍ຊ㸦㸩㸧ᢚไຊ㸦㸫㸧ᶓ㍈࠼⪄ࡀ࣮ࣂ࣓ࣥࠕࠊᮃࡉࡋ 㸦ࠖ㸩㸧㸦㸫㸧⦪㍈

タᐃࡓࡋ 4 ㇟㝈ࡢ୰ࠊษ∦ࡢࡓࡋ㓄⨨ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡋ 
� ᶓ㍈ࡢ㓄⨨ࠊࡣSCT ࠼⪄ࡢᢚไຊ㸦㸫㸧᥎㐍ຊ㸦㸩㸧ࡅ࠾ࢻ࣮ࣝࣇ࣭ࢫ࣮ࣇࡢ

᪉ᇶ࡙ࠊ࠸⾜࡚࠸⦪㍈ࡢ㓄⨨ࠊࡣษ∦ࡢࡑࠊࡢࡓࡋ๓ᚋࡢグ㏙ෆᐜຍ࣓ࣥࠊࡋ

ࡋດຊ࡚ࡅゝືࡢࡑࡣ࠸࠶ࠊྰࡓ࠸࡚࠼⪄࠸ࡋᮃ࠼⪄ゝືࡢࡑࡀ࣮ࣂ

 ࠋࡓࡋ⨨㓄࡚ࡋุ᩿ྰࡓ࠸࡚ࡋ࠺
ศᯒࡢࡑࡣᐈほᛶࡅࡔࡁ࡛ᢸಖࡍ┠ⓗ࡛ࡢ⪅➹ࠊࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗࢥࠊᑓ㛛

ศ㔝ࡘࠊࡋ SCT ࡀ㦂⤒ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࡢ 2 ᖺࠊࡢ⪅✲◊࠶ィ 2 ྡ࡛༠㆟ࡗ⾜ࡀ࡞ࡋ

 ࠋࡓ
 
2. ⤖ᯝ 
࣭ࢫ࣮ࣇ͆� ࢻ࣮ࣝࣇ �͇͆ ࡉࡋᮃ࠼⪄ࡀ࣮ࣂ࣓ࣥ ⾲ࠊศᯒ⤖ᯝ͇ࡢ 2.2.2㸦PsyG㸧ࠊ

⾲ 2.2.3㸦FSG㸧ࠋࡍ♧ 
�  
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�   

�� ʀϋΪτΡϔ͵͞ͳΝͪ͢Δ͗ـۯҋ͚͵Ζ
ʀ౾ͳ͏͑ΓΕࣙΝͬ͜Ζฉҕـ
ʀࣙϘʖηͲ͚ͯ͏ࢧΉΉͤ

�� ʀـΝͮݥͱໃཀྵΝͤΖ
ʀన͵ݶಊΝͶ͓ߡͱ͢Ή͑
ʀɼනద͵ୌ
ʀ͏ΝͤΖΝඈ͜Ζͤ͗ͣ״Ζ
ʀເـɼͫΖ͠ʤਐରʥ
ʀಝఈϟϱώʖͫ͜Ͳͤ

�� �� ʀҲ෨ਕ͖͖͢Δ͵͏ΝͤΖ
ʀ՟ୌࠂෲୌ͗ླྀΗΖ

�� �� ʀݸΔΗͪϟϱώʖͫ͜ͲΏΕͳΕͤΖ
ʀҲ෨ਕ͖͖͢Δ͵͏ΝͤΖ
ʀୌΝͨΔͪ͢ΕଠਕΝ͓͙͠Ζ
ʀϟϱͲͤ
ʀͮͳαϝϣωίʖεϥϱ͗ͪ͢͏ͳͨ͗͑ࢧΗΝනड़
Ͳ͘͵͏
ʀͶॄͲͥ͘ୂ۸ͤΖ
ʀʹ௩Ίɼରྒྷʤਐରʥ

�� �� ʀࣙ͗ୌͲͪ͢ޛͶͶ͵Ζ
ʀฉҕـͶΗͱ͢Ή͏ͨ͑ͳྙ͢͵͚͵Ζ
ʀՁ͓ͥߡറષͳήϩʖϕͶཔΖ
ʀત͗Ծ͘Ͷ͵Ζ
ʀʹ௩Ίɼରྒྷʤਐରʥ

�� �� ʀޛ࠹ΝқࣟͤΖ
ʀͤݶΖਕɼͨΗͶൕԢͤΖਕ͗ݽఈ͢ͱ͏Ζ

DOO DOO ʀ࠹ॵͺە͍͗״ΕؔΝ͑ΌΖͪΕ͠ΚΕ͵͏͗ଡ
͖ͮͪ
ʀॵغͺ͢ड़͖͗͢ΖͳـΉ͚ͥ͵ͮͪ
ʀͥؖ͠ܐ͵͏ͳ͞ΘΝݡͱ͏Ζਕͺ͗ັڷ͵͏ͳͣ״Ζ
ʀ͢ड़ͤΉͲͺ৯ʓ͓ߡͱҲਕͲەয়ସΝͮࡠͱ͏Ζ

�� ʀͤ״ڠΖ
ʀೲΞͲ͏Ζͺࣙͫ͜Ͳͺ͵͏ʤษʥ
ʀັڷ͍Ζୌ͗ड़Ζ

�� ʀـΝͮݥͱͤ
ʀ͍͖ؔ͗͵͏Γ͑ୌͤڛΖ
ʀबΕͶΚͦͱ͢๏Νร͓Ζ
ʀֺ͗͢͏

�� ʀؔۯͶΗΖ
ʀە͗Ά͛ΗΖ
ʀೲΊࣆΝ͖ͮ͘͜Ͷ͗͏ޕқݡΝड़͑͢
ʀ͖ࣙΔͤݶΖ
ʀસҽͲͦͱ͏Ζ
ʀήϩʖϕΉͳΉΕΝͣ״Ζฉҕ͍͗ـΖ

�� ʀਕ͗ΕΏͤ͏͖ؔΔͤΖ
ʀ͖ࣙ͢எΔ͵͏ΝͤΖͳबΕ͗ΕΏͤ͏
ʀյକ͘ͲηϞʖθͶ
ʀໃݑ͗ݶ͵Ͳ͖ࣙΔͤ
ʀ͗Ε͗Ζ
ʀͤνϝϱή͗අΖ͞ͳ͗ΓΕঙ͵͚͵Ζ
ʀݶͶঙ͢ҩ͑ୌΉͧΖ

�� ʀ͗ݰΕʰͬـʱʰ͓ߡʱ͗ଁ͓Ζ
ʀτʖϜͳؖܐ͵͏Νͨ͑ͳͤΖಊ͍͗͘Ζ
ʀ৯ʓ͵͓͗ߡซ͜Ζʤๅఽୣʥ
ʀ͢Ώͤ͏ฉҕـͶ͵ͮͱ͏Ζ

�� ʀ൳ఈద͵͞ͳΝ͢ݶͱฉҕـΝཛྷ͠͵͏Γ͑ـΝ͑ݥ
ʀͲ͢͏ͲۅదͶͤ

�� ʀࣙષରͶۛ͏য়ସͶ͵ΗΖ
ʀήϩʖϕ͗͢Ώͤ͏ฉҕـ
ʀࣙқݡΝોͶͤ
ʀ͑͵ͥ͘ɼΠαϱνέφ͍͗Ζ
ʀاΝ͝ͱΝ͏ͱͤ
ʀ͢ड़͖͗ͯͮ͢ͱـΉ͚ͥ͵Δ͵͏҈ৼ״

�� ʀඬͶ௪ͣΖΓ͑͵ୌࡠΕΝͤΖ

�� ʀޛ࠹ΝқࣟͤΖە״ΝͶड़͢ͱ͗Ά͛ΗΖ
ʀ͏ޕқݡΝड़͢ـ͏Ͱ͍͑͘
ʀຌԽͲ͢͏ͶՅͤΖ

�� ʀୌ͗͗߁ΖΓ͑͵ɼؖৼΝͮͱΔ͓Ζ͞ͳΝͤ
ʀգڊର͖ݩΔΚ͖ͮͪ͞ͳΝͤ

DOO ʀࣙͳͺҩ͓͑͗ߡซ͜Ζʤๅఽୣʥ
ʀʰ͵ΖΆʹʱͳ͑ࢧୌ͍͗Ζ
ʀຌԽͲΠχώη͓͢ΖؖܐͶ͵Ζ
ʀ͏ޕͶـ͍͑͘ୌ͗ଁ͓Ζ
ʀյΝ॑Ζ͟ͳͶಊద͵ਕ͗ଁ͓Ζ
ʀ͏ޕΝ͖Ε͍͏ɼە͗״Δ͏Ͳ҈ৼ͗״ड़Ζ

DOO

න������3V\*�nϓΧʖηʀϓΡʖϩχ|ʹnϟϱώʖ͓͗ߡΖΉ͢͠|

3V\*
ϓΧʖηʀϓΡʖϩχʤཊྙͳਬྙʥ
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�� �� ʀ҈͗͠״ڠΗͥɼ൳ఈ͠ΗͪΔήϩʖϕ͗ʹ͑͵Ζ͖
ͶͤΖـ

�� �� ʀݸΔΗͪϟϱώʖͲΏΕͳΕͤΖ
ʀͺࣙݶͦ͏͖ͳ҈Ͷ͵Ζ
ʀਜ਼͢͏ϨϓϪέφΝ͢Γ͑ͳͤΖ

�� �� ʀௗʓͳͤ
ʀਕ਼͗ଁ͓ͱ͢Ͷ͚͚͵Ζ

�� �� ʀϨϓϪέφ͗ங͚ͣ״Ζ
ʀͤਕɼ͠͵͏ਕܻࠫ͗͢͏
ʀࣙͫ͜ئΖ

�� �� ʀਕ਼͗ଡ͏ͳਕ͗ͤݶΖΝغଶͤΖ
ʀϨϓϪέφ͗ͤ͛Ͷศͦ͵͏

DOO DOO ʀਕݶͶͽͥ͘ΔΗΖ
ʀಝఈϟϱώʖͶབΕ͗ͬ
ʀྒྷ͏ਕͲΏΕͳΕ͗͠ΗΖΓ͑Ͷ͵Ζ
ʀ࠹ॵͺϨϓϪέφ͗PXVWͶ͵ͮͱͨΗΊͶـΝखΔΗ
Ζ
ʀॵغࠔͺͳͱە॑ͪ͢͏ै͗ـۯຮͤΖ
ʀ࠹ॵͺͤݶΖ͗ෑ͚ͱఽ͓ͪ͏͞ͳΝ͓ߡΔΗ͵͏
ʀ࠹ॵͺΊΞ͵ە͢ɼΏͮͱ͏͜Ζ͖҈Ͷ͵Ζ
ʀͤࣞܙͶΗΖͶ͖͖ؔ͗Ζ

�� ʀ҈Ν͢ͱ͠״ڠΗΖ
ʀ൳ఈద͵͗ݶ͵͏
ʀ͑͵ͥ͘͵ʹൕԢ͍͗Ζ
ʀ͢ͰΔ͏ͺࣙͫ͜Ͳͺ͵͏ʤษʥ
ʀە͗Δ͛

��

�� ʀͪ͢״ڠΔͤ͛ൕԢͤΖ
ʀ༪͓ߡ͵ܯΝ͢͵͏
ʀͯ͵͗ͮͱ͏Ζ҈ৼ͍͗״Ζ

��

�� ʀͤ͛ͶϨϓϪέφΝศͤ
ʀήϩʖϕରݩְ״ΝखΕ͚ͤ͗͵Ζ
ʀήϩʖϕͶ৶བ͍͗״Ζ
ʀॄ͢ͱਕ͗͜Ζ
ʀ͏ࢧΝིͶͤ
ʀ͢Ώͤ͏ฉҕـͶ͵ͮͱ͏Ζ

��

�� ʀࣙષͶ״ڠͲ͘Ζ
ʀଠϟϱώʖಋͣٛΏ͍͗ͬـΖʤษʥ
ʀพ͵ୌ͗ͮͱқ͗ݡͶ͵Ζ

��

�� ʀͤ״ڠΖ͞ͳ͗ଡ͏
ʀݶͶ͑͵ͥ͘ൕԢ͍͗Ζ
ʀιϱνϨϱή��ʥͲͬـΝͣ״ͳΕɼήϩʖϕͶड़
ͤ६ඍ͗Ͳ͘Ζ
ʀϜϱχϨʖχΝ֮͢ͱࣰݳΝࣟͤΖ

��

DOO ʀήϩʖϕસରͲͤ
ʀޛൔͺ͵͚ηϞʖθͶ
ʀ҈Ͷ͵ͮͱ͏Ζͺࣙͫ͜Ͳͺ͵͏ʤษʥ
ʀଠϟϱώʖؖৼ͗ਫ਼ΉΗΖ
ʀͬـΝड़ͪ͢͏ɼ͏ͪ͢״ڠͳ͑ࢧΓ͑Ͷ͵Ζ
ʀຘյـͰ͘ΝͶ͖ͤ

DOO

න������)6*�nϓΧʖηʀϓΡʖϩχ|ʹnϟϱώʖ͓͗ߡΖΉ͢͠|

)6*
ϓΧʖηʀϓΡʖϩχʤཊྙͳਬྙʥ
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� ⾲ 2.2.2㸦PsyG㸧ࠊ⾲ 2.2.3㸦FSG㸧ࡓࡋ♧㇟㝈ࡢ➨ 2 ㇟㝈➨ 4 ㇟㝈ࣇ࣭ࢫ࣮ࣇࠊࡣ

࣓ࠊᢚไຊ㸦㸫㸧ࠊ᥎㐍ຊ㸦㸩㸧ࡢ᥈ồࡢᚰࡅ࠾ࢻ࣮ࣝ 㸦㸩㸧ࡉࡋᮃ࠼⪄ࡀ࣮ࣂࣥ

㸦㸫㸧࡞␗ࡀ㇟㝈࡛ࠊ࠺⾲ࠋ࠶FSG ࡢࡇグ㏙࡛ࡢ࣮ࣂ࣓ࣥࡢ

㇟㝈㓄⨨ࠊࡀࡓࡗ࡞ࡣࡢࡓࡉPsyG ࡓࠋࡓࡗ࠶ᩘ「ࡀࡢࡓࡉ⨨㓄ࡇࡇࡣ࡛

➨ࡤ࠼ 2 ㇟㝈ࡇ࡞ࢸࢿࠕࠊࡢヰࡓࡋ✵Ẽࡀᬯ࡞ࡃ ࡘ࠸ᛮ࡛ࢫ࣮ࡢศ⮬ࠖࠕ

ࡣࠖࡍヰࡃ SCT ᥎㐍ຊࡢ᥈ồసᴗࡢᚰࠊࡍヰࡢ࠶ࡢయ㦂ࠊࡤ࠼࠸どⅬ࡛ࡢ

࠸࡞ㄞẼ✵ࠕࡣ࡚࠸࠾᪥ᖖ⏕άࠊࡀࡔࡢᚓ࡞ ࠸࡞ࡃࡋᮃࠖ࠸࡞㐵Ẽࠖࠕ

㸦㸫㸧ࠋ࠶࡛ࡢࡉ࠸ࡩ 
� ୍᪉ࠊ➨ 4 ㇟㝈㓄⨨ࠕࡓࡉẼ㐵࡚ࡗヰࡍ ࡚ࡗᣢ㛵ᚰ࡞࠺ࡀᗈࡀヰ㢟ࠖࠕ

ࡍヰࡇ࠼ ➨ࠊࡣ࡞ࠖ㐍ࢬ࣮ࢫヰ࡛ࡢࡁ⥆ࡢ๓ᅇࠖࠕ 2 ㇟㝈ᑐᴟ୍ࠊࡢ⯡ⓗ

ㄞẼ✵ࠕ ࣝࢫ࠸࡚ධࡅཷࡃ୰࡛ᗈࡢ᪥ᖖ⏕άࠊ࠸ࠖ࠺㐵Ẽࠖࠕ

ࡣࡇࠊࡀࡔ SCT ࡌ⏕࡛࣮ࣝࢢࡕ࡞ࡍࠊ᪉ᅾ࠸࡞ࡏぢෆ㠃ࡢ⮬ࠊࡣほⅬ࡛ࡢ

ࡋ࠸࡞ࠊᢚไຊ࡞ࡆጉࡢ᥈ồసᴗࡢᚰࠊ㊥㞳⪅ࠊ࠶࡛⾨㜵ࡍᑐᏳࡓ

 ࠋ࠶࡛ࡢࡉࢬࣀࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗࢥࡣ
� ➨ 1 ㇟㝈࠼⪄ࡀ࣮ࣂ࣓ࣥࢻ࣮ࣝࣇ࣭ࢫ࣮ࣇࠊࡣᮃࠊࡉࡋ㸦㸫㸧ࡢ㇟㝈࡛

ࡣࡢࡓࡉ⨨㓄ࡇࡇࠋ࠶ FSGࠊPsyGࡢࡑࠊᴫࠊࡀࡡᏳᇶ࡙⾜࡚࠸

㜵⾨࡞␗ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢ࠼⪄Ⅼࠊࡣ࡚ࡋPsyG 㒊୍ࠕࡣ㛵ᚰ࡞ࡢ࣮ࣂ࣓ࣥࡢ

FSGࠊ᪉୍࡛࠸࡚࠸ྥෆᐜࡢヰࠊ࡞ࠖࡍヰ࠸࡞ศࡋேࡢ ࡢ࣮ࣂ࣓ࣥࡢ

࡞㛵ᚰࠕࡣ⮬ศࡅࡔ㡹ᙇ ࡎࡁᘬⓎゝࡢேࡢඛࠖࠕ ࡀᕪࡢே࠸࡞ࡉヰࠊேࡍヰࠖࠕ

 ࠋࡓࡗ࠶࡛࠸ࡩࡢ⮬ࡧ࠾ࠊෆⓗయ㦂ࡢ㌟⮬ࠊ➼ࠖ࠸ࡋ⃭
� ➨ 3 ㇟㝈࠼⪄ࡀ࣮ࣂ࣓ࣥࢻ࣮ࣝࣇ࣭ࢫ࣮ࣇࠊࡣᮃࠊࡉࡋ㸦㸩㸧ࡢ㇟㝈࡛

(㸦FSG࠸࡞ࡣ࡛ࡅࡔศ⮬ࡣࡢ࠸࡙ࡋヰࠕࡣࡢࡓࡉ⨨㓄ࡇࡇࠋ࠶ ࡢ࠸࡛ᝎࠖࠕ

(PsyG)࠸࡞ࡣ࡛ࡅࡔศ⮬ࡣ ࣝࢢࠊ࡞ࠖ(PsyGࠊ㸦FSGࡍヰ┤⣲㸧࠸ᛮ)ពぢࡢศ⮬ࠕࠖࠊ

⒪ἲⓗᅉᏊ㸦Vinogradov & Yalom, 1989ࡢ࣮ ᕝᐊඃヂ 1991㸧࡛ ᣲࡢ࠸࡚ࡆ㸦⾲

2.1.5 ཧ↷㸧ࡀࡢྵᴫࡢࡑࠊ࡛ࡡከࡀࡃ 2  ࠋࡓ࠸࡚ࡋඹ㏻࡛࣮ࣝࢢࡢࡘ

 

ձ ᕼᮃࡇࡍࡓ㸦Instillation of Hope㸧

ղ ᬑ㐢ᛶ㸦Universality㸧

ճ ሗࡢఏ㐩㸦Imparting of information㸧

մ ឡ⩏㸦Altruism㸧

յ ♫㐺ᛂᢏ⾡ࡢⓎ㐩㸦Development of socializing techniques㸧

ն ᶍೌ⾜ື㸦Imitative behavior㸧

շ 㸦Catharsis㸧ࢫࢩࣝࢱ

ո ึᮇᐙ᪘㛵ಀࡢಟṇⓗ⧞㏉ࡋ㸦Corrective recapitulation of the primary Family㸧

չ ᐇᏑⓗᅉᏊ㸦Existential factors㸧

պࡢ࣮ࣝࢢࠉจ㞟ᛶ㸦Group cohesiveness㸧

ջ ᑐேᏛ⩦㸦Interpersonal leaning㸧

⾲2.2.4 ⒪ἲⓗᅉᏊ㸦Vinobradov & Yalom,1989 ᕝᐊඃヂ�1991➹⪅సᡂ㸧
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➨ࠊࡣ࡚ࡋⅬ࡞␗ 1 ㇟㝈ྠᵝࠊPsyG ࠊ࡞ࠖࡅ⪺ࡀ࠼⪄࠺㐪ࡣศ⮬ࠕࡣ

ヰࡢෆᐜ㛵ࡀࡢࡍ 11 ಶࠊࡀࡓࡗ࠶FSG ࡣࡢࡍ㛵ෆᐜࡣ࡛ 3 ࡀࡃከࡢࠊ࡛ࡘ

ࡁඹឤ࡛↛⮬ࠕ ඹឤ࡚ࡋヰᏳࠕࡧ࠾ෆⓗయ㦂ࡢ㌟⮬ࠊ➼ࠖࡍヰ┤⣲࠸ᛮࠖࠕ

 ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡍ㛵ᛂࡢ࣮ࣝࢢ⪅ࠊ➼ࠖࡉ
 
3. ⪃ᐹ 

2 ࡞␗Ⅼ࡛࠺࠸ᙳ㡪ຊࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗࢥ࡞㜵⾨ⓗࡣయ㦂ࡢ࣮ࣂ࣓࣮ࣥࣝࢢࡢࡘ

PsyGࠋࡓ࠸࡚ࡗ ࡣ࣮ࣂ࣓ࣥࡢ FSG ࠊ࠸࡚ධࡅཷࡃᗈ᪥ᖖⓗࠊẚ࣮ࣂ࣓ࣥࡢ

SCT ࡍᑐᏳࠊ࡞ᢚไຊࡍᑐ᥈ồసᴗࡢᚰࡣࡋ࠸࡞ࠊࢬࣀࡢࡇ࠺࠸࡛

㜵⾨ࡋࠊࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗࢥࡢ࡚ࡋ✚ᴟⓗྲྀධࡓ࠸࡚㠃ࠊ࠶ࡀᙳ㡪

ᢚไຊ㸦㸫㸧ࠊ᥎㐍ຊ㸦㸩㸧ࡢࢻ࣮ࣝࣇ࣭ࢫ࣮ࣇࠊࡣ᰿ᣐࡢࡑࠋࡓ࠼⪄ࡓ࠸࡚ࡅཷ

➨࡞␗ࡀ㸦㸩㸧㸦㸫㸧ࡢࡉࡋᮃ࠼⪄ࡀ࣮ࣂ࣓ࣥࠊ 2 ㇟㝈➨ 4 ㇟㝈ࠊPsyG ࡢ

㓄⨨ࡓࡉษ∦ࡓࠊࡇࡓࡗ࠶ࡀ PsyG ࡤࡍヰ࡞࠺ࡢࠊࡣ㛵ᚰ࡞ࡢ࣮ࣂ࣓ࣥࡢ

⪅ᘬࡁ࠺࠸ࠊࡅヰࡢෆᐜ୍ࡓ࠸࡚࠸ྥ᪉࡛ࠊFSG ࡣሙྜࡢ࣮ࣂ࣓ࣥࡢ

⮬㌟ࡢෆⓗయ㦂⮬ࠋ࠶࡛ࡇࡓ࠸࡚࠸ྥ࠸ࡩࡢ 
ゝࠊࡤࡍ୧⪅࣓ࠊ࣮ࣝࢢࡢ ᙧᡂࡃࡋ᪂ࠊ࠸ฟ࡚ࡉⓗ࡛ᣍ㞟┠✲◊ࡣ࣮ࣂࣥ

Ⓨ㐩ẁ㝵ࡢ࣮ࣝࢢࠊ࠸ࡍࡉႏ㉳ࡀᏳ࠺࠸ࠊࡍ᥈ồసᴗࡢᚰ࡛࣮ࣝࢢࡓࡉ

͂ࡢึ᭱ࡣ࡚ࡋ ㏨㑊 ࠊ࠺ࡓ㏙ド᳨࡛ࡢほⅬࡢᇶᗏⓗᐃࠊ࡛࡞࠶ẁ㝵̓ࡢ

PsyG ࢩ࣮ࢣࢽࣗࢥ㊥㞳⪅ࠊ࠸࡚ࡉ㐺ᛂⓗࠊ࠸⏝ࡃ᪥ᖖ࡛ࠊࡣ࡛

ఱ࡛ࡇࡔᾋࠕࠋ࠺ࡔ࡞ࡇ࠺࠸ࠊࡓ࠸࡚⾜ࡀ⾨㜵࡚࠸⏝ᑓࣥࣙ

࠺ࡍヰ⏤⮬ ࣓ࠊࡉ♧ᩍࠖ ୍ࠊ࠺࠶࡛ࡓࡁ࡚࠸⏝࡛ࡇ㌟⮬࣮ࣂࣥ ⯡ⓗ࡞㜵

࠺࠸࠸࡞ࡀ⤌ᯟ࠼ᢪࡣ࠸࠶ࠊᏲ㌟Ᏻࡌ⏕ᮇึࠊ᪉௨እࡢ⾨

PsyG  ࠋ࠼࠸ࡓࡗ࠶࡛↛ពᚲ࠶ࡣࡢࡓࡌ⏕ࡀ㇟⌧ࡢࡇࠊ୰࡛ࡢἣ≦ࡓ࠸࡚⨨ࡀ
ࡋᑐࡑ FSG ͆ࠊࡣ࡛ ᶵ⬟ⓗ͇࣮ࣝࢢࢧᙧᡂ࡚ࡋㄒࠕ࠺࠸ㄒࡢᙧᘧࠖࡗ

࣓ࠊ࡚ ࠊࡣഃࡍⓎゝඛࠊࡀ⧄ࡇࡍඹឤࠊࡇ࠸ఝ࡚ࡢⓎゝࡢ⪅ࡣ࣮ࣂࣥ

⮬㌟ࡢⓎゝࡀ⧄ே࠺࠸ࠊ⌧ࡀᮇᚅᣢࡢࡑ࡚ࡗሙࡁ࡛ࡀࡇ⮫ഃ㠃࠶ࡀ

⾨㜵࡞ⓗ⯡୍ࡢ࡞㞧ㄯࠊࡀࡑࠋࡓࡗ PsyG ࠺ࡋ࠺ࡑࡣ࠸࠶ࠊ࠸࡞ࡋⓎື

ࡢᮇึࠊࡣᙧᘧࠖࡢㄒࠕࡢࡇྠࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ࡞せᅉࡢࡘ୍ࡔ῭࡛࠸࡞ࡋ

Ᏻࡢ࣮ࣂ࣓ࣥࡄ㛵ᚰࡀ⧄ࠊேࠊࡢ⌧ࡀ⮬㌟ࡇࡀ⧄ࡣぢࡅࡘ

⾲ࠊࡓࠋ࠼⪄ᛶ⬟ྍࡓࡅྥ࠸ࡩࡢ⮬ෆⓗయ㦂ࡢ㌟⮬ࠊࡓࡗ࠸ࡢ

2.2.3㸦FSG㸧ࡢ➨ 1 ㇟㝈ࡢ࣮ࣝࢢࠊ࡚࠸࠾ᚋ༙ࡢᅇ࡛5#࠶ ឤࡃ㐜ࡀࢺࢡࣞࣇࣜࠕ

ࡌ #6ࠖࠊ FSGࠊ࡞ࡉ⨨㓄ࡀ∦ษ࠺࠸ࠖ࠸࡞ࡏ㏉ࡄࡍࡀࢺࢡࣞࣇࣜࠕ యࡢ

ゝࡣࡓ࠸࡚ࡋ⬟ᶵ༑ศ࡚ࡋ⤌ᯟࡢసᴗ࡞Ᏻࡀ࣮ࣝࢢࢧᶵ⬟ⓗࠊ࡚ࡋ࠾

 ࠋࡓ࠼ࡀ࠺ࡇࡓࡗ࠶ࡀ㠃࠸࡞ษ࠸
SCTࠊ࠼࠸ࡣ ࡀ⮬ࠊࡀㄝࠊࡣ࣮ࣂ࣓ࣥࠊ࡛ࡇ᥈ື⾪࠺࠸࠸ࡓࡋㄝ͆ࡀ

▱ࡀ⮬ࠊࡣࡇࡍ᥈ồయ㦂ࠋࡍⓎぢࡇࡃᑟ⮬ࡇ࠸࡚ࡗ▱࡛ࡍ

┠㐩฿ࡢ࣮ࣆࣛࢭࡀࡑࡕࠊࡍⓎぢࡢࡢ▱ᮍࠋࡃ࠸࡚࠸ᑟ⮬ࡇ࠸࡞

ᶆ࡛࠶㸦Agazarian, 2001 㬞⃝ヂ 2015, p.154㸧͇ ࠊࡤ࠼࠸ほⅬࡢࡑࠊ࠸࡚ࡋᙉㄪ

PsyG PsyGࠊ࠶ㄝ࡛ࡢయ㦂ࡣ㛵ᚰࡢෆᐜࡢヰࡅ࠾ ࡋ᪂ࠊࡣグ㏙ࡢ࣮ࣂ࣓ࣥࡢ

࡚ࡋᑐࠋࡓࡗ࡞ࡏࡔ࠸ぢࡣࡢᛮࡓࡋⓎぢ࠸ FSG ᪂ࠊࡣグ㏙ࡢ࣮ࣂ࣓ࣥࡢ
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ᅇࠊࡣࡢࡇࠋࡍ⤂ᚋ᭱ࡑࠊࡓࡓࡏࡔ࠸ぢࡀࡢᛮࡓࡋⓎぢ࠸ࡋ

͆ࠕ࡛ࡢࡓࡗ࡞ࡀ㓄⨨⟠ᡤ㝈㇟ࡣほⅬ࡛ࡢศᯒࡢ ࡞ࡘ࠸ࠊ࡞͇࠶Ẽศ࡛࡞᎘

Ⓨゝᢚไ↛⮬ࠊࡇࡍᡴࡓ࠸࡚ࡅࡕ⮬ศ㦫ࠋࡓࡗ࠶࡛ࠖࡓ࠸ 
 
 
� ➨ 3 ⠇� ᶵ⬟ⓗ࣮ࣝࢢࢧᚰ⌮ຊືⓗࡢ࣮ࣝࢢ࡞ᐇ㝿 
 
 ࡌࡣ .1
� ᮏ⠇࡛ࠊࡣPsyG  FSG ୖྲྀ㒊ศⓗᑐヰࡢࣥࣙࢩࢭࡢᐇ㝿ࠊࡢయ㦂࣮ࣝࢢࡢ

ྀྲࠋࡍᐹ⪄ᚩ≉┦ᵝࡢ࣮ࣝࢢ୧ࠊࡋグ㏙࡚ࡆ ➨ࡢ࣮ࣝࢢ୧ࠊࡣࡢࡓࡆୖ 2 ᅇ

➨ 3 ᅇ୍ࡢ㒊࡛ࡢ⏤⌮ࡢࡑࠋ࠶ 1 ➨ࠊࡣ┠ࡘ 2 㡯ࡢศᯒ⤖ᯝࣇ࣭ࢫ࣮ࣇ͆ࡓࡋ♧

➨ࡢPsyG㸦⾲ 2.2.2㸧ࠊ࡛⾲ࡢ͇ࡉࡋᮃ࠼⪄ࡀ࣮ࣂ࣓ࣥ͆�͇ࢻ࣮ࣝ 2 ㇟㝈➨ 4 ㇟

㝈ࡢ୰ࠊࡢ➨ 2 ᅇ➨ 3 ᅇࠊࡇࡢከࡢࡃษ∦ࡀ㓄⨨ࡢࡇࠋ࠶࡛ࡇࡓࡉ㇟

㝈ࠊࡣSCT ࣓ࠊᢚไຊ㸦㸫㸧ࠊ᥎㐍ຊ㸦㸩㸧ࡢ᥈ồࡢᚰࡅ࠾ࢻ࣮ࣝࣇ࣭ࢫ࣮ࣇࡢ

FSGࠋ࠶㝈࡛㇟࡞␗ࡀ㸦㸩㸧㸦㸫㸧ࡉࡋᮃ࠼⪄ࡀ࣮ࣂࣥ ࠊ࡚࠸࠾ᅇࡢ࡚ࡍࠊࡣ࡛

➨ 2 ㇟㝈➨ 4 ㇟㝈㓄⨨ࡓࡉษ∦ࠊࡓࡓࡗ࡞ࡣPsyG  FSG ࠊࡀ㐪┦ࡢ┦ᵝࡢ

ࡢ⏤⌮ࠋࡓ࠼⪄࠶ᅇ࡛࠸࡚⌧ 2 ศᯒࡢᇶᗏⓗᐃᑻᗘ㸦ᒸᓥ㸪2008㸧ࠊࡣࡘ

⤖ᯝࠊ➨ 2 ᅇ࣮ࣝࢢࠊయ㦂ࡢᐇ㉁ึᅇࡢᚰᛶࠊࡀPsyG ࡀ FSG ࠊࡃ㧗᭷ព

ࡓ PsyG ➨ᚰᛶࠊ౫Ꮡᚰᛶࠊ࡚࠸࠾ 2 ᅇ᭱ࡀ㧗ࠊࡇࡓࡗ➨ 3 ᅇࠊࡣసᴗ

ᚰᛶࠊࡀFSG ࡀ PsyG ᭷ព㧗ࠊࡃFSG ᶵࠊࡃ㧗୰࡛᭱ࡢᅇࡢ࡚ࡍࠊࡣ࡚࠸࠾

⬟ⓗ࣮ࣝࢢࢧᑻᗘࡢᚓⅬ➨ 3 ᅇ᭱ࡀ㧗ࡓࡢࡑࠋ࠶࡛ࡇࡓࡗ๓㏙ྠᵝࠊPsyG
 FSG ࡓࡋヰ࠺࠸ࡓࡋヰࡇ࠸ࡓࡋヰࠊᵝྠ࣮ࣝࢢࡢᚑ᮶ࠊ㐪┦ࡢ┦ᵝࡢ

PsyG ⾲ࠊࡀᚩ≉ࡢ࣮ࣝࢢࡓ࠸⏝࣮ࣝࢢࢧᶵ⬟ⓗࡧ࠾ࠊᚩ≉ࡢ⾨㜵ࡓ⾲

 ࠋࡓ࠼⪄࠸࡚࡚
 
ࡅ࠾య㦂࣮ࣝࢢ .2 PsyG  FSG  ᑐヰࡢ
௨ୗࠊ➨ 2 ᅇࠊ➨ 3 ᅇ࣮ࣝࢢయ㦂୍ࡢࣥࣙࢩࢭࡢ㒊ࠋࡍ♧ཧຍ⪅ࡣ➨ 2 ⠇ࡢ⾲ 

2.2.1 PsyGࠊ࠾ࡓࡋ♧ ࡣ P1㹼P8ࠊFSG ࡣ F1㹼F8 ࡣⓎゝࡢ࣮ࢲ࣮ࣜࠋࡓࡗ࠶࡛ LI
㸦Leader Intervention㸧࡛♧ࠋࡓࡋ 
 

㸦1㸧 ࣮ࣝࢢయ㦂ࡅ࠾ PsyG  ᑐヰࡢ
PsyG ࠊయ㦂࣮ࣝࢢࠊࡣ 5 ᅇ㏻ࠊࡌ⏨ᛶ࣓ࣥࡢ࣮ࣂ P4  P7 ࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࡀ

ࠊྲྀ 2 ேࡀ࣮ࣝࢢ࡚ࡗ࡞ࡀᒎ㛤ࠋࡓࡋዪᛶ࣓ࣥࡣ࡛࣮ࣂ P3  P6 ẚ㍑ⓗࡀ

P5ࠊࡋヰࡃ    ࠋࡓࡗ࠶࡛࣮ࣝࢢ࠺࠸ࠊ࠸࡞ࡉヰከ⁛ࡀ
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ձ ➨ 2 ᅇ࣮ࣝࢢࡢయ㦂� 㸦ཧຍ⪅ 8 ྡ㸸P1ࠊP2ࠊP3ࠊP4ࠊP5ࠊP6ࠊP7ࠊP8㸧 
� ➨ 2 ᅇ࣮ࣝࢢࠊయ㦂ࡢᐇ㉁ࠊ➨ 1 ᅇࠊࡣ

ヰࠊ࣮ࢸࠊ≉ࠕࡀ࣮ࢲ࣮ࣜึ᭱

㢟Ỵࠋࡏ⮬ศࡇࠊࡇ࠸ࡓࡀ

ࡍࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗࢥே࡚ࡗ࠺࡛ࡇ

▱ศ⮬ࠊ▱ே࡚ࡗ࠺ࠊ

ヰࠊࡡࡍ࡛࣮ࢸࡀࡑࠊࡇ࠺࠸࡚ࡗ

࠶ࠋࡤ࡚ࡗゝࠊࡢ࠸ྜࡋ 5 ᅇ࣮ࢸࡢ

ࠊࡀ࡞ࡁ⨨ᛕ㢌ࡑࠊࡅࡍ࡛

ヰ࠸ࡓ࠸࡚ࡋᛮࠊ࠶ࡌࠋࡍ࠸

ࠖࡒ࠺⏤⮬࡛ࡇ࡞ࠊ࡛ࡓ࡞

ࡢࡃࡤࡋࠋࡓࡗጞࡀ࣮ࣝࢢ࡚ࡋヰ

ỿ㯲ࡢᚋࠊP4 ࡍ࠶ࠊヰ㢟࡞ࠕࠊࡀ

 ➨ࡢ๓ᅇࠊࡋࡔࡋヰࠖ 1 ᅇ┠ᅇࠊ

➨ 2 ᅇ┠୍ࠕࡢ࡛㐌㛫࡛ఱࡋ࠶

㸽ࡓ ࢧࠕࡍࠋࡓࡅࡆᢞ࣮ࣝࢢࠖ

ࡓ࠸࡚ࡋάື࡛ࣝࢡ࣮ ࡣᚋࡢࡑࠊฟ࡚ࡀヰࡢ࡞ࠖࡓ࠸࡚ࡋࢺࣂࠖࠕ P4ࠊP7 ୰ᚰࡀ

ࡣศ㛫ᩘࠊ㏵୰ࠋࡓ࠸⥆ࡀヰࡍ㛵ࢺࣂࣝᑓࠊ࡚ࡗ࡞ P4  P7 ࡢ 2 ே࡛ࡅࡔ

ࡗ㯲ࡢ࠺ྜㄒࡗࡎయ㦂ࡢࢺࣂࣝࡢࡒࡑࠋࡓࡗ࡞ែ≦ࡢࡍ

⣙㛤ጞࠊࡣ࣮ࢲ࣮ࣜࡓ࠸࡚ࡅ⥆ࡁ⪺࡚ 25 ศ⤒㐣ࡓࡋ㡭ࠊP4 ࡛ࢺࣂࣝ࡞ኚࠊࡀ

ࡓࡋ࡛࠺ࡑᢡࠊᚰࠕ ࡋಁࡍヰࡕẼᣢ࣮ࣝࢢࠊࡅࡗࡁࡢࡓࡋⓎゝࡕẼᣢࠖ

 ࠋࡍ♧௨ୗ㒊ศࡢࡑࠋࡓࡋ
 
P4㸸ᚰࠊᢡࠋࡓࡋ࡛࠺ࡑ 
LI㸸ࠊ࡚ࡉ࡛ࡇࡇࠊヰࠊ࡚࡚ࡁ࡚ࡋⓙ࡞ࠊࡉẼᣢࡇࡇ࡛ࡕࡍ࠸ࠊ㸽� �  

 㸽ࡍ࡛࠺
P4㸸Ẽᣢࡍ࡛ࡕ㸽 
LI㸸࡞ࠋ࠺ឤࡍ࡚ࡋࡀࡌ㸽 
P1㸸ࡗࡕ࠺⮬ศࠊ࡞ࡓࡅ⾜ᛮࠋࡍ࡚ࡗ 
LI㸸⾜ࠊ࡞ࡓࡅᛮ࡞࡚ࡗឤࡍ࡛࡚ࡋࡀࡌ㸽 
P1㸸ࠊࡅఱヰ࠸࠸ࡤࡏศࠋ࡞࠸ࡓ࣮࠺ࡗࡕࠊࡋ࠸࡞ 
LI㸸ࠋࡍ࡛࠺ࠊࡣ 
P3㸸ࡢࡇேᩘࠊ࠸ࡀㄡࡀヰࡋጞࡢィࠊࡍ࠼⪄࡚ࡗ⤖ᵓࠋࠊヰࢱ࠸࠸࡚ࡋ�  

 ࠋ࡞ࢢࣥ
LI㸸ィ࠺࠸࠺ࠊࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗẼᣢࠊࡑࠊࡕィࠋ࠺ࡔ 
P3㸸ࠊࡤ࠼ࠊఱࡍ࡚ࡋࢺࣂࡢ㸽࡞࠸ࡓヰࡢࠊㄡࡀヰࡋጞ࡞㸽࠸࡚ࡗ 

�ࢢࣥࢸࣂࡀヰࠊࡥࡗࠊࡓࡗࡕࡋヰ࡛ࢢࣥࢱࡌྠࠊࡤ࠼ࠊぢ࡚ࡢ࠺  
 ࠋࡍ࠸ࡕࡋࡓぢࢢࣥࢱࠊ࡛ࡑࠊ࡛࠺ࡕࡋ

LI㸸ࢫࣥࣛࣂⰋࠋ࡞࠸ࡓ࠸࡞ࡅ࠸ࡓࡋࢢࣥࢸࣂࠊ࡚ࡃ࡞ࡅ࠸ࡁ࡞⾜ࡃ࠺ࠊ 
 ࠋࡍ࡛

P1

P4

P7

P2

P3

P6

P5

P8

LI

ਦ 2.3.1 PsyG ੰ࠴ʤ2յʥ
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P2㸸⚾ࠊヰࡋጞ࠾࡚ࡗࡪࠊࠊࡓࡕࡗ࡞࡚ࠊࡗ࠶ࠊ࠸Ẽࡕࡗ࡞ࡃࡎ�  
 ࡛͐͐ࠋ࡚ࡗᛮ࡚ࡗ࡞࠺

LI㸸Ẽ࡚ࡋ࠺࠸࡞࡞ࡃࡎឤࡢ࡞ࡌ㸽 
P2㸸ࠋ࠸ࡣ 
LI㸸㸦P2  㸽ࡓࡋࡅ࠸ゝఱࠊ࡛ 㸽ࡓࡅ࠸ゝࠊఱࠊ࡚ࡗ㸧࡛࡚ࡗྥ
P2㸸ࠋ࠼࠸࠸ 
LI㸸ࠋࡍ࡛࠺ࠊ࡞ࠊឤࡍ࡚ࡋࡌ㸽 య25ࠊ ศࡢࢺࣂࡗࡎࠊ࠸ࡄヰࡀ�  

࠺࠸࠺ࠊࡍ࡛࠺ࠊࡅࡓࡋ࡚࠸⥆ࡀヰ࡞࠸ࡓࠊࡢ࠺ࡇࡢ࠺ࠊࡢ࠺ࡇࡢ࠺

Ẽᣢࡕ㸽 ࠊࡤ࠼P4 ཱྀࠊࡕẼᣢ࡞ࠋࡣࡢࡓࡗⅆษཱྀࠊึ᭱ࠊࡅࡗࡓࡋ࡛ࡉ

ⅆษࡓࡋ㸽 
P4㸸ㄡヰࠊ࡞ࡢ࠸࡞ࡉᛮࠋ࡚ࡗ⮬ศヰ㢟ࠊࡎ࠼࠶ྲྀࠊࡅࡍ࡛ࡓࡗ࡞ఱ࠶�  

�ෆࡍヰศ⮬ࠋ࡚ࡗᛮࠊ࡞࠸ࡍࡋヰࡀ࠺ࡢࡕࡗࡑࠊࡓࡗゝ࡚ࡗࠊࡍ  
ᐜࡀᛮ࠸ࠊࡓࡋࡑࠋ࡚࡚࠸⪺ࡎࠊ࡛ࡓࡗ࡞⮬ศఱᛮ࠸ࠊ࡞ࡃ�  
ᛮࡗࡕࠊ࡚ࡗ㛫ᣢ࠺ࡏࡓᛮࠊཱྀࠊࡅࡍ࡛ࡓࡗ࡞ࢹࠋ࡚ࡗ⮬ศ�  
 ࠋࡓࡋࡁ㛤

LI㸸ఱࠋࡁ࡞ࡋ 
P4㸸ࡗࡎࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑỿ㯲࠸ࡈࡍࠋ࡞ࡔ࠶ࡢ࡞Ẽࠊࡡࡍ࡛࠸ࡎỿ㯲ࠋࡔ 
LI㸸ࡢⓙࠊࡣࡉỿ㯲ࡣẼࡍ࡛࠸ࡎ㸽 
P4㸸⤖ᵓࠊ⮬ศࡣẼࠋ࠸ࡎ 
P2㸸Ẽࠋࡍ࡛࠸ࡎ 
P4㸸㞟ᅋ࡛ヰࠊࡍㄡ࡚ࡗྥヰ࡚ࡗ▱ࠋࡍ࠸㏞࠸࠸ࡤࡏேࠊࡀࡢሙྜࡣከ࠸ 

࡛ࠋࡅࡍ࡛ࡓࡗᛮ࡚ࡗ࡞࠺ࡑヰே࠸࡞▱ࡃ࡞ࠊ࡛ �࡛࠸ࡋ㞴ࡗࡕࠊ  
 ࠋࡍ

LI㸸ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗࢥ⬟ຊࠊ࡚ࡗⓙࡀࡉᛮ࡚ࡗ⬟ຊ࡞ࠊ࡚ࡗឤࠋࡡࡍ࡛࡞ࡌ

 ࠋࡅࡓࡋ࠸ゝࡁࡗࡉࠊࡍ࡛ࡌឤ࡚ࡗ࡚ࡗ⾜ศ⮬ࠊࡏヰࡃ࠺
P1㸸࠾࡞ࡍࠊ࠸Ẽව࡞ࡡ㹼ࡃヰࠋ࡞࠸ࡓࠊࡏ 
LI㸸ࡕࡗࡇ㸦࣮ࣜྑࡢ࣮ࢲഃ㸧ࠊ࠺ࡢ࠶ࠊኌࠋࡍ࡛࠺ࠊࡅ࠸࡞࡚࠸⪺ࠊ

 㸽ࡍ࠸࡛ࡌឤ࡞
P6㸸⚾ෑ㢌ࠊ๓ᅇࠊᬑ㏻ᴦࡃࡋ㞧ㄯ࡛⤊࡛ࡑࠊ࡚ࡗᴦࡢ࠺࠸࡚ࡗ࡞ࡓࡗࡋ 

୍ࠊࡣ࠶ࠊ ᛂࠊ࡞ࠊ┠ⓗᣢ᭱ࠊ࡚ࡗ �ࠊ࠺࠸࠺ࡑࠊࡋ࡚࠸᭩Ⅼ࡛┠ᶆࡢึ  
ヰࡁ࡛࠸ྜࡋ㛫ࠊ࡞࠸࠸ࡓࡗࡔᛮࠊࡘࡘ࠸᪥᮶࡚ࡑࠊ࡛ࠋษฟ�  
 ᬑ㏻ࠊ࡚ࡗጞࡀ㞧ㄯࡓࠊ᪥ࠊᬑ㏻ࠋ࡚ࡋࡓࡗࡋ㞴ࠊᵓ⤖ࠊ࡚ࡗࡢࡍ
ᴦࡣࠊ࡞࠸࠸࡚ࡃࡋᛮࡃࡗࡏࠊࡥࡗࠊࡣ࡛ࡗࠊ࡛ࠊࡅࡔ࠺㛫ྲྀ�  
 ࠊ࡞ࡓࡁ࡛࠸ྜࡋヰ࠺࠸࠺ࡑࠊ࡚ࡗ㞟ࠊᛂ୍ࠊⓗ࡛┠࡞࠺ࡌྠࠊ࡚ࡗ
ᛮࠊࡘࡘ࠸ឤࡢࡇࠊࡀ࡞ࡌሙࠋࡓࡋ࠸ 

LI㸸ࡢேࠋࡍ࡛࠺ࠊ 
P7㸸ࠊࡋࡀ࡚ࡗ࡞ࡢ࠸࠸ࠊࡗࡕࠊ࡛࠺ࡕࡗ࡞ࢫ࣮ࡢᛮࡀ࡞࠸�  

 ࠋࡍ࡚ࡗࡋࡗࡎ
LI㸸㐲៖ࠊ࡚ࡋ㐲៖ࠋࡀ࡞ࡋ 
P7㸸ࠋ࠸ࡣ 
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LI㸸࠸࡞ࡅ࠸ࠊ࡞ࢫ࣮ࡢឤࡍ࡛࠶ࡀࡌ㸽 ࡞ࡢ࠸࠸㹼ࠋࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗ 
P7㸸ࠊ࠸ࡓࡋࠊ࡞ࠊ࠸㞟࡚ࡗ࡞ࡢ࡚ࡗᛮࢳࡢࡃࡗࡏࠋ࡚ࡗ�  

࡚ࠋ࡚ࡗࡋࡀࠊ࡚ࡗ࠸࡞ࡌ࡚ࡗࡋ࡚ࡋࡪࡘࢫࣥࣕ ᛮࠊ࠺ᑡࠊࡋ�  
ᚰࡋ࡞ᐢࠋ࠺࠸࠸ࡋ 

LI㸸ఱ㸽 ఱࡀᐢ࠸ࡋ㸽 
P7㸸ᚰႅࠊ࡞ࠊࡋ࡞㸦࠸࡞㸽㸧ࡗࡕᐢࠋࡍ࡛࠸ࡋࡢேࡢᶵࡗࡕࡋࡪࡘࠊ�  

 ࠋ࡞࠸ࡓࡓ
LI㸸⮬ศ࡚ࡗࡋࡀࡢேࡋࡢᶵࠊࡓࡋ࡚ࡗࡕࡋࡪࡘᐢ࠸࡚ࡗ࡞࠸ࡋ� �  

�ࠊ࡚ࡗຓࡣᐇ͐ࡔ࡞࠺ࡣࡑࠊࡅࡍ࠸ࡀ᪉࡚ࡗࡋࡗ࠾ࠊࠋ࠺  
 ࠋ࠺ࡔ࡞࠺ࠊࡅࡍീࠊ࡞࠶ࡇ࡞࠸ࡓ

P4㸸ࠊࡇࡇヰࠊ࡛࠸ࡍࡋ⤖ᵓࠋࡗࡕࠊ࡛ࡓ࡚ࡗࡋࡁࡗࡉࠊ࿘ࡢேࡢヰ࠸ࡣ�  
 ࠋࡋᑡࠊࡡࡓࡋ࡛ࡕẼᣢࡌྠ࡚ࡗࠊ࡞ࡢ࠸

LI㸸࠺㸽ࠊ࡞ఱ࡚㸽 
P4㸸⨥ᝏឤឤࠊࡢ࠺࠸࡚ࡗ࡞ࡢ࡚ࡋࡪࡘࢫࣥࣕࢳࠋࡌᑡࡋᛮྠࠋࡓࡋ࠸  ேࡌ

 ࠋࡓࡋ࠶ࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗࠊ࡞ࡢ࠸࠸࡚࡚ࡋヰࡗࡎ
LI㸸ࠊ࠺ࡩ࠺࠸࠺ࡇࠋ࠺࡚࠸⪺ࠊࡍ࡛࠺ヰࠊ࠺࡚ࡋᛮࠋࡅࡔ࠸ࡓ࡚ࡗ 
P8㸸ヰࠊධࠊࡅࡍ࡛ࡢࠊ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡗఱษ㎸ࠊࡢ࠸࠸ࡤࡅ࠸࡛ᛮ࠸࡞  

�࠸⪺ࡃࡋᴦࠊ࡚ࡗࡋ࡚ࡗࡓࡗࡕࠊࡗࡕࡢ࠺ࡋ࡚Ṇὶࠊࡓࡗ  
 ヰࡀ࡞ࠊࡅࡍ࡛࠺ᛮࡣ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋヰศ⮬ࠋࡡࡓࡋ࡚ࡗ࡞ࡅࡔ࡚
ゝࠊࡋ࠸࡞ศࡢ࠸࠸࡚ࡗㄡࠊࡓࡗ࡞࠸ᛮࡀヰ㢟࡞࠺ࡏ �࡛࠸࡞࠼  
 ࠋࡡࡍ

LI㸸ࡀ࡞ヰ࡞࠺ࡏヰ㢟ࡥࡗࠊ࡚ࡗࡁ࡞ឤࠋࡡࡍ࠶ࡀࡌ 
P8㸸ࠋ࠸ࡣ 
LI㸸࠾ࠊ࡞ࡕࠊ࠸ⓙ࡞ࠊࡉ┠ᶆࡑࠋࡡࡍ࡚ࡗ▱࡚ࡗ࡚ࡗྜ࡚❧▱�  

 ࠋࡍ࡛࠸࡞ࡋࡓࡗᛮ࠸ࡓ
P7㸸ඛ㐌ࠊᛮࡃ⪺ࡓࡗࡔ࠸࠸ࠋ࡚ࡗ࡞ࡢ࡞࣮ࢱࡣࡢࡃ⪺ࠊ࡛ࠋࡓࡋ࠸㸽㸦య�  

 㸧ࡅ࠸ၥ࡚ࡅྥ
㸦୰␎㸧 
P5㸸⚾ࠊࡣ⮬ศࡢ┠ᶆูࠊ �⪺ࡗࡕࡢேࠊࡋ࠸࡞ࡌࡅ࠺࠸࠺ࡑ᎘ࡀࡢࡍヰ  

�㐵Ẽࡋࠊ࡚࡚࠼ぬࡑࡀேࡢࠊ࡚ࡋヰࡢศ⮬ࠊࡅࡍ࡛࠺ᛮ࠸ࡓ࡚࠸  
�࡚ࡗࠊ࡞࠸࡞࡞ࡓࡢᶆ㐩ᡂ┠ࡢศ⮬ࡣࡑࠊࡓࡗ࠶ࡀࡇ࡞࠺ࡃ࡚ࡗ  
 ࡞࠺ࡁ࡛ࡑศ⮬ࠊ࡛ࡃ࠶ࠋࡓࡋ࠸ᛮࡗࡕࡣࡇ࡞࠺࠺࠸
 ࡗࡕࠊࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗࠊ࡛ࡢࡍࡀẼ࡞࠺࠸࡞࡞ࡣࡇࡓࡋ㐩ᡂᶆ┠ࠊ࠸࡞
 ࠋࡓࡋ࠸ᛮ

LI㸸Ẽ㐵ࠊࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗࡃ࡚ࡗලయⓗࠋࡍ࡛࡞ࡇ࠺࠸࠺ 
P5㸸ࠊࡤ࠼┠ᶆࡀ⮬ศヰࡓࡋࡓࡗࡔࡢ࡞࠸ࡓࠊࡍࠊࡢேࡢ࠶ࠊࡀேࠊ⮬ 

ศヰ࡞࠸ࡓࠊࡍ┠ᶆᣢ࠸ࡓࠊ࡞ࡓ࡚ࡗぬࠊ࡚࡚࠼✵Ẽㄞࡕࡗࡇࠊ࡛�  
ヰࡋฟ࡞࠺ࡏ✵Ẽసࡣࡑࠊࡍࡔࡢ࡞࠸ࡓࠊࡃ࡚ࡗ⮬ศヰࡓࡋ 
�ࡋࡓࡗ࡞ࡌ࠺ࡑࡋࠋ࡛ࡢ࠺ࡕࡗ࡞ࡇ࠺࠸࡚ࡗࠊࡢ࡞ᮏᙜࠊࡇ  
�࡚࠼⪄ࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡋࡢࡍࡓࡗࡕࡗᛮ࠺ࡑࠊ୰࡛ࡢศ⮬ࠊ࡚  
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 ࠋࡓࡋ࠸
LI㸸ࠋ࡞Ⰽࠊࡍ࡛࠺ࠋࡡ࠼⪄ࠎࡢ᪉ࠋࡣ 
P7㸸ࠊࡘࡢ㠃ⓑࠋࡡ࠸ನ1ࠊࡤࡤࠊ ே࡛ࡋ࡛ࡇ࡚ࡗࠊ࠸࠸࡚࡚ࡗࡋ㸽 
య㸸㸦➗㸧 
P7㸸㸦➗㸧㐪ࡓࡗ㸽͐ୗᡭูࠊỿ㯲ࠋࡡࡍ࡛࠸࠸࡚ࡗࡋࠊ࡛࠸࡞ࡃࡘ 
P5㸸ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗࡋ 
㸦௨㝆ࠊ┬␎㸧 
�  

ࡢ࠸࠸ࡓࡋ⩦⦏ఱ࡛ࡇࡇࠕࠊࡓࡢᶆ㐩ᡂ┠ࡓ࡚ࡓึ᭱ࠊࡣ࣮ࣝࢢࠊᚋࡢࡇ

ࡇ࠸ࡓ࠸ゝࠕ࡚ࡋࡑࠊ࠸ྜࡋฟࢹ࠺࠸ࠊࡁ࡛ࡀఱᐇ㝿ࠊពぢ࠺࠸ࠖࡣ࡛

࠺ࡀࡇࡏヰ㏫ࠕࠊ࣮ࣂ࣓ࣥࡍヰࠖ࠸ከࡀࡇ࠸࡞ఏࡀ࠸ࡓ࠼ఏ▐

࠸ከࡀࡇ࠸࡞ゝࡢ࠸ࡓ࠸ゝࡣศ⮬ࠋ࠸ࡋ ᭱ࠊ࣮ࣂ࣓ࣥࡍヰࠖ ᚋࡢ᪉ࡣ⮬ศࡕࡓ

࡚ࡌ㏻యࠊࡣ࣮ࣝࢢࡓࠋࡓࡗ࡞㛫࡚ࡗྜࡋヰ࠺㐵Ẽࡍヰ࠸ࡀ

P4  P7  ࠋࡓࡋ⾜ᙧ࡛㐍ࢩ࣮ࢲ࣮࡚ࣜࡋヰᴟⓗ✚ࡀ
 

ղ  ➨ 3 ᅇ࣮ࣝࢢࡢయ㦂� 㸦ཧຍ⪅ 8 ྡ㸸P1ࠊP2ࠊP3ࠊP4ࠊP5ࠊP6ࠊP7ࠊP8㸧 
� ➨ 3 ᅇࡗ࡚࠼⪄ึ᭱ࠕࡀ࣮ࢲ࣮ࣜࠊ

6ࠊᶆ┠ࡓ ᅇ┠㐩ᡂࡒࡑࠊࡓࡍ

࠸ࠊ࠸ࡓࠊࡇ࠺ᛮ࠺࡚ࡗ

సᴗ⥴୍ࠊࡀ࡞ࡁ⨨ᛕ㢌ࡋᑡࡇ࠺

ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚࡚ࡋヰ࡛ࡇ࠺࠸࡚ࡗࡍ

ࡀ࣮ࣝࢢ࡚ࡋヰࠖࠋ࡛ࡇ࡞ࠊࡒ࠺

ጞࠋࡓࡗᅇึ᭱ࠊヰࡋฟࡣࡢࡓࡋ P1
࡛ࡏ⤊࡛ࡁ⥆ࡢఱࠊ࡚ࡗඛ㐌ࠕࠊ࡛

࠸ࡓࡓࡗࡕษ࡚ࠊࡗࡕ 㸽ࡅࡗࡓࡋ

ࠖࠋ࡞ ࠊᚋ༙ࡣᚋࡢࡑࠊࡀࡓࡗ࠸ ヰ㢟ࡢ⏬

࡛࡞ P1 P1ࠋࡓࡗ࡞ࡣⓎゝࡢ ࠸ၥࡢ

ࡓࡗ⤊ヰ࡛ࡢᶆ┠ࠕࠊ࡚ࡋ⟆ᛂࡅ ࣓ࠖ

ࡓ࡚❧ࡀࡕࡓศ⮬ࡀヰ㢟ࠊ࠸ゝࡀࡕࡓ࣮ࣂࣥ

┠ᶆ࡛࣮ࣝࢢࡢࡇ࡚ࡗ࠺ࡑࠊ㐩

ᡂࡢ࣮ࣝࢢࡢࡇࠊࡀ࠸࡞ࡃࡍ

㞺ᅖẼ࠺࠸ࠊࡓࡁ࡚័ヰࡢࡑࠋࡓࡗ࡞ᚋࡢᑐヰ௨ୗࠋࡍ♧ 
 
P4㸸ඛ㐌ゝࠊࡅࡍ࡛ࡓࡗㄡ࡛Ẽࠊ㐵ࡏྜ࡛࠸࡞ேࠋ࡚ࡗ࡞࠸ࡈࡍࡣែᗘኚ�  

�ࡈࡍࡀࡢ࠺࠸࡚ࡗࠊ࡞ࡃ௰Ⰻࠊ࠸࡞ࡏࡉ࠸ᛮ࡞ᛌᡭ┦ࠊ࡚࠸࡛ࡑࠋ࠸࡞࠼  
 ࠋ⌮࠸

P3㸸⌮ࠋ☜ࠋ 
P4㸸࡛௰Ⰻ࡞ࡃ᪉ἲࠊ࡚ࡗヰࠋ࡚ࡗ࡞࠸࡞ࡌ࠸࡞ࡋࡇࡍே࡞ 

 ࠋࡍ࠶ࠊࡢ࠺࠸࡚ࡗࠊ࡚ࡅ㛫ࠊ࡞࠸࡞ࡌ࡞┠㥏ࡁ
P7㸸1ࠊࡣࡢ࠸ࡍ␒୍ࠊࡑ ᑐ 1  ࡓࡗࡔໃࡃࡓࠋࡓࡗࡔႅ 㸽࠸࡞ࡌ

P1

P4

P7 P2

P3

P6

P5

P8

LI

ਦ 2.3.2 PsyG ੰ࠴ʤ3յʥ
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�ࠊ࠺ࡑヰయࠊ࡚ࡃ࡞ࡌ࠺࠼ఏேࡢࡇࠊゝⴥ࡚ࡗࡩࠊࠊࡇࠊࡍ  
1ࠋࡡ࠸ࡋ㞴࠸ࡈࡍࠊ࠺ࡕࡗ࡞ࡃࡓ ᑐ 1 ࠊࡍ࡞ࡃ௰Ⰻ⡆༢ࠊࡓࡗࡔ

1 ᑐ 1  㸽࠸࡞ࡃࡍ࡞ࡀ࠺ࡢ
P4㸸ನⓗ࡚ࡗ࡞࠶ࡀࢺ࣓ࣜࢹࠊࢺ࣓ࣜࡕࡗࠊࡣឤ1ࠋࡍࡀࡌ ᑐ 1 �1ࠊࡔ  

ᅇẼྀྲࠊࡓࡗ࡞ࡃࡎ ࠋࡀ㞺ᅖẼ࠸ᝏࠊࡍヰࡗࡕ 㸽ࡏ㛫ࡢࡍᡠ

ࠊࡉ㍍ῶ㇟༳࠸ᝏࠊ࡛ࡢࡓࡗゝ࡚ࡗࠊ࠺ࡕ࠼ᾘࡀゝⴥࡁࡗࡉࠊࡔ࣮ࣝࢢ͐

 㸽࠸࡞ࡌ࠸࡞ࡋ࠸࡞༳㇟ṧ࡛ࡇࡑࠊ࠺࠸࡚ࡗ
P7㸸ࡢேࠋࡋࡍࡓࡗࡋࠊ 
㸦୰␎㸧 
P6㸸⚾ࠊ 1 ᑐ 1  ͐͐ࡀ࠺ࡢ
P4㸸ᴦ㸽 
P6㸸㥏┠࡞ே࡛2ࠋࡍ ேࠊࡔศࡅ࠸࡞Ẽ࡞ࡃࡎഴྥࡑࠋ࡚ࡗ࠶ఱே�  

�ഴ࠺࠸࡚ࡗࠊࡅ࠸࡞ศఱ࡛ࠋႅࡇ࠸ࡓႅࡢศ⮬ࠊᵓ⤖ࡀ࠺ࡓ࠸ࠊ  
ࡘ࠸ࡤ࠼ࠋࡍ࠶ྥ 4 ே࡛ࡢࡑࡓࡓࠊࡅ࠸᪥ࡅࡔ 4 ே୰ 2 ேࡓࡗ࡞

ࡢࡘ࠸ࠊ 4 ே࠸ࡢ⮬ศ㐪ࠋࡏࡋࡓࡗ 
P3㸸ศࠋ☜ࠋࡍ 
㸦୰␎㸧 
P7㸸ಶேⓗࠊ࡞ヰࠊᡠࠋࡅࡔ⤒㦂࡛ࠊ↓ゝ࡛Ẽ2ࠊࡌ࠶ࡁ࠸ࡎ ேࠋ࡛

ูࠋࡡࡔ࠼⪄࡚ࡗࠊ࡞ࡢ࠸ࡎẼᡭ┦ࠊࡢࡑ ࡞ゝ↓࠸࡞ࡃࡎẼ࡞

࡚ࡃ࡞࡚ࡗࡋูࠊࡓࡗࡔᏊ࠸࠸௰ࠋ࠶ศ⮬㌟⤒㦂⮬ࠋࠊࡢ

࠺ᛮ࠸ࡈࡍ࡚ࡗࠊ࡞࠺ࡔ࡚ࡗᛮ࠺ࠊᡭ┦ࠋ࠶࡚ࡗ࠸࡞ࡋẼ࡞ࡑࠊ

ࠋࡀ 
P4㸸ࡅࡔࠋࡍࡗ࠶ࠊࡑ௰ࡢࡑࠊࡡࡍ࡛ࠊ࠸࠸ேࠋ⤖ᵓࠊ௰Ⰻูࠊࡓࡗ�  

 ┦ࡢࡑࠊ࠺ࡓࡗࡔᡭ┦࡚ࡗ㐵ࠊ㸽 Ẽࡍ࡛࠸࡞ࡃ࡞ࡋẼ࡚࡚ࡋࠊ
ᡭࠊࡔ  ࠋࡅࡍ࡛࠺ᛮ࡚ࡗࠊ࡞࠸࡞ࡌ࠺ࡕࡋẼࡕࠊ࠺ࡓࡋ
⤒㦂ୖ࡞ࡑࠊឤ࠸࡞ࡌࡌ㸽 

P7㸸⮬ศࡢᛮ࡚ࡗ௰ࡢⰋࡉ┦ᡭࡢⰋ࠸࡞ࡋ⮴୍ࡀࡉࠋ 
P4㸸౯್ほࡢ㐪ࡍ࡛࠸㸽 
P6㸸☜ࡢ࠸࡞ࡇࡓ㸽 ࠾ࡢ࠸ࡄࡌྠ࠸௰ࡔᛮࠋ࡚ࡗ 
P7㸸ࠊࡤ࠼ぶㄡ࡛࡚ࡗࠊࡍゝࡢ࠶ࠊ࡚ࡗே࡚ࡗࠊゝࡢ࠺ࡇྥࠊࡅࡓࡗேࡣ㐪࠺ேゝ 

ྥࠋ࡞࠸ࡓࠊゝ↓͐࠺ࡔ࡞࠺ࠊࡢ࠺࠸࠺ࡑ 㸽࠸࡞ࡌ࠶ࡀࡎࠊࡓ࡚ࡗ

ࡔࡓࡑࠋࠊ࡞ࡢ࠸࡞࡚ࡋẼゝู࡛↓࡚ࡃ࡚ࡗᛮࡃ௰Ⰻࡣ࠺ࡇ

༢ࠊẼ࡚ࡗࠊ࡞ࡢ࠸ࡎᛮࠊ࡚ࡗᐢ࠸ࡋẼᣢ࠸࡞ࠋࡓࡗ࡞ࡕ㸽 ࠋ࠸࡞ 
P4㸸ࠋࡍ࠶ 
P2㸸ࠋࡍ࠶ 
P3㸸⚾ࠋࡍ࠶ 
P7㸸ࠊࡅ࠼⪄ࡕࡗ⤖ㄽࠊฟࠋࡡࡔ࠸࡞ 
P3㸸ྥ࠺ࡇẼ࡚ࡗࠊ࡞ࡔ࠺ࡑࡎឤྲྀࡌࡏ࠶㸽� ࡚ࡗࠊ࡞࠸ࡎẼ࠸࠾

㞺ᅖẼឤࡌࡍ࠶㸽 
㸦୰␎㸧 
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P7㸸࠾ู࠸௰Ⰻ࠸࡞ࡃࠊ௰Ⰻ࡞ࡃ๓ࠋࡡࡔ 
P3㸸ࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑከศࠊ࡚ࡃ࡞࡚ࡗࡋ࠶ࠊ㢦ぢ▱⛬ᗘࡢேࠋࡍ࡞ࡃ 
P7㸸㐩ࡢ㐩ࠋ 
P3㸸ศࡢࡑࠋࡍ㛵ಀࠋ␒୍ࡀ 
P4㸸㸦๓␎㸧͐↓⌮࡚ࡋヰ࡚ࡋ⌮↓ࠊ࡚࡚ࡋヰ࡚ࡋẼࠊ࡞ࡃࡎ↓ゝ࡚ࡗ࡞Ẽࡎ

ᛮ࡚ࣃࠊᚋࠋࡍ࠸ᛮ࡚ࡗࠊ࡞ࡢ࠸࠸ࡀ࠺ࡢゝ↓ࠊࡓ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ

 ࠋ࡚ࡗ࡞ࡢ࠸࠸ࡓࠊヰ㢟ேࡢࡑ↛⮬ࠊࡇࡔᾋ࠸
P7㸸ࡔࡀ࠺ࡢࡑᴦࠋ࠸ࡋ 
P4㸸ࠊࡀ࠺ࡢ࠸ࡄࡑ⮬ศ࡞ࡑẼࠊ㐵ࠋࡋ࠸࡞࡚ࡗ┦ᡭࠋࡋࡔ࡛ࡇࡑูࡣ┦ᡭ�  

�ࡑࠋࡍ࡛࠼⪄࠺࠸࡚ࡗࠊࡋ࠺ࡔࡃ࡚ࡅࡋヰࡕࡗ࠶ࠊࡓࡗࡓࡋヰࡋࡀ  
 ࠋ࠺ᛮ࡚ࡗࠊ࡞࠸࡞ࡌ࠸㎞࠸࠾ࠊࡓࡋヰ⌮↓࡞

P7㸸ࡢࡇ✵㛫࡚ࡗ࠺ࡋ⌮↓ࠊࡡࡔ࠶ࠊឤࠋࡓࡗ࠶ึ᭱ࠊࡌ 
P4㸸ࠊึ᭱ࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑㄡࡀヰࡢࡍ㸽 ࡞࠸ࡓឤࠋࡓࡋ࡛ࡌ 
P7㸸ࠋࡡࡔ 
P4㸸ࠋࡡࡍ࡛᎘ࡣࡑ 
P7㸸ࠋࡋࡓࡁ࡚័ࡗࡕูࡣ࡚ࡗ࡞ 
㸦୰␎㸧 
P8㸸᭱ึࠊࡔ࡛ࠋࡓࡋ័ࡣヰࡋฟࡀࡢࡍ⥭ᙇࠋࡍࡋⰍࠎヰࠊࡀ࡞ࡁ⪺⚾�  

�㛫ࡢࡍゝⴥࡗࡕࡑࠋࡅࡍ࡛࡚࠼⪄ࠊ࡞࠶㦂⤒࠺࠸࠺ࡑ  
 ࠋࡍ࡛࠸࡞ࡏࡔࡋヰࠊࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡇฟ࡚ࡀゝⴥ࡛ࡌ㸟࡚ឤࡗ࠺ࠋ࡚ࡗࡕࡗࡀ

P4㸸┦࡙ࡕᡴࡕ࡙┦ࠋࡍ࡛࠸࡞ࡋ࠸࠸ࡢࡘᡴࡓࡗ⮬ศࡢᏑᅾឤࠊฟ࡛࠸࡞ࡌ

ࡓே࡚ࡋヰࡗࡕศ⮬ࡓࡋࡑࠊ࡚ࡏẼࠎẁࠋ୰࡛࡚ࡋヰࡢ㍯ࡢࡑࠋࡍ

 ࠋ㸦ᚋ␎㸧ࡍ࠸ᛮ࡚ࡗࠊ࡞ࡢ࠸ࡍධ㍯ࡢࡕ
P7㸸᭱㏆ࡢᝎ࠺࠸࠺ࡑࠊ࡛ឤࠋࡡࡔ࠶ࡇࡢࡌ 
 

ࡇࡇ P7 ࣮ࣂ࣓ࣥࠊጞヰ࠺࠸ࠊ࠸ࡀே࠸࡞᮶࡚ࡗධ࣮ࣝࢢ࡛ࢮࠊࡀ

ࡇࡓࡋẁⴠ୍ࡀヰࠊࡉࢫࣂࢻࠊ➼ࠖ࠺ࡓࡅࡋヰ༢⣧ࠊࡎ࠼⪄࠶ࠕ

ࡏ⤊ࠊヰࠋࡓࡋࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉㄯ┦ᝎ࠾ࡢศ⮬ࠊࡢ࡞ᶵࡢࡃࡗࡏࠕࠊ࡛

ࠖࠋࡈࠊࡓࡗࡕ ࡢ࡛ࡇࡇ㛤ጞ࣮ࣝࢢࠋࡓࡗࡃࡃ⥾๓༙ࡢయ㦂࣮ࣝࢢ

㛫࣮࣓ࣜࠊࡣ࣮ࢲ ࡉࡋ㞴࠸࡚ࡌឤࠊ㐲៖ࠊ࠼⪄ࡍᑐࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗࢥࡍヰࡀ࣮ࣂࣥ

ᩘࠊ㉁ၥ࠸▷ࡢࡓࡢᐇ☜ㄆࠊࡣࡢࡓࡋⓎゝࠊࡋጞ⤊ࡇࡃ⪺ヰࡢ ᅇࡗ࠶࡛ࡅࡔ

 ࠋࡓ
� ヰࡢ⾜ࡢᏛࡓࡗ࠶㏆┤ࠊᚋࡢࡑࡣ࣮ࣝࢢ P7 ヰ࡛ࡢࡑࡃࡤࡋࠊࡋฟヰ㢟ࡀ

ࠊヰࡢ⏬ࡓ㏆᭱ࡑࠊࡋ ࣮ࣃ࣮ࢸ࠶ࡢࣥࣙࢩࢡࣛࢺࡍ㛵㐃⏬

᭱ࠊヰࡢࢡ ᚋ࠸➗࠾ࡣⱁேࡢヰࠊヰࡇ࠸ࡓࡋヰ࠺࠸ࡓࡋヰ୍ࡍ⯡ⓗ࣮ࣝࢢ࡞

ࠊయ㦂࣮ࣝࢢࠊᒁ⤖ࠊ࡚ࡉヰࡃ࡞ỿ㯲ࠎḟࡀヰ࠸࡞ࡢ࠸ࡓࠊ࡞ࡕࡀ࠶ 70
ศࡢࡕ࠺ࡢᚋ༙ࠊ⣙ 35 ศ㛫ࡢࡑࡀ࡚ࡍヰ࡛㈝࡚ࡉ㛫ࡢࡇࠋࡓࡗ࡞㛫࣮ࣜࡢ

ࡃ▷ࠊࡇࡓࡗ࡙࠼ࡇ⪺ࠊࡣⓎゝࡢ࣮ࢲ 2 ᅇ㉁ၥࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡓࡋ 
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㸦2㸧࣮ࣝࢢయ㦂ࡅ࠾ FSG  ᑐヰࡢ
FSG ➨ࠊࡣ 2 ⠇࡛㏙ࠊ࠺ࡓẖᅇࡢ࣮ࣂ࣓ࣥࠊㄡࡀḞᖍࠊࡋဨࡢࡓࡗࡑࡀ

PsyGࠊ࡛ࡢᅇ⤊᭱ࡣ ኚࡀ㢦ゐࠊẖᅇࠊẚࡢࡓࡋᅇฟᖍࠊဨࡀ࣮ࣂ࣓ࣥࡢ

Ᏻᐃ࡞ᵓ㐀ࠋࡓࡗ࠶࡛࣮ࣝࢢࡢᅇཧຍࡣࡢࡓࡋ F5  F8 ࡢ 2 ࣮ࣝࢢࡢࡡᴫࠊ࡛ྡ

ࡀ F5 ➨ࡣཧຍ≧ἣࠋࡓࡋ⾜㐍࡛ࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࡢ 2 ⠇ࡢ⾲ 2.2.1  ࠋ࠶࡛࠾ࡓࡋ♧
 
 ➨ 2 ᅇ࣮ࣝࢢࡢయ㦂� 㸦ཧຍ⪅ 6 ྡ㸸F3ࠊF4ࠊF5ࠊF6ࠊF7ࠊF8㸧 
� ➨ 2 ᅇࡢཧຍ⪅ 6 ࡢࡕ࠺ࡢྡ 2 ྡ㸦F3ࠊ
F4㸧ึࠊࡣᅇḞᖍࡢࡇࠊࡋᅇึࡀཧຍ࡛࠶

➨ࠋࡓࡗ 1 ᅇ͆ࢺࢡࣞࣇࣜࡓࡗ⾜ᶵ⬟ⓗ

࣮ࣝࢢࢧ 2ࠊࡣ⩦⦏ࡍᙧᡂ͇ ࠊྡ

ࡒࡑ࡚ࡋㄪᩚ㛫ࡀ࣮ࢲ࣮ࣜࠊ㛫ࡢࡇ

ಶูࡢࡇ࡚ࡋ⩦⦏ᅇࠋࡔ⮫ᅇ

ࢱࣥࢭࡢ๓ጞ࣮ࣝࢢࢧᶵ⬟ⓗࠊ

ࠊࡋᐇ࡚ࡋࢫࣥࢲࡀ࣮ࢲ࣮ࣜࢢࣥࣜ

ࡋጞࠊ࣮ࣝࢢࢧࠊ࠶ࡌࠕ࡚࠸⥆

ࠖࡒ࠺࡛ࡓ࡞ࠊࡇ࡚ࡋయ㦂ࠊࠋ࠺

ࢭࠋࡓࡗጞࡀ࣮ࣝࢢ࡚ࡋヰࡀ࣮ࢲ࣮ࣜ

ᙳ㡪ࡓࡗ࠶࡛࡚ึࡀဨࡣࢢࣥࣜࢱࣥ

F5ࠊⓎゝ࡛ࡢึ᭱ࡢ㛤ጞᚋࠊ࡚ࡗ࠶ ࣥࢭࡀ

ࡅཷࡑࠊࡋゝཬࢢࣥࣜࢱ ෆഃ࡛ࢢࣥࣜࢱࣥࢭࠕ㸦F6㸧ࠖ࠸ࡗ╀ദࡀࢢࣥࣜࢱࣥࢭ࡚ࠕ

㸦F7㸧ࠖࡓࡌឤ᭰ษࡢࡓࡅྥព㆑እࠊࡓ࠸࡚ࡅྥព㆑ ࣜࢱࣥࢭࠊ

࠶ࡢⓎゝⓎゝ⯡ⓗࠊྵᚋࡢࡇࠋࡓ࠸⥆ࡃࡤࡋࡀ࣮ࣝࢢࢧㄒయ㦂ࡢࢢࣥ

ࠊࡉ࡞ࠕ࣮ࢲ࣮࡚ࣜࡌᛂᚲせࠊࡃከࡀࡇࡍỿ㯲ࡀ࣮ࣝࢢࠊ࠶ࡀ㛫ࡔ࠸

͆ࠊ࡚ࡋ࡞ࡅ࠸ၥ࣮ࣝࢢࠖࡍ࡛࠺ ᶵ⬟ⓗࡀ͇࣮ࣝࢢࢧᙧᡂಁ࠺ࡉ

⣙㛤ጞࠋࡓࡋ 10 ศ࡚࠸ࡘࢢࣥࣜࢱࣥࢭࠊㄒࡢ࣮ࣝࢢࢧᚋ༙ୗグࠋࡍ♧ 
 
F3㸸⮬ศࡣ᪥࡚ࡗ࠺ࡇ࡚ึࠊཧຍ2ࠊ࡚ࡋ ᅇ┠ཧຍࠊࡎࡓࡋ㛫ࡂ�  

�ᐇࠊ࠸ࡈࡍࠊࡅࡍ࡛ࡓࡗᛮ࠸࡞ヂࡋ⏦ᮏᙜ୰࡛ࡢࡑࠊ࡚ࡗࡕ᮶ࡂ  
㝿࡚ࣜࣛࡗ࠺ࡇࡣึ᭱ࠊ࡚࡚ࡋࢫࢡヰࡍࠊṇ┤ࠊ⥭ᙇࠊ࡚࡚ࡋఱゝࡏࡔ࠸ 
 ࡗ࡞࠺ႅࠊ࡛ࡆ࠾ࡓࡃ࡚ࡗႅࡀࡉⓙ࡚ࡗ࠺ࡇࠊࡅࡓࡗ࡞
 ࠋࡍ࡛࠺ࠊࡉⓙࠋࡍ࠸࡚ࡋᏳᚰࠊ࡚ࡅゎࡋᑡࡀᙇ⥭ࠊ࡚ࡁ࡚

LI㸸㸦F3 㸧࡛ࢺࢡࢱࣥࢥ㸦ࡗࡕࠊ࡚ࡋᮇᚅࡢࡃ࡚ࡗࡀ࡞ࡘ㸧ㄡ࡚ࡗྥ

ぢ࡚⾜ࡗࡕࠋࡍ࡛࠺ࠊ࡚ࡗࠋࡍ࡛࠺ࠊ࠶ࡉࠋ࡚ࡀ࡞ࠊࡅ࠸ࡋࡎ 
F7㸸ࡢࡇᐇ㦂ᐇ㝿ཧຍࡅࡔ࡚ึࠊ࡛࡚ึࡀࡢࡍ᮶ࡋ࡚ࡗ࡞ࡂࡂࡢ

ࢫࢡ࡛ࣛࣜࢢࣥࣜࢱࣥࢭࠊࡅࡓࡗ࠶ࡕẼᣢ࠺࠸࡚ࡗࠊ࡞࠸࡞ヂࡋ⏦ࠊ࡚ࡗ

 ࠋࡍ࡛ࡌឤ࠺࠸࡚ࡗࡓࡄࡀᙇឤ⥭࠺࠸࠺ࡑࠊ࡚ࡗࡇࡓࡋ
F3㸸ࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑࠊ࠸ࡣ 
F7㸸࠺ࡋ࠺㹼㸦➗㸧 
య㸸㸦➗㸧 

ۯ

F4

F3ۯ

F8

F5

F6

F7

LI

ਦ 2.3.3 FSG ੰ࠴ʤ2յʥ
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F7㸸⮬ศࡓࡗ࡞࡚࠼⪄ࡇࡢ㸦➗㸧 
LI㸸㸦F7  ࠋࡍ࡛࠸࠸࡚ࡗゝࡢࡑࡇ࡚ࡌឤࠊࠊࡓ࡞࠶ࠊ࠶ࡉ㸧࡚ࡗྥ
F7㸸ࠊࡃࡈࡍศࠊࡅࡍ࡛࠸࡞⥭ᙇࠋ࡚࡚ࡋ⮬ศࠊゝ࠸࡚ࡗࡓࡗ࡞࡚࠼⪄ࡇ࠺�  

 ࠋࡍ࡚ࡋᙇ⥭ࠊࡅࡍ࡛࠶ࡢ࠺
LI㸸୍⏕ᠱࠋࡍ࡛࠺ࠊ࡚࡚ࡗࡀ࡞ࡘ 
F7㸸࠼࠼࡚࡚͐͐ࡗࡀ࡞ࡘ㸽͐㞴͐࠸ࡋఱ͐࠺ࡔ 
LI㸸ࠊࢢࣥࣜࢱࣥࢭ㢌࡛⪃ࠊ࡛࠸࡞࠼ᚰ࡞ࡀឤୖࠋࡌぢࡗࡎࠊࡓᛮ⪃ࡀᕠࡇࠋ 

 ࠋࡍ࡛ࡌឤ࡞ࠋࡍⴠ㸧ࡓ࠶ࡢ⭡࠾㎶㸦ࡢ
F7㸸F3  ࡋࠊ࡚࠼⏕ⱆࡀࡢ࠸ࡓࡕẼᣢࡍඹឤࠊ࡚ࡗࡇࡓࡋၐ࠼⪄ࡢࡉ

୍ࠊ࡚ࡗ࡞␒ࡢศ⮬ࠊࠊࡅࡍ࡛ࡓࡋᏳᚰࡃࡈࡍࡣࡁ࡚ࡗ Ẽ⥭ᙇࠋࡓࡋࡋ�  
ⓙࠋࡍ࡛࠺ࠊࡉ 

LI㸸㸦࣮ࣝࢢయ࡚ࡗྥ㸧ࠊࡑศ࠺࠸࡚ࡗࠊࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗࡀ࡞ࡘ 
F5� F3 �ࡍ࡛ࡓࡋࢺࢡࣞࣇࣜࠊ࡚࡚ࡋඹឤ࡚ࡗࠊศ࠸ࡈࡍࠊࡣ࡚࠸⪺ヰࡢࡉ  

ࠊࡓࡗࡕࡗᅔࡗࡕࠊ࠺ࡑヰࠊఱࠊ࡚ࡃ࡞࡚࠼⪄ࡕẼᣢࡢศ⮬ႅḟࠊࡅ

 㸽ࡍ࡚ࡗྜࠊ࡛ࡇ࠺࠸࡚ࡗ
F7㸸ྜࠋࡍ࡚ࡗ 
F5� ࡛࠸࡞ࡌࡍࡓࡗࡕࡗ࡞㟼࡚ࡗ࠺ࡇࠊ࡚ࡗ࠶ࡀࡇศ࠸ࡈࡍ⚾

࡞ࡆ࠶࡚ࡋࢺࢡࣞࣇࣜࡀㄡࡍ࠺ࡑࠊ࡚ጞࡋⴠ┠ࡀ࡞ࠊࡓࡋࡑࠋࡍ

⪄ఱࠊࡅࡍ࡛ࡍࢺࢡࣞࣇࣜࠊ࡚ࡗ࠶ࡀឤົ⩏࠺࠸࡚ࡗࠊ࡞ࡔ࠺ࡑ࠸ࠊ࠸

Ᏻᚰࡣ๓ᅇࠊࡣࠋࡓࡋ࠶ࡃࡣ๓ᅇࠊࡀࡇ࠺࠸࡚ࡗࡍᅔᝨ࡛࠸࡞࠼

 ࠋࡍ࡛࠺ࠊࡉⓙࠋࡍ࠸࡚ࡌឤ࡞࠸ࡍࡋヰࠊ࡛ࡢ࡚ࡋ
 
㸦୰␎ࠊỿ㯲ྵ㸧 
 
F4㸸㸦๓␎㸧͐ᬑẁࠊ㐩ヰ࡚ࡋࠊ࠺ࠊࡓࡗࡔᬑ㏻ࡓ࡚ࡋ࣮ࣝࢳࣕ

ࠊ࡚ࡋඹឤࡇࡑࠊ࡚࠸⪺ヰࡢࡑࠊࠊࡔሙࡢࡇࠊࡅࡍ࡛ࡋ࡛ࡌឤ࡞࠸

ࡅ࠸࠸࡞ࡉ㏉ࡆ㌶㐨࡛ᢞࡌྠ࣮ࣝࡓࡁ࡚ࡆᢞࡀ㐩ࠊ࡛ࡢධࡀసᴗ࠺࠸࡚ࡗ

⃰ࠊヰࡢ㐩࠸࡚ࡋᬑẁࠊ࡚࠸࡚ࡌឤࡉࡋ㞴ࡓࡗ࠸࠺ࡑࠊ࡞࠸ࡓࠊ࠸࡞

࡚ࡁ࡛ࡀヰࡓࡋゎ⌮ࡗࡋෆᐜࠊ࡚ࡋヰ㐩ࠊ࠺࠸࡚ࡗෆᐜ࠸

 ࠋࡍ࡛࠺ࠊࡉⓙࠋࡍ࡚ࡌឤࡣศ࡛⮬ࠊࡢ࠺࠸࡚ࡗࠊ࡞࠸
F6㸸ࡘ࠸㐪ࠊ࠺ሙ࡛ࠊᑡࡋឤ㸽ࠊ࡞࠸ࡓ⩏ົឤ㸽ࡢ࡞࠸ࡓឤࠊ࠸ࠊࡘࡘࡌ

㐪࡞࠺㸽 ࡛࠺࠸࠺ࡇࠊࡘ࠸ࠊሙࡗࡋࠊࡔࠊヰࠊ࡞࠺࠸࡚ࡏᐇ

ឤࡢ࠺࠸࡚ࡗឤࠋࡡࡍ࡛ࡇ࠺࠸࡚ࡗࠊ࡚ࡌ 
F4㸸≉ឤࠊࡔ⩏ົឤࠊࡣඛ࠶ࡣឤࠊࡅࡍ࡛࠸࡞࡚ࡌᬑẁࠊࡢ

ヰࡣ㐪࠸⃰ࡗࠊ࠺ヰࠊࡢ࠺࠸࡚ࡗ࡞࠸࡚ࡁ࡛ࡀࠊឤ࡚ࡌឤࠋࡡࡍ࡛ࡌ 
F6㸸⃰࠸ヰࠊࡢࡑࡇ࠸࡚ࡁ࡛ࡀ‶㊊ឤࠊᐇឤࠋ 
LI㸸ࡣࡇࡑせ࠸࡞ᛮࡍ࠸㸦F6㸸࠸ࡣ㸧ࡢࡓ࡞࠶ࡣࡇࡑࠋゎ㔘࡞㸦F6㸸࠸ࡣ㸧ࠋ

ࠊឤົ⩏ࠋ࡚ࡋ㏉ࡢࡑࢺ࣮ࣁࠋᅇ୍ࠊ࡚Ṇࡅཷࡢࡑࠊࡢࡓࡗゝࡢேࡢࡇ

ឤࠊᏳᚰࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗࠊ㸦F6㸸࠸ࡣ㸧ࡀࡓ࡞࠶ࠊゎ㔘ࡢࡇࠊࡡࡔࡇࡓࡋேࡢឤࡌ

㏉ࡢࡑࢺ࣮ࣁࡓࡗྲྀࡅཷࠊࡇࡓࡗゝࡢேࡢࡇࠊ࡚ࡃ࡞ࡌࠋ㸧࠸ࡣ㸦F6㸸
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 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚࡚ࡗࡗࡕࠊ࠺ࡍ
F6㸸ࡢࡑࢺ࣮ࣁ㸽 
LI㸸ࠊ࠺ᙼࡀゝࠋࡢࡑࠊࢺ࣮ࣁࡓࡗ 
F6㸸ྲྀࡅཷࡢࡑࢺ࣮ࣁ㸦➗㸧ࠋ 
LI㸸୍࠺ࠊ࠺ᅇࠊຓࠋࡍ࠸࡚ࡅ 
F6㸸ࠋ࠸ࡣ 
LI㸸㸦F4  ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗゝࡌឤࡢࠊᅇ୍࠺㸧࡚ࡗྥ
F4㸸F6 ࡣ࡚ࡋヰ≉ࠊࡣูࠊࡣࡔᏳᚰឤࠊࡔᙇឤ⥭ࠊ࠺ࡓࡗゝࡉ

ឤࠊࡔࡓࠊ࡚ࡃ࡞ࡌᬑẁࡢ㐩࡚ࡗࡔࠊヰࡗࠊࡣෆᐜ࠸⃰ࡢヰ࡛ࡀ

 ࠋࡍ࡚ࡌឤࡣศ⮬ࠊ࠺ࡩ࠺࠸࡚ࡗࠊ࡞࡚ࡁ
LI㸸㸦F6  㸽ࡍࡅ࠸㸧࡚ࡗྥ
F6㸸ෆᐜ࠸⃰ࡢヰ࠺࠸࡚ࡗ࠸࡚ࡁ࡛ࠊࡀ㢼ࠊឤࠋ࠸࡚ࡌ 
F4㸸ࠋ࠸ࡣ 
F6㸸ᬑẁࠋ 
 
㸦୰␎ࠊỿ㯲ྵ㸧 
 
F5㸸⪺ࡢࡇࡃ㞴ࠊࡃࡈࡍࠊࡉࡋࠊ࡚ࡗ࠶ࡀࡇ࠺࠸࠺ࡇ࡛ࡇࡇࠊឤࡅࡍ࡛࡚ࡌ�  

�ࡢࡑࠊ࡚ࡗᛮࡢศ⮬ࠋࡍ࠸࡚ࡌឤࠊࠊ࡞࠸ࡋ㞴ࡃࡈࡍࠊࡇࡍヰࠊ  
�ࠊ࠺࠸ᝎ࡚ࡗᛮ࡚ࡗࠊ࡞࠺ࡋ⌧⾲ࠊ᪉ࡋヰ࠺࠸࠺ࠊࡓ࠼ఏᡭ┦  
㞴࡚ࡗࠊ࡞࠸ࡋឤࠊࡀࡇ࡚ࡌࠋࡍ࠶ࠊⓙࠋࡍ࡛࠺ࠊࡉ 

F8㸸┦ᡭࡢヰࡢࡇࡃ⪺㞴ࡢࡇࠊࡉࡋሙ࡛య㦂ྠࡑࠊࡋࡍࠊ⮬ศࡗ࠺ࡀ�  
 ࡍ࡚ࡗྜ࡛ࡇ࡚ࡗ࡚ࡌឤࡉࡋ㞴ࡢ⌧⾲ࠊ࡞࠸ࡓ࠺ࡔఏᡭ┦ࡓ
 㸽

F5㸸ྜࠋࡍ࡚ࡗ 
F8㸸⚾ࡓࡗ࠺ࠊ┦ᡭఏࠊ࠺ࡔ⮬ศࡗ࡚ࡗ࠺ࠊศࡃࡍ�  

ఏࡓ࠼ศ࠺ࠊ࠺ࡕ࠼⪄ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠊ࡞࠸ࡓࠊ࠺ࡔ࠼࡚ࡗ� �  
�࠸࡚ࡌឤ⚾ࠊࡉࡋ㞴ࡢࡇࡍヰࠊ࡛࠺ࡕ࠼⪄࡞࠸ࡓࠊ࡞ఏࡤ࠼ゝ࡚ࡗ  
 ࠋࡍ࠸ᛮ࠺ࠊࡉⓙࠋࡍ

LI㸸ࠊࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗࠊࡓࡗ࠺ᚰ㓄Ᏻࡍ࡛࠶ࡀ㸽 ⪃ࠋ࠺࠸࡚ࡗ࠺ࡕ࠼ 
F8㸸ᚰ㓄Ᏻࠊࡣ࠺࠸࡚ࡗఏࠊ࡞࠸ࡓࠊ࡞ࡢ࠸࡞࡚ࡗᛮࡗࡕࠊ࡚ࡗࡕࡗ 

Ᏻࠋࡍ࡞ 
LI㸸ఏ࠺ࡩ࡞ࠊࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗࠊ࡞ࡢ࠸࡞࡚ࡗᏳࠋࡍ࡛࡞ 
F8㸸⮬ศࡢゝ࡚ࡗࡔࡓࠊࡀ༢ࠊఏࡑࠊࡢ࡞ࡅࡔ࠸࡞࡚ࡗ⌮ゎࡢ࠸࡞࡚ࡉ�  

ࡓࡗ࡞࠺ࡑࠊࡅࡍ࡛࠸࡞ࡌ࠸㐪࠸㣗ࡢ㸽 ヰ࡞࠸࠸ࡤ࠼ఱ࡚ゝࠋ࠺࠸࡚ࡗࠊ

 ࠋࡍ࡛᎘ࡀ㞺ᅖẼࡢࡑࠊ࠺ࡕࡗ࡞ࡌឤ࡞࠸ࡓ 㸽ࡡࡓࡗゝࠊࡇࠊࡁ
㸦㛫࡞⤊㸧   
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ձ ➨ 3 ᅇ࣮ࣝࢢࡢయ㦂� 㸦ཧຍ⪅ 5 ྡ㸸F2ࠊF4ࠊF5ࠊF7ࠊF8㸧 
� 㛫ࣥࢭ࡛ࢫࣥࢲࡢ࣮ࢲ࣮ࣜࠊ࡞

ጞࠊ࣮ࣝࢢࢧࠕࠊᚋࡓࡗ⾜ࢢࣥࣜࢱ

ࡋయ㦂ࠊࡇ࠸࡚ࡌឤࠊࠋࡒ࠺ࠋ࠺ࡋ

ࡃࡋヰ࠾࡛ࡓ࡞࣮ࣝࢢࠊࡇ࠸࡚

ࠖࠋࡒ࠺ࠋ࠸ࡉࡔ ࣮ࣝࢢ࡚ࡋヰࡀ࣮ࢲ࣮ࣜ

࠶ࡢỿ㯲ࡢࡃࡤࡋࠋࡓࡗጞࡀ F8 ࡀ

ࡅࡍ࡛࠸࡞ᥞࡀேᩘࠊဨࡘ࠸ࠊࡣ᪥ࠕ

ࡋᐢࡗࡕࠊ࡚ࡃ࡞ᑡࡀேᩘ≉ࡣ᪥ࠊ

ࠖࠋࡍ࡚ࡌឤ࡚ࡗ࡞࠸ ͆ࠊ࠶ࡢࡑࠊࡋヰ ே

͇͆ࡉࡋᐢ࠸࡞࠸ࡀᩘ ᐢ࠸ࡋ㠃ࠊᑡ࡛ࡢ࠸࡞

⥭ᙇࠊࡎࡏヰ࠸ࡍࡋ ゝཧຍேᩘࠊ࠺࠸͇

ཬࡀ࣮ࣝࢢࢧࡍᙧᡂࡑࠋࡓࡗ࠸࡚ࡉ

࡚͆ࡋ ఇࡔேࡀḟᅇࠊ᮶ࡓࡀ࣮ࣝࢢࠊ

࡞࠺ ヰࡤࡍ࠺ࠊࡋ⌧ฟࡀᏳ࠺࠸͇

 ࠋࡍ♧ḟᚋࡇࡑࠋࡓࡗ࠸࡚ࡋᒎ㛤࣮ࣝࢢࢧㄒ࡞ࡃࡍࡋ
 
F4㸸⮬ศࠊ✚ᴟⓗඹឤ࠼࡚ࡋヰࠊࡋ࠺ࡔ࠸ࡍࡋᬑẁࠊ㐩ࡍヰࠊ

ඹࠊᛂࡄࡍࠊヰ࡛ࡅ࠾ࡇࡇࠋ࡛ࡅ࠸ࡍࡋヰࡃ࡚ࡗ㏉ࡀᛂࡄࡍ

ឤࠊ࡚ࡃ࡚ࡋᖖ᪂࠸ࡋពぢࡀฟ࠺࠸࡚ࡗࠊヰᙧែ࠺࠸㢼ࠊࡃ࡚ࡗ࡞

ဨࡀヰཧຍ࠸ࡍࡋ㞺ᅖẼ࡞ᛮࠋࡍ࠸ⓙࠋࡍ࡛࠺ࠊࡉ 
㸦ͤࡋࡤࡋỿ㯲㸧 
LI㸸㸦F4 �࡞ࠊࡅࡓࡋ⾲୰࡛ࡢ࣮ࣝࢢࠋࡍ࡚ࡋࡌឤ࡞ࠊ㸧࡚ࡗྥ  

ឤࡍ࡛ࡌ㸽 ࡢ࣮ࣝࢢ୰࡛ࡗࡌࠊ࠺ࡇᚅࠋࡅࡓࡋ࡚ࡗ 
F4㸸͐ࡩࡩ�  ࠋ㸦➗㸧ࡍ࡚ࡗᛮ࡚ࡗࡓࡗࡤ࠼ゝ₩⡆ࡗ
LI㸸⮬ศ㈐ࡍ࡚ࡗ࡞ࢻ࣮ࣔ㸦➗㸧 
F4㸸㐲ᅇࡋゝ࠸㐣ࠋࡓࡂ 
LI㸸͐ࠊࡢ࠶ �ࠊ࡚ࡗࡕẼᣢ࠸࡚ࡗែ࡛ᚅ≦ࡓࡗ࡞࠸ࡣࡎࠊࡀேࡃ࡚࠸ࡧ⤖ࡗࡥ  

 ࠋࡍ࡛ࡌឤ࠺࠸࠺
F4㸸࡞ኚࡇ࡞ゝࠋ࡚ࡗ࡞ࡢࡓࡗ 
F5ࠊF8㸸㸦➗㸧 
LI㸸ኚࡇ࡞ゝࡓࡗ㸽 
F4㸸ࠊ࡞ඹឤࡇ࠸ࡃࡋゝࡑࠊࡗࡕ࠺ࠋࡢ࠺࠸࡚ࡗࠊ࡞ࡢࡓࡗࡋ࡚ࡗ�  

�ឤ࠺࠸࡚ࡗ࡞࠺ࠊ࡚࠼⪄ࡃ㛗ࡗࡕ࠺ḟᅇࠊࡣࡉࡃࡋヰࡢ࡚ࡋᑐࡇ  
�ࡌ �࡞࠸࡞ࡏヰࡣࡄࡍࠊࡣࡁࡍヰࠊḟࠊ࠺࠸ḟᅇࠋࡣḟᅇࠊࡣࡄࡍࠋ࡛ࡢ࡞  
 ࠋࡓࡋࡌឤࡉ࡙ࡋヰࡗࡕࠊ࠺࠸࡚ࡗ

LI㸸☜ㄆࠋࡍࡋඹឤ࠸࡙ࡋヰ㢟ࠊ࡚ࡗ࡞ࡓࡋࡣᚰ㓄ࠋࡍ࠸࡚ࡋ 
F4㸸ࠋ࠸ࡣ 
LI㸸ኚࡇ࡞ゝࠋ࠸࡞ࡌࡓࡗ 
F4㸸ࠋ࠸ࡣ 

ਦ 2.3.2 FSG ੰ࠴ʤ3յʥ

ۯ

F4ۯ

F8

F5

F7

LI

ۯ F2
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LI㸸࠼⟆ࡀ࡞࡛࣮ࣀࢫࠋ࠺ࡋ࡚࠸⪺࡞ࠊ࠶ࡌ㉁ၥࡃ࡚ࡋ� �  
ࠗࠋ࠸ࡉࡔ ࡣඹឤ࠸࡙ࡋኚࡇ࡞ゝࡓࡋ࠸ ୍࠘ࠋ ே୍ேࡉࡔࡃ࡚ࡗ࠸࡚࠸⪺ࠊ�  
 ࠋࡒ࠺ࠋ࠸

F4㸸ࡣඹឤࡇ࠸࡙ࡋゝࠋࡓࡋ࠸ 
F5㸸ࠋ࠼࠸࠸ 
F4㸸ࡣඹឤࡇ࠸࡙ࡋゝࠋࡓࡋ࠸ 
F8㸸ࠋ࠼࠸࠸ 
F4㸸ࡣඹឤࡇ࠸࡙ࡋゝࠋࡓࡋ࠸ 
F7㸸ࠋ࠼࠸࠸ 
F4㸸ࡣඹឤࡇ࠸࡙ࡋゝࠋࡓࡋ࠸ 
F2㸸ࠋ࠼࠸࠸ 
LI㸸㸦F4  ࠋࡍࡌಙࠋࡍ࡛࠺㸧࡚ࡗྥ
ဨ㸸㸦㍍࠸➗࠸㸧 
F4㸸ಙࡍࡌ㸦➗㸧ࠋ 
LI㸸ಙྰ࡞ࡣ࠼⪄ࡢࡓ࡞࠶ࠊ࠶ࡌࠋࡍࡌᐃࠋࡍ࡛࠺ࠊࡅࡍ࡛ࡅࡓࡉ 
F4㸸࠺㹼͐ 
LI㸸ඹឤ࠸࡙ࡋヰ㢟ゝࠊ࠺࠸࡚ࡗࠊ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࡓࡗⓙ࠺ࡑࡣࡉゝࠊࡅࡍ࡚ࡗಙ�  

 ࠋࡍ࡛࠺ࠊẼศࠊࠋࡡࡍ࡛ࡌ
F4㸸Ꮀࠊࡗ࠼ࠊࡅࡍ࡛࠸ࡋࠊࡣඹឤࡃ࡚ࡋேࡀฟ࡚࡚ࡋࡑࠊ࡚ࡋࢺࢡࣞࣇࣜࠊ�  

ពぢฟࡉࠊࡃ࡚ࡋಙࠋࡍࡌ 
LI㸸ࡥࡗඹឤ࡚ࡋḧ࠺࠸ࠊࡓࡗࡋឤࠋࡍ࡛ࡌ 
F4㸸ࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑ 
LI㸸ࡢࡑࡗࡕࠊ࠶ࡌẼᣢࠊࡕࡢẼᣢࡕゝࠋ࠺ࡋ࡚ࡗ 
F4㸸ࡗࡕࡢࡁࡗࡉ࣮͐࠺ኚ࠺࠸࡚ࡗࠊ࡚࠼㸽 
LI㸸ኚࠊ࠺࠸ࠊ࡚࠼ࠊឤࠊ࠺ࡁࡗࡉࠋࡢࡑࡇ࠸࡚ࡌከศࠊኚ࡚ࡗ 

 ࠋࡋ࠸࠸࡛ࡌྠ࡞ࡌྠࠋ࠸࡞ࡋࡌྠ͐ࠋ
F4㸸͐ࡗ࠼Ⓨゝ⮬యࡣඹឤࠊࡣࡇ࠺࠸࡚ࡗࠊ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡙ࡋⓙ࡚࠸⪺ࡉศ 

 ࠋ࡚ࡗ࡞ࡢࡓࡗࡔኚࡗࡕࡀ᪉࠸ゝࠊࡅࡍ࡛ࡓࡗ
LI㸸㸦➗㸧ᗘࡣゝ࠸᪉ࡀኚ࡚ࡗࡓࡗࡔ㸽 
ဨ㸸㸦➗㸧 
F4㸸⮬ศ࡛࠺ࡑࡣᛮ࠸ࡍࡋࢺࢡࣞࣇࣜࡗࡕ࠺ࠊࡢࡁࡗࡉࠊ࡛ࠋ࡚ࡗゝ࠸᪉࠺࠸ 

 ពぢㄡ࡛ࠊࡀ࠺ࡃ⥆ࡀヰࡎ㛫㧥ධࠊ࠺᪉࡛ゝ࠸ゝ࠸ࡍࡋゎ⌮ࡗࠊ
 ࠊ࡚ࡋヰࡎ㛫㧥ධᖖࠊࡣ࡚ࡋヰ㐩ࠊࡋ࠺ࡔ࠸ࡍࡋฟࡀ
ヰ࠺࠸࡚ࡗࠊ࠸ࡍࡋ㢼ࡢࡁࡗࡉࡀࡑࠋ࡞ゝⴥࡢᮏពࠊ࠺࠸࡚ࡗ┿ព࡛࡛ࠊ࡚ࡗ࠶� �  
͐ 

LI㸸࡛ࡑࠊࡣࡓ࡞࠶ࠊᑐࠊ࡚ࡋ࠺࠸࠺ࡣయ㦂ࠋࡍ࠸࡚ࡋヰ࠸࡙ࡋᛮࡗ�  
�ࡀἣ≦࠺࠸ࠊ࠸࡞࡚ࡗ㏉ࡀᛂࡎ㛫㧥ධࠊ࡚࡚ࡗᛮ࠸ࡍࡋࡀ࠺ࡢࡑࠊ࡚࡚  
㉳ࡣࡓ࡞࠶࡛ࡑࠊࡅࡍ࡚ࡁఱయ㦂ࡍ࠸࡚ࡋ㸽 ࡞Ẽᣢ࠸࡚ࡗ࡞ࡕ�  
 ࠋࡍ

F4㸸͐͐ 
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LI㸸࡞Ẽᣢࠋࡍ࠸࡚ࡗ࡞ࡕ 
F4㸸͐Ᏻࠋ 
LI㸸Ᏻࠊ࠺ࠊᏳ࡞ឤࠊࡑࠋ࡚ࡋࡀࡌࠋࡍ࠶ࡣ 
F4㸸͐͐Ᏻ࡛͐ 
LI㸸࠺ࡩ࡞Ᏻ࡛ࠋࡍ 
F4㸸͐࠼࠼ㄡⓎゝࠊࡣࡇ࠺࠸࡚ࡗ࠸࡞ࡋఱࡀࡢ࠺࠸࡚ࡗ࠸࡚࠼⪄ศࡃ࡞

ࡇ࠸ࡓࡋࢺࢡࣞࣇࣜࡑࠊࡢ࠸࡞ࡁඹឤ࡛ᮏᙜពぢࡢศ⮬͐ࡗ࠼ࠊ࡚

࠸࡚࠼⪄ࡇࡢูࡑࠊࡢ࠸࡚࠼⪄ពぢࡢศ⮬ࠊࡢ࠸࡚ᾋ࠸ᛮ

࡛࠺ࠊࡉⓙࠋࡓࡋࡁᢪᏳࠊ࡚ࡋᑐࡇࡑࠊ࡚ࡃ࡞ศࡀࡢ࠺࠸࡚ࡗࠊ

 ࠋࡍ
㸦୰␎㸧 
F8㸸㸦๓␎㸧͐⮬ศࡢࢺࢡࣞࣇࣜࡀᛂ㏉ࡍ❧ሙࡓࡗ࡞ࠊᐇ㝿ࠊᛂ㏉ࡇࡍ

࡚࠸࡚ࡌឤࡉࡋ㞴ࡢ 㸦͐➗㸧 ㏉ࠊࡋ࠸࡞ࡅ࠸࡚ࡗ࡞ࡋ┦ᡭ࠸ࢺ࣮ࣁࡢ

ࡉࠊ㸦➗㸧࡚࠼ఏ₩⡆ࠊࡃࡍศࡘࠊࡎ࡞ࡋ㏉ࠊ࡚ࡋࢳࣕ

ࠎⰍࠊ㛫࠸࡚࠸⪺ࠊࡀࡢ࠺࠸࡚ࡗ࡞࠸࡞ࡅ࠸ࡁ࡞ゝ࡚࠼⪄ពぢࡢศ⮬

ࠊࡓࡗ࡞ሙ❧ࡍࡀศ⮬ࠊࡅࡔษࠊ࡚ࡗࡢࡍ㏉ᛂࡄࡍࠊ࡛ࡢ࡚࠼⪄࠸ࡈࡍ

 ࠋࡍ࡛࠺ࠊࡉⓙࠋࡍ࠸࡚ࡌឤࡢ࠺࠸࡚ࡗࠊ࡞࠸ࡋ㞴࠸ࡈࡍ
F2㸸࠼㹼ࡁࡗࡉࠊ⮬ศࡀពぢゝࡀࢺࢡࣞࣇࣜࡄࡍࠊࡁࡓࡗ㏉࡚ࡃ࡞ࡇ࡚ࡗᏳ

࠼ࠊ࡚ࡃࡋ㞴ࡣࡓࡗ࡞ศ࡛⮬ࠊࡣࡢࡍࢺࢡࣞࣇࣜࡄࡍࠊᐇ㝿ࠊࡀࡓࡗ࡞

㹼ࠊ┦ᡭࠊࡑࠊ࡚ࡗྲྀࡅཷࡗࡋࠊ࠼⪄ࡢ⮬ศࡢゝⴥ࡛୪࡚㏉ࠊࡄࡍࠊࡣࡢࡍ

 ࠋࡍ࡚ࡗྜ࡛ࡇ࠺࠸࡚ࠊࡗ࡞࠸ࡋ㞴ࡣࡢ࠺ゝࡄࡍ
F8㸸ࠋ࠸ࡣ 
F2㸸࠼ࠊࡢࡑࠊ㹼ࠊᬑẁࡄࡍࠊࡣ㐩ࠊࠊ㛫㧥ࠊධࠊࡎሗ� �  

�࠾ࠊࡗࡕࠊࡣࡅ࠸ࡍࡋヰࠊ࠸ࡈࡍࠊ࡚ࡋࡓࡋඹឤࠊࡍ࠸࠸ඹ᭷ࡢ  
ሀ࠸ෆᐜࡢヰࡗࡎࠊヰࣜࠊࡑࠊ࡛ࡢ࠸࡚ࡋ �㹼࡞ࡀ㛫ࢺࢡࣞࣇ  
ᛮࠊ࡛ࡢ࡞ࠋࡍ࠸࡚ࡗ㸦࣮ࣜࡢ࣮ࢲ᪉࡚㸧ࠊࡗࡕ⡆༢࡞ヰ㢟స࡞ࡋࡓࡗ

 㸽ࡍ࡛࠸
య㸸㸦➗㸧 
LI㸸ࡢឤゝࠋ࠺ࡋ࠸ 
F2㸸ࡣࡑ㥏┠࡛ࡍ㸽 
య㸸㸦➗㸧 
LI㸸ࡇ࡞ゝࠊ࠺࠸࡚ࡗࠊ࠸ࡓ࠸⡆༢࡞ヰ㢟ฟࡢࡑࠊࠊ࡞࠸ࡓࡋẼᣢࠊࡕ 

 㸽ࡏࡁ࠸
F2㸸ࡗࡕࠊ࡛ࡢ࡞⡆༢࡞ヰ㢟ฟ͐ࠊ࡛ࡢ࠸ࡓࡋฟࡍࡋ㸟͐͐࠼ 
LI㸸ࡢࡑࠋ࣮ࣀࠊ࣮ࣀࠊ࣮ࣀࠊ࣮ࣀㄝ࠸࡞ࡋࡣ㸦➗㸧ࠋ⡆༢࡞ヰ㢟ฟ࠸࡞ࡌࠊ࠸ࡓࡋ 

 ࠋ࠺ࡋࡋヰࡣ࡛ࡇࡇࡇࡑࠊ࠺࠸࡚ࡗࠊ࡞ࡕẼᣢ࠺࠸࠺ࡣࠊ
F2㸸⡆༢࡞ヰ㢟ฟࠊ࡚ࠊࡗ࡞࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋࠊࢺࢡࣞࣇࣜࠊ࡚ࡋᛮࠋࡓࡋ࠸ⓙࡉ 

 ࠋࡍ࡛࠺ࠊ
F5㸸ࠊࡥࡗࠊࡗ࠼㛫㧥ධࠊࡎ㏉⟅ࠊ࠸ࡈࡍࠊࡣࡢࡍ㞴ࠊ࠸ࡋ㐩 

ࣜࠊヰ㢟࡛࡞⡆༢ࠊ࠺ࡌྠࡁࡍヰࠊ  ࡌឤ࡚ࡗ࡞࠸ࡓ࡚ࡋ⩦⦏ࡢࢺࢡࣞࣇ
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 㸽ࡍࠊ࡛ࡇ࠺࠸ࡓ
F2㸸ࠋࡍ࡛࠺ࡑࠋ࠸ࡣ 
F5㸸⚾ࡃࡈࡍࠊࡣࡑࠊឤࠊ࡚࠸࡚ࡌ⡆༢࡞ヰ㢟࠸ࡍࡋࡣࢺࢡࣞࣇࣜࠊࡀ࠺ࡢᛮ 

࡚ࡋⓎゝࡎ࠼⪄ᚋඛࠊ㸦➗㸧࡚ࡋࢺࢡࣞࣇ࡚ࣜࡗ㡹ᙇࠊࡎ࠼࠶ྲྀࠊࡅࡍ࡛࠺

࡚ࡗࠊ࡞ࡢ࡞ࠊࡣ㏻ࡢពᛮ࠺࠸࡚ࡗࠊ࡚ࡋඹឤᡭ┦ࠊࡇ࠺࠸࡚ࡗࠊ

ࠊឤࠋࡍ࠸࡚ࡌ 
LI㸸ࠋࡓ࡚ࡗࠊ࡚ࡋࡑࠋ 
F5㸸ࠋ࠸ࡣ↓ㅛࡔᛮࠊࡀࡑࠊࡅࡍ࡛࠺࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘࠊ㸟࠺࠸࡚ࡗពᛮ⾲♧�  

 ࠋࡍ࠸ᛮ࠺࡚ࡋ㊶ᐇࠊࡋࠊࡓࡋ࡚ࡋ㊶ᐇ࡚ࡗᛮࠊ࡞ࡢ࡞
LI㸸㸦F2  㸽ࡍ࡚ࡋࡣࡌឤࡓࡃ࡚ࡗࡀ࡞ࡘࠊ㸧࡚ࡗྥ
F2㸸ࠋ࠸ࡣ 
㸦୰␎㸧 
F8㸸㸦┤๓ࡢ F5 ࡇ࠺࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘࠊ࡚ࡃ࡞࡚࠼⪄ࡇࡍヰ㸧ఱ࡚ࢺࢡࣞࣇࣜ

࡚ࡗᛮ࡚ࡗ࡞ࡔษࡀ࠺ࡢࡇ࡚ࡗࡀ࡞ࡘ࠸ࡋ࡚ࡋඹឤࡣศ⮬ࠊࡀ࠺ࡢ

 ࠋࡍ࡛࠸࠸࡛ࡇ࠺࠸࠸
F5㸸ࠋࡍ࡚ࡗྜࠋ࠸ࡣ 
F8㸸ࡢࡑࠊࡣヰࡇ࠺࠸࡚ࡗࠊࡀ࡞ࡘࡄࡍࠊ࡚࠸⪺ព㆑ࠊࡓࡋࢺࢡࣞࣇࣜࠊ࡚ࡋ 

ఱࠊヰ࠸࡚ࡗ࡞࡚ࡗࠊ࡞࠸࠸ࡤࡏ≧ែࠋࡅࡍ࡛࡞ 
LI㸸ࣜࠊ࡚࡚ࡋࡄࡍࢺࢡࣞࣇ࡞ឤࡍ࡚ࡗ࡞ࡌ㸽 ࡢࡇேࡗࠊࡓࡗࡀ࡞ࡘ 

㸦F8ࠊ࠶ࡌࡗࡕࠋ࠺࠸࡚  F5 ࡛㸧ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚࡚࡚ࡗࡀ࡞ࡘ࡛ࢺࢡࢱࣥࢥ 
 ࠋࡍ࡚ࡋࡌឤ࡞࡛ࡑࠊࡣ㸽 ࡣࡌឤ࠺࠸࡚ࡗࠊࡓࡗࡀ࡞ࡘ 㸽࠺

F8㸸⮬ศඹឤࡓࡋഃࠊࡅࡔඹឤࡓࡋഃ࡛࠺࠸࡚ࡗࠊ࡞ࡔࡓࡀ࡞ࡘࠊᏳᚰឤ࠶ࡣ 
 ࠋࡍ࡛࠺ࠊࡉⓙࠋࡍ

 
㸦୰␎ࠊỿ㯲ྵ㸧 
 
F5㸸ࡥࡗヰࠊࡅࡍ࡛ࡓࡗ࠶ࡁࡗࡉࠊ࡚࠸࡚ࡋ㒊ࡣඹឤ࡛ࡇ࡚ࡗࠊ࡞࠸࡞ࡁ�  

�ࠊࡔሙࡍඹឤࠊ࣮ࢸ࠺࠸࡚ࡗࠊࡍඹឤࠊ࡛࡚͐ࡗ࠶ࡣከᑡ୰࡛ࡢ⚾ࠊࡣ  
ඹឤ࡛ࡗࡕࡣࡇ࠸࡞ࡁᕪ࡚͐࠸⨨ࡋ 

LI㸸ఝ࡚ࡇ࠸ぢ࠺࠸࡚ࡗࠊࡅࡘព࡛ࠋࡡࡍ 
F5㸸ࠋ࠸ࡣඹឤ࡛ࡥࡗࠊࡀࡢࡍࢡࣆࡅࡔࡇࡁࠊ࡚ࡗ࡞ࡔ࡞ヰ�  

 ࠋࡍ࡛࠺ࠊࡉⓙࠋࡓࡋ࠸ᛮ࡚࠸⪺
F7㸸┦ᡭࡢヰࠊ㒊ࠊᣠ࡚ࡗඹឤࠊ࡚ࡃ࡞ࡌࡍ࠺ࡋ⮬ศࡀඹឤ࡛ࡁ㒊ศࡅࡔ�  

�ࡇ࠺࠸࡚ࡗࠊ࠸࡚ࡌឤ࡚ࡗࠊ࡞ࡔ࡞ࡀࡇࡃ࠸࡚ࡋ㏉࡚ࡋࢡࣆࠊ  
 ࠋࡍ࡛

F5㸸ࠋ࠸ࡣ 
F7㸸ࠊF5  ㏉ࠊ㒊ࠊ࡚ࡗᣠࠊ㒊☜ࠊ࡚࡚࠸⪺ヰࡢேࠊ⚾ࠊ࡚࠸⪺ヰࡢࡉ

�ࡀ࡞ࡘࠊ࠺࠸࡚ࡗࠊ࡞ࡁඹឤ࡛ࡀศ⮬ࠋ࡚ࡗᛮ࡚ࡗࠊ࡞ࡓ࡚ࡋࡇ࡞࠸ࡓࠊ࡚ࡋ  
 ࠋࡍ࠸ᛮ࡚ࡗ࡞ࡔࡃࡈࡍࠊࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗࡍ㏉ࠊ࠺࠸࡚ࡗࡍ㏉㒊ศࡓࡌឤ
ⓙࠋࡍ࡛࠺ࠊࡉ 



56 
 

㸦௨㝆ࠊ┬␎㸧 
 
� ࠸ࡍࡋヰࡀ᪉ࡍࢺࢡࣞࣇࣜࡄࡍࠊࡎ࠼⪄ࡃࡋ㞴ࠕࠊᚋࡢࡇ ࣇ࡚ࣜࡋඹឤ࡚ࡍࠖࠕ

ࡃ᪩ࠊࡍࢺࢡࣞࣇࣜࡇࡓࡋඹឤࠊࡎࠊࡀࡓ࠸࡚࠼⪄ࠎⰍࠊ࡞࠺ࡋࢺࢡࣞ

ࡀ࡞ࡘ࡚ࡁ࡛ ⤊࡞㛫ࠊࡋᒎ㛤ࡀ࣮ࣝࢢࢧࡌྠὶࡢ࡛ࡇࡇࠊ࠺࠸ࠖ

 ࠋࡓࡋ
 
3. ⪃ᐹ 

PsyG  FSG PsyGࠋࡍᐹ⪄࡚࠸ࡘᚩ≉ࡧ࠾┦ᵝࡢࡑࠊࡀ࡞ࡋẚ㍑  FSG 

➨ࡢ୰ࡢࡑࠊẁ㝵ࡢᶒጾ͇͆ࡢึ᭱ࠊࡣⓎ㐩ẁ㝵ࡢ࣮ࣝࢢ 1 ẁ㝵͂ࡢ㏨㑊࡛̓࠼⪄࠶

ึࠊࡣẁ㝵ࡢࡇࠋࡓ ᮇࡢᏳ㜵⾨ࠊࡢࡓࡍே㊥㞳㜵⾨ࡀⓎືࠊ࠸ࡍࡉ

PsyGࠋࡘᣢᚩ≉࠺࠸ ➨ࠊ࡚ࡋヰ࠸࡞ࡢ㞀ࡓᙜࠊ㞧ㄯࡀࡑࠊࡣ࡛ 2 ᅇ࡛ࡣ๓

➨ࠊ༙ 3 ᅇ࡛ࡣᚋ༙ࠋࡓ࠸࡚⌧➨ 2 ᅇ࡛࣮ࣜࠊࡀ࣮ࢲ๓༙㒊ศ࡛⣙ 25 ศ㛫ࣂࣝࠊ

ࣝࠊࡇࡓࡋಁ࠺ࡍヰ࠶࡛ࡕẼᣢ࡞࠺ࡢࠊࡋᣦࡇࡓ࠸࡚ࡋヰࡢࢺ

࡚ࡗ࠶ࡀࡉࡎẼࡢỿ㯲ࠊࡣᬒ⫼ࡓ࠸࡚ࡋ㞧ㄯࠊ࠸࡞ࡢ㞀ࡓᙜ࠺࠸ࠊヰࡢࢺࣂ

Ẽ࠺࠸ࠊࡣ࡛ࡢ࠺ዣࢫࣥࣕࢳࡍヰࡀேࡢࠊࡍヰࡀศ⮬ࠊࡓࡋ࠺ࡋゎᾘࡑ

㐵ࡣࡃࡋࠊ࠸ヰࡍ⮬ศࡀ⪅࠺ᛮࡓࡗ࠸ࠊࡢᠱᛕࡀࡇࡓࡗ࠶ࡀㄒ

ࡣ࡛ࡢㄒࡕẼᣢ࡞Ᏻ࠸࡚ࡌ⏕㌟⮬ࠊࡣ㞧ㄯ࡛ࡢ๓༙ࡓࡗ࠸࠺ࡑࠊࡤࡍゝࠋࡓ

ࡇ࠺࠸ࠊࡓ࠸࡚ࡋື⾜ࡓࡗ࠸ࠊࡓࡋỿ㯲ࠊࡓࡋ㞧ㄯࠊࡃࡍゎᾘࡑࠊࡃ࡞

➨ࠋࡓࡉㄆ☜ࡀ 3 ᅇࠕࡣ๓ᅇ㸦➨ 2 ᅇ㸧ఱヰ࠺࠸ࠖࡓ࠸࡚ࡋෑ㢌ࡢ P1 ࠸ၥࡢ

ࠊ㐲៖ࠊ࠼⪄ࡍᑐࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗࢥࠊࡣ๓༙ࠊ࡞ヰࡢᶆ┠ࡓ࡚❧ࡀࡕࡓศ⮬ࠊ࡛ࡅ

ឤ࠸࡚ࡌ㞴࡚࠸ࡘࡉࡋヰࠊࡀࡓ࠸࡚ࡋ୰┙࡛ P7 ࠊࡋㄯ┦ࡈᅔࡢᑐே㛵ಀ࡛ࠊࡀ

ࠊࡢ࡞ᶵࡢࡃࡗࡏࠕࠊࡍẁⴠ୍ࡀヰ࡚ࡅ࠺ࢫࣂࢻࡢࡘࡃ࠸࣮ࣂ࣓ࣥ

⮬ศ࠾ࡢᝎ┦ㄯࠋࡓࡋࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉヰࠖࠋࡈࠊࡓࡗࡕࡏ⤊ࠊ ࡃࡃ⥾

࣮ࣝࢢࡤ࠼࠸㛫ⓗࠊ࠶ࡢࡑࠋࡓࡗ⤊ࡀヰࡍ㛵ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗࢥᑐேࠊ࡚ࡗ

య㦂ࠊ 70 ศࡢࡕ࠺ࡢᚋ༙ࡢ⣙ 35 ศ㛫᭱ࠊ㏆ࡢ⏬ࡓヰ࠸࡞ࡢ࠸ࡓࠊ࡞ヰࡀḟࠎ

 ࠋࡓࡋ⤊ࡀ࣮ࣝࢢࠊࡉ㈝࡛ࡇࡍヰࡃ࡞ỿ㯲ࠊ
PsyG ពࡇࡍ㐩ᡂࡑࠊᶆ┠ࡓ࡚ࡓึ᭱ࡀ࣮ࣂ࣓ࣥࠊࡣ࣮ࢲ࣮ࣜ㛤ጞࡢ

㆑࡚ࡋヰ࠺࠸ࠊࡍࣥࣙࢩࢡࣛࢺࢫࣥ࠺ࡍᙧ࡛ࠊ༢ヰࠊࡇ࠸ࡓࡋヰ࠺࠸ࡓࡋ

ࢢࡢࡇࠋ࠸࡚ࡋ♧ᥦ࣮ࣝࢢ⤌ᯟ࠺࠸ࠊࡍヰ࡚ࡋព㆑ᶆ┠ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡍヰ

㝿ࡍᐇ࣮ࣝࢢ࡞ᗋᐇ㊶࡛ᚰ⌮ຊືⓗ⮫ࡢ᪥ᖖࠊࡣ⪅➹࠶࡛࣮ࢲ࣮ࣜࡢ࣮ࣝ

࣓ࠊ࡚࠸ࡘᶆ┠ࠊࡣ ࡗ࠶ࡣࡇ୰࡛ゐࡢ➼ಶே㠃᥋ࡢ๓ࡍᑟධ࣮ࣝࢢ࣮ࣂࣥ

ࠖࡒ࠺࡛ࡓ࡞ࠊ࡛ࡇ࡞ࠋࡍጞ࣮ࣝࢢࠕࡣ㛤ጞ࣮ࣝࢢࠊ࡚

ࢢࡢࡇࠕࠊ࡚ࡋࡓࡗゝ࠸ࡐ࠸ࡏࠋ࠸࡚ጞ࣮ࣝࢢ࡛ࡢࣥࣙࢩࢡࣛࢺࢫࣥ࠺࠸

ෑ㢌ࠖࡍᶆ࡛┠ࡀࡇ࠺࠶࠸࠾ࠊ▱ࡇࡢ⪅ࠊࡇࡢศ⮬ࠊࡣ࣮ࣝ

ࡅຍ࠼⛬ᗘ࡛ࠋ࠶ 
ᅇࡢ PsyG ᥈ࡢᚰࠊࡌῶࡅࡔࡁ࡛ࡇࡉⓎືࡀ⾨㜵࡞ᚰ⌮ⓗࡢ࡞㞧ㄯࠊࡣ࡛

ồసᴗࡍಁ┠ⓗ࡛ࠊࡓࠊᅇᩘࡀ 5 ᅇᑡࡀ⪅➹ࠊ࠶ࡇ࠸࡞᪥ᖖ࡛ᐇ㊶࠸࡚ࡋ

㏻ᖖࡢᚰ⌮ຊືⓗ࣮ࣝࢢ࡞ẚࠊලయⓗ࡞┠ᶆ࣮ࣝࢢఏࠊࡀࡓ࠼ලయⓗࡣ

PsyGࠊࡢ࡞࠸ࡏࡓࡗ࠶ࡇ࠸࡞࠸࡚࠼ఏࡣࡍఱᐇ㝿ࠊ࠼࠸ ͂ࡣࢫࢭࣟࡢ ㏨
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㑊 ➨ࠊࡓࠋ࠺ࡔ࠼࠸ࡓ࠸࡚⌧㢧ⴭࡀ⾨㜵࡞ẁ㝵࡛≉ᚩⓗ̓ࡢ 2 ⠇ࠊ➨ 1 㡯ࡢᇶ

ᗏⓗᐃᑻᗘホᐃࠊ࡚࠸࠾➨ 2 ᅇࡢᚰᛶࠊࡀPsyG ࡀ FSG ࡗ㧗᭷ព

PsyGࠊࡀ࠸ฟ࡚ࡀᯝ⤖࠺࠸ࠊࡓ P4ࠊࡣ࡛  P7 2ࠊࡘࠊࡋᒎ㛤ࡀヰ㢟㍈ ேࡀ

㢖⦾ࠊࡓࠊࡇ࠸࡚ࡗ࡞ㄡࡀⓎゝࡑࠊࡋㄡࡀᛂࡢࡑࠊࡌ୧⪅୍ࡀ

ⓗࡍࡃࡤࡋࠊ࡞ഴྥࡓࡋ♧࡛ࡇࡇࠊࡀᑐヰࡢ୰ぢཷࠋࡅ

 ࠋࡓࡗ࠶ᵝ࡛ྠ࡚ࡋᑐⓎゝࡢ࣮ࢲ࣮ࣜࠊࡣഴྥ࡞ࡢࡇ
PsyG ➨ࡎࠊࡣ࣮ࢲ࣮࡚ࣜ࠸࠾ 2 ᅇ࣮ࣝࢢࠊయ㦂ࡢᐇ㉁ࠊ➨ 1 ᅇࡀ࣮ࢲ࣮ࣜࠊ┠ᶆ

࠸ࡘࡢࡃ࡚⌧࣮ࣝࢢࠊࡢࡍᒎ㛤࠺ࡢࠊࡀ࣮ࣝࢢࡓࡗጞ࡚࠼ఏ

ࠊࡓࡓ࠸⥆ࡀヰ࠸࡞ࡢ࠸ࡓࡍ㛵ࢺࣂࣝࡋࡋࠋࡓ࠸࡛⮫ࠊጼໃ࡛๓༙ࡃ࠸࡚

୰┙࡛ධ࡚ࡋẼᣢࡢࡕ⾲ฟࡇࡍಁヨ࡚ࡋࡑࠋࡓᚋ༙ࠊࡣ࡛࣮ࣝࢢࡢヰࡇࡍ

➨ࡣࡑࠋࡓࡉฟ⾲ࡀࡉࡋ㞴ࠊ⸩ⴱࡢ 3 ᅇࡢ๓༙ࠕࠊ๓ᅇ࡞ࠊヰ࡛⤊ࡓࡗ㸽ࠖ

ཧ࣮ࣝࢢࡓ࡚❧ࡀࡒࡑࠊࡢᵝྠᚋ᭱ࡢ๓ᅇࠊ࡛ࡅ࠸ၥࡢ࣮ࣂ࣓ࣥࡢ㛤ጞ࠺࠸

ຍࡢ┠ᶆ࡚࠸ࡘヰ࠺࠸ࠊࡍᙧ࡛⥅⥆ࠊࡣ࣮ࢲ࣮ࣜࠊ࡚ࡗ࠶ࡇࡢࡑࠋࡓࡉᚲせ࡞☜

ㄆᩘᅇࡀ࣮ࣂ࣓ࣥࡣ࠶ࠊ࡛ࡅࡔࡓࡋࡃ▷ࠊㄒࠊᑐே㛵ಀࡄヰ⪥ഴࠋࡓ࠸࡚ࡅ

㊥㞳⪅㞧ㄯ࡛ࠊࡋᒎ㛤ࡀヰ㢟࡛㞧ㄯ࡞ࠎⰍࠊࡃ࡞ỿ㯲ࠊࡣᚋ༙ࠊࡋࡋ

㜵⾨ࡢ࣮ࣝࢢࠊࡀつ⠊࡚ࡋฟ᮶ୖ࠸࡚ࡗࡀᛮ≧ែࠊࡎࠋࡓࡗ࡞

ࡃ▷ࠊࡣ࣮ࢲ࣮ࣜ 2 ᅇ㉁ၥࡁ⪺࡛ࡅࡔࡓࡋᙺᅇࠊ㞧ㄯ࠺࠸㜵⾨ᣦࡑࡓࡋ

ධ࠶ࠊࡣ⏤⌮ࡢࡑࠋࡓࡗ࡞ࡋࡣࡓࡋᴦ࠺ࡑࡋヰࠊ࡚ࡕࡓ࣮ࣂ࣓ࣥࡍᬑ

㏻ࡢព࡛ࠊⰋ࠺࠶࡛࣮ࣝࢢ࠸ឤ࠺࠸࠺ࡇࠊࡌὶࡢ᪉࡛ᚰࡢ᥈ồసᴗ㐍

ᛮ࠺ࡍᐤࡣᏳᚰឤࡢ࣮ࣝࢢಙ㢗ឤࡢ࠸ࠊࡀ࠸࡞ࡋ࠸ࡋ㞴ࡣࡢ

PsyGࠊᐇ㝿ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡓ ࡣ 6 ᅇࠊဨࡀฟᖍࠊࡋ࠸⌮ゎ࠼࠶ࡋⰋ࠸ᶵ

グ㏙ࡢ࣮ࣂ࣓ࣥࡓࡉグ㍕ࢺ࣮ࢩ㏉ࡢ࣮ࣝࢢࠊࡀࡇࡓ࠸࡚ࡗ࡞య㦂

 ࠋࡓ࠸࡚ࡉ♧
FSG ࡞ࡣ࡛ㄒࡍ⾨㜵ࡑࠊ࡚ࡋᏳࠊᏳࠊࠎ㛤ጞ᪩ࡢ࣮ࣝࢢࠊࡣ࡛

࠸࡚ࡌ⏕㌟⮬ࠊࡣ࠺࠸ㄒయ㦂ࡢ࡛ࠖࡇࡇࠊࠕࠊ࠼࠸ࡣࠋࡓ࠸࡚ࡋㄒ࠸

ྠࠊ࠶ඃ࡛ࡀㄒࡍㄝ⏤⌮ࡢᏳ ㄝ㈼ࠊࡤ࠼࠸ࡕࠊ࠼⪄

ࠊ࠺࠸࡚ࡋỿ㯲࡛ࡁ࡛ࡀࡑࠊ࠺ࡑᙧ࡛ヰ⪅ࡃࡍࠊⓗ▱ࡑ

PsyGࠊ࠺࠸ ࢺࢡࣞࣇࣜ⪅Ⓨゝࡢඛࡓࠋࡓ࠸࡚ࡉⓎືࡀ⾨㜵ࡢᙧ࡞␗ࡣ㞧ㄯࡢ

ㄒࡢ⪅ࠊࡅ࠺ࠎከࡀⓎゝ☜ᛶྜᩚࡢࡑࠊ㸽ࠖࡍ࡚ࡗྜࠕ㝿ࡓࡋ

ࡑࠋࡓ࠼ࡀ࠺ࡉᙉࡢᙇឤ⥭࠺࠸ࠊ࠸࡞࡞ࡤࡅ࡞ࡉ㏉ࡃࡋṇࡑ࡚ࡅὀព

FSGࠊ࡚ࡋᙳ㡪 ͆ࠊࡣ࣮ࢲ࣮ࣜࠊࡃከࡀỿ㯲ࡣ㛫ࡢⓎゝⓎゝࡣ ᶵ⬟ⓗࣝࢢࢧ

࣮ ㄒࡀㄝࠊࡍ☜ࡤ࠶ࡀⓎゝ࡞☜ࠊࡍධࡍಁᙧᡂ͇ࡢ

ゎᾘࡑࡣሙྜ࠸࡚ࡗ࡞Ᏻ࡚ࡏᕠ⪄ᛮࡀ࣮ࣂ࣓ࣥࠊࡍಁㄒࡢẼᣢࡣࡓ

࣓ࠊࡀࡡᴫࡢࡑࡋࡔࡓࠋࡓࡗ⾜ධ࡚ࡋព㆑ࡇࡓࡗ࠸ࠊࡍ ಁⓎゝࡢ࣮ࣂࣥ

ᢅ༑ศࠊࡣ࡚ࡋ㛵Ᏻ࠺࠶࡛ࡓࡗ࠶ᬒ⫼ࡢỿ㯲ࡉ㧗ࡢᙇ⥭ࠊ࠶ධ࡛ࡢࡓࡍ

➨ࠋࡓᛮ࠸࡞࠸࡚࠼ 3 ᅇ࡛ࠊࡣఇࡓ࠸࡛ேࡀḟ࣮ࣝࢢ᮶ࡓࡣ࣮ࣝࢢࠊ

࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࣮ࣝࢢࢧ࡚ࡋᒎ㛤ࡇࡑࠊ࠶┙ᗎࡀヰࡢᏳ࠺࠸ࠊ࠺ࡔࡢ࡞࠺

Ᏻࡀㄒࡢࡑࠋࡓࡓࡗ⾜ࡀ࣮ࢲ࣮ࣜࠊධࡤ࠼ࡓࠊࡣ F4 ỿ࠶ࡢⓎゝࡢ㌟⮬ࡀ

㯲࡞ࠊ࡚࠸ࡘࡇ࠸࡚ࡗ࡞ឤ࠸࡚ࡋࡀࡌᑜࠊࡡ⫼ᚋ࠶Ᏻࡢ㢧ᅾ

ヨࡢࡑࠊࡓ㉁ၥᑐࡍ P4 ࡓࡂ㐣࠸ゝࡋ㐲ࠕࡀ⟆ᛂࡢ ࡗゝࡇ࡞ኚ࡞ࠖࠕ
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࡚ࡗ࡞ࡓ ࠊࡓࡓ࠸࡚࠼ᤊ࡚ࡋࢬࣛࢼࢯ࣮ࣃ㸭࡚ࡅࡁᘬせᅉ࡞ಶேⓗయ㦂ࠊࠖ

F4 ࡋಁࡍဨ࣮ࣂ࣓ࣥ㉁ၥ࠺࠸ࠖࡓࡋ࠸ゝࡇ࡞ኚ࠸࡙ࡋඹឤࡣࠕ

F4ࠊ࡚ࡋ ᚋࡢࡑࠊࡓࠋࡓࡗ࠶࡛࡞ࡍㄆ☜ࢻ࣮ࣜࢻࣥࡢ F2 ࢡࣞࣇࣜࠊࡀ

㸽ࡍ࡛࠸࡞ࡋࡓࡗసヰ㢟࡞⡆༢ࠕࡓࡍゎᾘࡇࡀ㛫ࢺ ࡋᥦࠖ

࠺ࡋ࠸ゝឤࡢࠕ࠸࡚ࡋᥦࡑࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡍ⾜ᐇᥦࠊࡣ㝿ࡓ ࠊࠕࠖ

࡚ࡋឤࡋࡋࠊ࡚ࡋಁㄒࡢయ㦂ࡢ࡛ࠖࡇࡇ F2 ฟヰ㢟࡞⡆༢ࠕࠊࡀࡢࡓࡋ⟆ᛂࡀ

࡛ࡢࡍ࠺ࡋ⾜ᐇᥦࡉࡃ࡞ࡣឤ࡛ࠊ࠺࠸㸟ࠖࡍࡋ㺃㺃㺃ฟࠊ࡛ࡢ࠸ࡓࡋ

ࠖࠋ࣮ࣀࠊ࣮ࣀࠊ࣮ࣀࠊ࣮ࣀࠕࠊࡓࡓࡗ࠶ ᚋ༙࡚⤒ࡇࠋ࠸࡚ࡋࡓṆࡎࡉࡍ

P5ࠊࡓࡍゎᾘࡇࡀ㛫ࢺࢡࣞࣇࣜࠊࡣ ࠖ࡞ㅛ↓ࠊࡎ࠼⪄ᚋඛࠕࡃ࠸

ヨ࡚͆ࡋ ࡍࢺࢡࣞࣇࣜࡎ ࣮ࣝࢢࢧ࣮ࣂ࣓ࣥࡢヨࡢࡑࠊࡉ㛤ጞࡀ͇ࡇ

3ࠊ᪥ࡢࡇࠊࡣࡇࠋࡓࡗ࠸࡚ࡋయ㦂ඹឤࠊᏳᚰឤࠊࡀ⧄࡚ࡗ࡞ ேࡢḞᖍ⪅࠶ࡀ

ཧຍ࣓ࣥࡀ࣮ࣂ 5 ࡓ࠸࡞ᑡࡀேᩘ༢⣧ࠊ࠺ࡓࡗㄒࡀ࣮ࣂෑ㢌࡛࣓ࣥࠊࡃ࡞ᑡྡ

ࡓࡘ❧┠ࡀゝືࡢಶேྛࡣேᩘ࡛࠸࡞ᑡ㏫ࠊࡢࡓ࠸࡚ࡋᙳ㡪ࡀࡇࡓࡗࡍࡋヰ

ࠊ࠼ࡑࠊࡃࡋ㞴ࡀࡇ㞃࡚ࡋࡀ࡞࠸࣮ࣝࢢࠊ࡚ࡗᙧࡢ࡞ࡍỿ㯲ࠊ

ࡊ࡞ⓗື⬟࡚ࡗ㧗ࡀࡕẼᣢ࠺࠸ࠊࡤࡅ࡞ࡋ࡞ࡀศ⮬ࠊᙇ⥭࡚ࡗ࠼

ᚓࡀࡇࡢูࡣ࠸࠶ࠊࡢࡓࡗ࡞ᙳ㡪ࡣࡢࡓࡋ࡛ࡢࡇࠊ࡚ࡋࡎ࠸ࠋ࠶

➨ࠊἣ≦ࡢ࣮ࣝࢢ࡞࠺ 3 ᅇࡢᶵ⬟ⓗ࣮ࣝࢢࢧᚓⅬࡀ㧗࠺࠸ࠊ࠸⤖ᯝࡗ࡞

➨ࡃ⥆ࠊࡀࡉ ᥎ࡓ 4 ᅇࠊ➨ 5 ᅇ࡛ࠊࡣ➨ 3 ᅇࡀ࣮ࣂ࣓ࣥ࡞ูࡓࡣḞᖍࠊࡋ

ဨࡀฟᖍࡓࡋ➨ 6 ᅇ࡛ࠊࡍぢ᪉ኚ࡚ึࠊࡤ࠼ 8 ே࡛㢦ྜ࠺࠸ࡍࡏ᪂ወ࡞

≧ἣࠊ࠾࡚ࡌ⏕ࡀ㏻ᖖ࡛ࠊࡤ࠶ᅇ㔜ࡢࡎࡣࡍ᪼ୖࡈࡡᶵ⬟ⓗࡢ࣮ࣝࢢࢧ

ᚓⅬࡇࡓࡗ࡞࡞ࡣ࠺ࡑࠊࡀ⪃៖ࠊࡍ➨ 3 ᅇࡢ≧ែࡋࠊࡣ≉Ṧ࡛࠸ࡓࡗ࠶

ࡢ㏙ୖࠊࡓࠋ࠸࡞ࡋࡁ࡛ࡀࡇ࠺ F4  F2 ධࡢ࣮ࢲ࣮ࣜࡢ

࣓ࠊ࠺ ࡑࠊ࠾࡚ồࡀ᪉ㄒ࡞␗ᙜ┦ࡣ᪉ㄒࡔࡋぶ័ࡢ㏻ᖖࠊࡣ࣮ࣂࣥ

ࡓࡢࡑࠋࡉ ༑ศ᥎ࡣࡇࡓ࠸࡚ࡌ⏕࡞ᑡከࡀⓎᢠ࡞ෆⓗࡍᑐ

SCTࠊ ࠶ᛶ⬟ྍࡓ࠸࡚ࡆጉ᥈ồసᴗࡢᚰࡀධࡢ࣮ࢲ࣮ࣜࠊ㏫ࡣពᅗࡢᡭἲࡢ

 ࠋ࠺ࡔࡓࡗ
 
  .4
� ᅇࠊࡣ࣮ࢲ࣮࡛࣮ࣜࣝࢢࡢPsyG ጼໃࡘᚅࡢࡃ࡚⌧࣮ࣝࢢࠊࡣ࡚࠸࠾

࡛ᇶᮏⓗ㛵࣮ࣝࢢࡀ⮬ࠊ㌟ࡃ⨨୰࡛ឤࠊࡓࡌయ㦂ࡇࡓࡋᮦᩱ࣮ࣝࢢ

ࡢࡑࠊ࡚࠶Ⅼ↔ࡕẼᣢࡢ࣮ࣂ࣓ࣥࡣࠊ࡚࠸ᇶ࡙ゎ⌮ࡢࡑࠊࡋゎ⌮ᚰ⌮ຊືࡢ

⾲ฟࡍಁධࠋࡓࡗ⾜FSG ͆ࠊࡣ࡛ ᶵ⬟ⓗࡢ͇࣮ࣝࢢࢧᙧᡂࠕࡢࡑࠊࡋಁㄒࡢ

ᙧᘧ ࣓ࠊࡓࠊࡇࡍタᐃ࡚ࡋつ⠊ࡢ࣮ࣝࢢࠖ ὀ᪉ㄒෆᐜࡢㄒࡢ࣮ࣂࣥ

SCTࠊࡋ┠ 㛵࡚ࡋධࡢࡓࡍゎᾘ⾨㜵࠸࡚ࡉⓎືࡇࡑࠊ࡚ࡗᚑࡁ⥆ᡭࡢ

 ࠋࡓࡗ
� ᐇ㝿ࡢㄒࡢグ㏙ࡢࡇ࡚ࡗ㐪ࡢ࣮ࣝࢢࠊ࠸ᒎ㛤ࡋࡢ᪉ࡢ㐪ࠊࡀࡓࡋ♧࠸୧⪅

PsyGࠊࡣᐇឤ࡛ࡢ⪅➹ࡓࡋ࣮ࢲ࣮ࣜࡢ࣮ࣝࢢࡢ ㊥㞳ᚰ⌮ⓗࠊ࡞㞧ㄯࠊ࡚࠸࠾

SCTࠊ⾨㜵࡞ⓗ⯡୍ ⾨㜵ࡢࡑࠊࡀ࠼ᤊࡢࡍᢚไ᥈ồసᴗࡢᚰࡑࡣ࡛

ᑓࠊࡀ࡞࠸ḟ➨ᮏ㡢ヰ࣮ࣝࢢ࠼ྜࡋᡂ㛗ࡓࡗ࠸࡚ࡋయ㦂ⓗ࠸࡚ࡉ

5ࠊࡕ࡞ࡍࠋࡓ ᅇ࠺࠸㝈ࡓᅇᩘ࡛ᐇࡓࡋᅇࠊࡣ࣮ࣝࢢࡢPsyG ࡀ᪉ࡢ FSG 
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ẚ࣓ࠊ ࡀ㈇ᢸ࡞ᚰ⌮ⓗࠊศࡁ࡛ࡀࡇࡍ⏝⾨㜵ࡔࡋぶ័᪥ᖖⓗࡀ࣮ࣂࣥ

࡚ࡋᑐࠋ࠶࡛ࡢࡓᛮࡓࡗ࡞࣮ࣝࢢࡉᙧᡂࡀᏳᚰឤࠊಙ㢗ឤࠊࡃࡃ

FSG ࡓᙜࡀⅬ↔ࡕẼᣢࠊศࡢࡑࠊࡉᑟධࡀࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗࢥ࡞␗᪥ᖖࠊࡣ

࣓ࠊ࠶ഃ㠃࠼⪄ࡓ࠸࡚ࡗᙉࡀᢠᙇ⥭㏫ࠊ࠼࠸ࡣࡓࡗ࡞ࡃࡍ ࣮ࣂࣥ

ᙧ࡛ࡢ࡞Ḟᖍࠊ࡚ࡗ࠶ࡇࡢࡑࠋ࠶࡛࠺ࡓࡗࡁࡀ㈇ᢸ࡞ᚰ⌮ⓗࡓࡗ

PsyG ࡢ࡞Ᏻᐃ࡞᪂ወሙ㠃ࡀẖᅇࡣ࣮ࣝࢢࠊ࡞ࡉⓎືࡀ⾨㜵࡞␗ࡣ

⯡୍࣮ࣆࣛࢭࢥࢧ࣭࣮ࣝࢢࠊ࡛ࡇࡍ㐍ಁ᥈ồసᴗࡢᚰࠊࡣࡇࡢࡇࠋࡓࡗ࡞

࠸⏝ᡭἲࡢ࣮ࣝࢢࢧᶵ⬟ⓗࠊࡋᐃ࡞ࡃࡍ⾲ࡀຠᯝ࡞ᚰ⌮ⓗ࡞࠺

࣓ࠊࡀࡇࡓ ᥈ồసࡢᚰ࡚ࡗ࠼ࠊ⏕ᢠᏳࡍᡭᨺ᪉ࡔࡋぶ័ࡀ࣮ࣂࣥ

ᴗጉྍࡓࡗ࡞ࡇࡆ⬟ᛶࠊࡓࡢࡑࠋ࠼⪄ࡀᶵ⬟ⓗࠊࡌࡣ࣮ࣝࢢࢧ

SCT ⛬࠶⾨㜵࡞ⓗ⯡୍ࡢ࡞㞧ㄯࠊࡤ࠼࠸ウ⤖ᯝ᳨࡛ࡢᅇࠊࡣ࡚ࡗࡓ࠶࠸⏝

ᗘ࣮ࣜࡀ࣮ࢲᐜㄆࠊࡢ࡞ࡍఱ➼ᕤኵࡀᚲせ࡛࠶ᛮࠋࡓ 
 
 
ࠝὀࠞ 
SCTࠊࡓࡍ㞟୰య㦂ࡢ࡛ࠖࡇࡇࠊࠕࠊࡣࠖࢢࣥࣜࢱࣥࢭࠕ .1 ࡢయ㦂࣮ࣝࢢࡢ

㛤ጞẖᅇ⾜᳔ࡓࡗࠊ࡛ࢬࢧࢧࢡᏊᗙࡢࡑࠊឤぬࠊ☜῝

྾ࡀ࡞ࡋ⮬㌟ࡢࡢୗࡓ࠶㸭ࠊ࣮ࢱࣥࢭẼຌ࡚࠸࠾⏣ࡤ㒊ศࡢឤ

ぬព㆑࣮ࢠࣝࢿ࠶ࡇࡑࠊࡅྥឤࡑࠊ࡚ࡗྲྀࡌゝⴥ࣮ࣝࢢ࡚ࡋฟ

 ࠋ࠶࡛ࡢࡃ࠸࡚ࡋഛ‽ࡍ
 
 
ࠝᩥ⊩ࠞ 
Agazarian, Y.M. (2001). Systems-Centered Approach to Inpatient Group Psychotherapy. 

London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers. 
� ᶵ̿̿ࢳ࣮࣭ࣟࢻ࣮ࢱࣥࢭ࣭ࢸࢫࢩ���2015�ヂࡡ࠶㸪Y.M.�㬞⃝ࣥࣜࢨ�

⬟ⓗࠕ࡛࣮ࣝࢢࢧ࡛ࠖࡇࡇࠊ᥈ồࡍ SCT �̿̿ࡪᏛ ඖ♫㸧�

Bion, W.R. (1961). Experiences in groups and other papers.� New York: Basic Books. 
Lewin, K. (1951). Field theory in social science. New York: Harper & Row. 
ᒸᓥ┿୍ (2008). ࡢࢺ࣮ࢦ࣮ࢣࢫⓎ⏕࣮ࣝࢢࡅ࠾ᚰᛶࡢ࣮ࣂ࣓ࣥࡧ࠾ཎᏊ౯ࡢ

ᙳ㡪㛵ࡍᐇドⓗ◊✲� ዉⰋᏛᏛ㝔◊✲ᖺሗ, 13, 43-58. 
O’Neill, R.M., Agazarian, Y.M., Ladden, L., & Carter, P6. (1997). SCT subgrouping scale. 

Unpublished manuscript, Upstate Medical University, State University of New York. 
O’Neill, R.M. & Constantino, M.J. (2008). Systems-Centered Training Groups’ Process 

and Outcome: A Comparison with AGPA Institute Groups. International Journal of 
Group Psychotherapy 58, 77-102. 

O̓Neill, R.M., Smyth, J.M., & MacKenzie, M.J. (2011). Systems-Centered Functional 
Subgrouping Links the Member to the Group Dynamics and Goals: How to and a Pilot 
Study. Group 35(2), 105-121. 

㕥ᮌ⣧୍ (2014). 㞟ᅋ⢭⚄⒪ἲ̿̿⌮ㄽᐇ㝿̿̿� 㔠๛ฟ∧ 



60 
 

Vinobradov, S. & Yalom, I.D. (1989). Concise Guide to Group Psychotherapy. Washington, � �  
DC: American Psychiatric Press.  

� 㸦࣭ࣦ࣮ࣥD࣭࣮ࣖࣟ㸪ࣇࢻ࣮ࣛࢢࣀࣦ࣭ࣇࢯඹⴭ ᕝᐊඃヂ 㸦1991㸧. ࢢ
�࣮ࣝ �̿̿ࡁᡭᘬࡢ㞟ᅋ⢭⚄⒪ἲࡢ࣮࣮ࣟࣖ̿̿ࣆࣛࢭࢥࢧ 㔠๛ฟ∧㸧 

 
 



61 
 

第 3 章 がん体験者を対象とした SCT（Systems-Centered Therapy/ Approach）を用い  

たグループ・サイコセラピー 

 

第1節 がんをめぐる課題とグループによる介入および研究 

 

1. がんをめぐる現代社会の課題 

現在の日本において、生涯でがんに罹患する確率は男性が 66%、女性が 50%で、おおよ

そ 2 人に 1 人ががんにかかる（国立がん研究センター, 2020）とされるが、全がんの 5 年相

対生存率は 66.4%と公表されており、がんは治る時代とも言われている（シオノギ製薬, 

2021）。一方、がんは 1981 年から継続して死因の第 1 位であり、2019 年には死亡者全体の

3 割にあたる 39.0 万人が、がんで亡くなっている（厚生労働省, 2020）。「がん対策に対する

世論調査（内閣府，2016）」によれば、がんに対する印象を「こわい」「どちらかといえばこ

わい」と全体の 72.3%が回答し、またその理由として「がんで死に至る場合があるから」と

いう答えが 72.1%と最も多く、依然としてがんは死を意識せざるをえない病気といえる。加

えてがんの罹患体験により心の病を発症する患者が少なからず存在し、がん患者のうちう

つ病が 3～12%、適応障害が 4～35％の患者に認められる（清水，2010）という報告もあり、

心理学的支援が不可欠である。日本では 2007 年に「がん対策基本法」が施行され、がんに

関する啓発活動や、医療における「心」を専門とする活動であるサイコオンコロジー、がん

罹患者あるいは体験者やその家族がともに支え合うピア・サポート活動等の重要性が謳わ

れ、実践されている。 

これらの実践の中で、グループでの話し合いを通じ、心理的な変容および成長を目指すグ

ループ・サイコセラピーや各種のサポートグループなどが行われているが、こういったグル

ープは、メンバーが話したいことを話したいように話すのが一般的である。その一方で、自

由な話し合いの中で、がん体験を語る際の懸念を Classen & Spiegel（2011 内富・大西・

藤澤監訳 2013, p.183）は次のように述べている“残念なことに、よく知られた心理学に共

通の信念がある。それは、もしがんになったらどんなことにも楽観的に「肯定的な態度（前

向き態度）」をもち、「否定的な感情」は回避、抑制あるいは否認さえすることが重要である

というものである。しかし、がんは感情の最も暗い面―不安、怒り、悲しみを必然的に喚起

させる。多くのがん患者とその家族は、「肯定的な考えの虜」になり、こういった感情に降

伏してしまうことは、がんそのものに屈服したことに等しいと感じている”と。そして

Classen & Spiegel（2011 内富ら監訳 2013）は、不安、怒り、悲しみを感じることは自然

なことであり、つらい感情体験を言語的に表現することは生活満足度を高めることが報告

されているとし、支持的・感情表出的グループ療法（Supportive-expressive group  

psychotherapy: SEGT）が有意に感情の抑制を緩和し、自己効力感を高揚させたとしてい

る。それと同時に、がんは多様な感情を喚起させるが、患者は、自分が圧倒された気持ちに

なるのでは、他者の重荷になるのではという恐怖から、感情を表出することに抵抗を持つこ

とが多く、セラピストはどんな感情にも注意を払い、その感情を表出するよう促すべきであ

る、とも述べている。しかし、SEGT でセラピストがどのように感情表出を促すのか、

Classen & Spiegel（2011 内富ら監訳 2013）において、グループでの対話の例が示されて

いるものの、何に注目し、何を根拠にどのように介入するのか、その具体的な手法や考え方
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については、前述の“どんな感情にも注意を払い”以上のことは示されていない。 

一方 SCT は、安全な枠組みの中で感情表出を促し、心理的に有用な効果や成長をもたら

す目的で、従来の語りとは異なる様相の SCT の語りを意図的に作り出す、という特徴を持

っている。リーダーは、その SCT の語りのルールをグループの開始直後から導入し、メン

バーがそれに則って語るというグループの規範を設定して、安全に語ることのできる語り

の環境を整えていく。 

 以上を踏まえ、本章では、SCT が SEGT と同様に、感情の抑制を緩和する手法であり、

かつ SCT は感情表出を促すための具体的介入技法と考え方を持っており、それゆえがんの

サポートに有用な手法になり得ると考えられるため、がん体験者を対象に、SCT を用いた

グループ・サイコセラピーを実施してその様相と効果について検討を行った。 

 

2. がん患者を対象にしたグループに関する研究 

Breitbart, Rosenfeld, Gibson, Pessin, Poppito, Nelson, Tomarken, Timm, Berg,  

Jacobson, Sorger, Abbey, & Olden,（2010）は、がん患者を対象にした MCGP （Meaning 

Centered Group Psychotherapy）の効果を RCT（Randomized Controlled Trial）によっ

て検証し、スピリチュアルな健康と人生の意味の感覚を向上させ、不安や絶望感、死への願

望を和らげることが実証されたとしている。また平井・保坂（2003）は、がん患者に対する

グループ療法に関する代表的な研究の中で、調査票等の指標を用いて治療効果測定したも

のを概観し、グループ療法が、患者の気分や情緒といった心理的側面に対し、総じて好まし

い影響をもたらしているとした。この 2 つの研究は、いずれもグループ療法の効果につい

て、量的な手法により検証したものである。 

グループの効果について質的な手法で検討している研究としては、上原・高山・小西・濱

田・梅田・笠垣（2013）が、がん患者や家族が看護師などの専門家とともに集まり、互いの

情報や体験を語りあうサポートプログラムを実践し、プログラム終了後、参加者にフォーカ

スグループインタビューを行い、プログラムを質的に評価したものがある。その結果、サポ

ートプログラムの参加が、がん体験者の考え方や生き方に影響し、話し合うことで分かり合

い安心するなど、参加者の相互作用による有効性や効果がうかがわれたとしている。 

ここまで取り上げた研究は、グループを用いた治療やサポートが、がん患者に対して心理

的な効果をもたらすことを示しているが、最初の 2 つの研究は調査票等を用いてグループ

療法による介入前と介入後の調査結果を統計的に分析したものである。後者は質的な手法

を用いた研究であるが、分析・検討したのはグループを用いたサポートプログラム実施後の

インタビューで得たデータである。がん以外の疾患や問題に対してグループを用いた介入

を行うことで、心理的な効果がもたらされたことを質的な手法で検討した研究も見受けら

れるが（Mundell, Visser, Makin, Forsyth, & Sikkema,2012; O’Beney, Salm, & Lavender, 

2019）、これらの研究もまた、グループによる介入終了後、参加者に対して個別インタビュ

ーを実施して得たデータを用いて検討している。 

以上、述べてきたように、グループを用いた介入に関する研究のほとんどが、グループの

プロセスそのものではなく、介入の前後に取得した量的データの比較や、介入後に参加者へ

のインタビューを行って得たデータを用いている。つまり、いずれもグループによる介入そ

のものを取り上げてはいないため、グループの介入の最中に何が生じ、どのようなプロセス
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が進行して心理的な効果へと至ったのかは示されていない。 

 そこで本章では、がん体験者を対象に、SCT を用いたグループ・サイコセラピーについ

て検討するにあたり、量的なデータの検討や介入後の参加者へのインタビューデータの検

討を行うだけでなく、これまであまり取り上げられてこなかったグループのプロセスその

ものについても質的な研究手法を用いて検討を行う。そして SCT を用いたグループの様相

と、感情の表出とそれがもたらす効果等、グループ・サイコセラピー一般にみられるような

心理的な効果が、SCT を用いることでどのように生じるのか、多面的・多角的に考察する。

また実際のセッションの対話を部分的に取り上げて記述し、SCT の語り、リーダー／セラ

ピストの役割、の 2 つの側面から主として解説し、SCT のグループの様相や特徴について

考察を行う。 

 

 

 第 2 節 がん体験者を対象にした SCT を用いたグループ・サイコセラピーの実施 

 

1. 方法 

（1）研究参加者の募集 

 「グループ・カウンセリングの研究協力者募集」と題し、グループ・カウンセリングの手

法、SCT の「機能的サブグループ」を用いたセミナーを実施することとその日程、目的は

「グループでの話し合いによって自己理解や他者理解を進めること、がんをめぐる不安や

心理的負担を軽減すること」等を記したチラシ（巻末資料 4.）を作成した。2019 年 7 月中

旬より、がんのサポートを実施している団体、医療機関等に協力を依頼してチラシの配布、

メールや Web サイトによる周知を行い、がんの罹患体験をもつ研究協力者を募集した。 

研究参加者は 5 点の要件（表 3.2.1 参照）を満たすことが求められた。要件①②⑤につい

ては、研究協力者募集のチラシに明記して募集し、要件③④については、グループセミナー

の前に実施した個人面談で得られたデータをもとに研究者が判断し、参加者の年齢、性別、

がん経験なども考慮して研究参加者を決定することとした。 

 

8 名の応募があり、その方々を研究協力志願者とし、研究代表者、かつセミナーの実施者

である筆者（以下、リーダー）が、本研究の説明文書（巻末資料 5.）を示して口頭による十

① 20歳以上

② がんの罹患経験があり、日常生活が大きな支障なく営めている。

➂ 研究参加者の参加の動機および目的が、本研究の目的「グループでの話し合いによって
自己理解や他者理解を進めること、がんをめぐる不安や心理的負担を軽減すること」に
合致している。

④ 内的体験を言葉にする指向性と能力が一定以上あることが、事前の個別インタビューで
確認できる。

⑤ 精神疾患で医療機関に通院中でない人。ただし、主治医が研究参加を許可し、研究実施
者が主治医の指示をうけることが可能な場合は、研究参加者に含めるものとする。

表3.2.1 研究参加者の要件



64 
 

分な説明を行った後、志願者の自由意思による同意を 8 名全員から文書（同意書；巻末資料

6.、同意撤回書；巻末資料 7.）で取得して、本研究の参加者とした。セミナーの参加にあた

り、事前にリーダーが研究参加者すべてに対して半構造化面接による個別インタビューを

実施し、がんを含む病歴および治療経過、研究協力の動機・目的、それまでのがん罹患体験

を聞き取り、5 点の参加要件に該当するか否かを確認して研究者で協議し、該当者のみをセ

ミナー実施以降の研究参加者とした。要件に該当しない場合は、このインタビューを持って

研究参加を終了することとしたが、今回、要件の非該当者はいなかった。 

 

 （2）調査表の実施と構成 

 セミナーに参加した研究参加者は、セミナー実施前の 2019 年 10 月上旬と、セミナーの

セット A とセット B の 2 日目終了後、さらに全セミナーと個別インタビュー終了後の 2020

年 2 月中旬の合計 4 回、①セルフ・コンパッション尺度（有光, 2014）、②がん患者用心身

機能と精神性測定尺度(FACIT-Sp) 日本語版の 2 種類の調査表への回答が求められた。 

またセミナーのセット A の土日、セット B の土日、それぞれ 1 日の終了後、合計 4 回、

③機能的サブグループ尺度（O’Neill, Agazarian, Ladden & Carter, 1997）への回答と、

セミナー体験の振り返りを自由記述する調査表への回答が求められた。 

 

① セルフ・コンパッション尺度（有光, 2014） 

 有光（2014）が作成した、Neff（2003）のセルフ・コンパッション尺度の日本語版（SCS-

J）を使用した。セルフ・コンパッション／self-compassion は、自分へのやさしさ、慈しみ、

慈愛、慈悲などと訳され、苦痛や心配を経験したときに、自分自身に対する思いやりの気持

ちを持ち、否定的経験を人間として共通のものとして認識し、苦痛に満ちた考えや感情をバ

ランスがとれた状態にしておくこと、と定義されている（有光, 2014）。そのため、セルフ・

コンパッションを高めることが、がん体験という困難に対処するために有用であると考え、

SCT を用いたサイコセラピーによる介入の効果をみる指標として使用した。 

 SCS-J は、ⅰ 自分へのやさしさ（5 項目）、ⅱ 自己批判（5 項目）、ⅲ 共通の人間性（4 

項目）、ⅳ 孤独感（4 項目）、ⅴ マインドフルネス（4 項目）、ⅵ 過剰同一化（4 項目）の

6 下位尺度、26 項目で構成されている。それぞれの質問項目、たとえば「感情的な苦痛を

感じているとき、自分自身にやさしくする」（自分へのやさしさ）などに対し、「1: ほとん

ど全く（そうしない）」から「5: ほとんどいつも（そうする）」までの 5 件法で回答を求め

るものである。下位項目ⅰ、ⅲ、ⅴは肯定的因子で得点が高い方が望ましく、ⅱ、ⅳ、ⅵは

否定的因子で、得点が低い方が望ましいとされる。 

 

② がん患者用心身機能と精神性測定尺度(FACIT-Sp) 日本語版 

がん患者用心身機能と精神性測定尺度／Functional Assessment of Chronic Illness 

Therapy-Spiritual Well-being（FACIT-Sp）は、がん患者の QOL（生命の質・生活の質） 

評価において、健康関連 QOL としての身体面・心理面・社会面・機能面に加え、 Spiritual 

Well-being（Sp）も追加した尺度である。使用に際しては開発元へ登録し、使用許可を得て

使用した。健康関連 QOL としてⅰ 身体症状について 7 項目、ⅱ 社会的・家族との関係

について 7 項目、ⅲ 精神的状態について 6 項目、ⅳ 活動状況について 7 項目、Sp とし
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てⅴ その他心配な点 12 項目で構成されている。Sp の評価項目であるⅴ その他心配な点

は、「意味／平静」を評価する質問と、「信念」を評価する質問の 2 つの要因に分かれ、「意

味／平静」は、どの程度、内的調和を感じ満足感・充実感をもっているかを問い、「信念」

は、どの程度、信念に安らぎと強さを見いだしているかを問うものである（大槻, 2005）。

回答はすべての項目に対し、過去 7 日間を対象にして、「0: 全くあてはまらない」から「4: 

非常によくあてはまる」の 5 件法で回答を求め、ⅰとⅲは得点が低い方が望ましく、ⅱ、

ⅳ、ⅴは得点が高い方が望ましい。ⅲには 1 つ、ⅴには 2 つ、逆転項目が含まれている。 

 

③ 機能的サブグループ尺度（O’Neill, Agazarian, Ladden & Carter, 1997）とセミナ

ー体験の振り返り 

 機能的サブグループ尺度は第 2 章の研究と同様のものを使用した（第 2 章、第 1 節、１．

方法の記載を参照）。また本研究は、SCTRI（Systems-Centered Training & Research 

Institute）のプロジェクトライセンスを取得して実施したが、申請にあたり本尺度の使用も

書面に明示した上でライセンスを取得した。 

質問は「他のメンバーが、あなたと同じような体験を一緒にしていると感じた」「他のメ

ンバーがあなたにつながってくれたと感じた」「他のメンバーにつながりたいと感じた」「サ

ブグループに加わった」の 4 項目で構成され、「0: まったくなかった」から「4: 非常によ

くあった」の 5 件法で回答を求め、高得点の方がより“機能的サブグループ”が形成されて

いたとみなすものである。合計得点の範囲は 0～16 点である。 

 セミナーの体験の振り返りは「本日のグループ体験について、自分自身、他のメンバー、

グループ全体について気が付いたことを記入してください。」という質問に自由記述で回答

を求めた。 

 

（3）セミナーの実施 

 セミナーは、セット A が 2019 年 11 月、第 1 週の土日、セット B が同月、第 4 週の土日

に実施された。土曜は半日（3.5 時間）、日曜は終日（5.5 時間、昼休憩 1 時間含む）であっ

た。研究参加者は 4 日間すべてに参加することが求められた。セミナーの運営は、リーダー

とコ・リーダーの 2 名で行った。リーダーは臨床心理士で、心理力動的なオリエンテーショ

ンのグループの実践と訓練経験が 20 年、うち後半の 10 年余りは SCT をオリエンテーショ

ンとするグループの訓練と、機能的サブグループを用いたグループの実践経験があった。グ

ループ体験におけるリーダーの主な役割は、グループの進行と、メンバーが“機能的サブグ

ループ”を形成しながらシステム・センタードな在り方で話し合いをすすめるよう、SCT の

理論に準じて適宜介入することであった。コ・リーダーも臨床心理士で、SCT を含むグル

ープ・サイコセラピーのトレーニングおよび医療機関における約 6 年の実務経験があり、

主な役割は、グループの中でメンバーと同様に、自らの「今、ここで」の体験を語り、探求

すること、その際、“機能的サブグループ”の形成が促進されるよう、積極的に発言し、ま

た沈黙するメンバーが孤立しないよう重点的にアイコンタクトを試みる、などであった。 

セミナーは、セット A、B ともにリーダーによる SCT の理論や技法に関するレクチャー、

心理的な防衛の解消を目的とした SCT のエクササイズ、機能的サブグループを用いたグル

ープ体験（以下、グループ体験）を組み合わせて行った。グループ体験は土曜が 2 回、日曜
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が 3 回で、セット A、B の合計は 10 回であった。グループ体験の時間は 1 回につき 45 分、

続けて SCT の手法による振り返り 10 分を基本としたが、内 4 回は他の内容との兼ね合い

で、前後 15 分以内の幅で長短があった。また各日の終わりには、SCT の考え方に基づいて

フォース・フィールドを作成し、１日の振り返りと質疑応答を行い、また、調査表への回答

を求めた。セミナーのスケジュールを表 3.2.2 に示す。 

 

 

 

（4）セミナー終了後の個別インタビュー 

 セミナー終了後、研究参加者に対してリーダーが半構造化面接による個別インタビュー

を実施した。インタビューは、機能的サブグループを用いたグループ体験において、研究参

加者がどのような体験をしたのかを聞き取ることを主たる目的とし、インタビューガイド

を作成して行った。インタビューガイドにおける主な質問項目を表 3.2.3 に示す。 

 

 

 

 

【セットA】 【セットB】

§1日目（3.5時間） §3日目（3.5時間）

セミナーへの導入 ：セミナーの目的説明と到達目標の確認 レクチャー ：不安の3つの出どころ

レクチャー ：機能的サブグループ エクササイズ ：不安の解消

エクササイズ ：伝え返し、機能的サブグループ グループ体験⑥ ：体験（45分）＋振り返り（10分）

グループ体験① ：体験（40分）＋振り返り（10分） レクチャー ：個人に引き付けて考える／Personalize

グループ体験② ：体験（45分）＋振り返り（10分） グループ体験⑦ ：体験（60分）＋振り返り（10分）

1日の振り返り ：フォース・フィールド①＋質疑応答 1日の振り返り ：フォース・フィールド③＋質疑応答

：調査表③回答 ：調査表③回答

§2日目（5.5時間） §4日目（5.5時間）

レクチャー ：説明することと体験すること レクチャー ：身体感覚から来る不安

グループ体験③ ：体験（45分）＋振り返り（5分） エクササイズ ：身体感覚から来る不安の解消

エクササイズ ：雑念のエクササイズ グループ体験⑧ ：体験（約30分）＋振り返り（10分）

グループ体験⑨ ：体験（45分）＋振り返り（5分）

（昼休憩 60分） （昼休憩 60分）

レクチャー ：時間旅行 グループ体験⑩ ：体験（45分）＋振り返り（5分）

グループ体験④ ：体験（約45分）＋振り返り（5分） 1日の振り返り ：フォース・フィールド④

グループ体験⑤ ：体験（45分）＋振り返り（10分） 全回の振り返り ：フォース・フィールド①②③④を用いて

1日の振り返り ：フォース・フィールド②＋質疑応答 セミナーで学んだこと＋質疑応答

：調査表①②③回答 ：調査表①②③回答

表3.2.2 セミナーのスケジュール

① グループ体験の物理的な条件（実施場所、時間の長さ・回数、メンバーの数など）

② グループ体験での対人交流を通じて自身や他者について気が付いたこと

➂ この研究が設定した目標「グループでの話し合いによって自己理解や他者理解を進めるこ
と、がんをめぐる不安や心理的負担を軽減すること」は達成されたか

④ 機能的サブグループやSCTの手法について

⑤ グループ体験による日常生活の変化（自身の心持ち、家族との関係など）

⑥ 研究に対する参加前の期待と実際に参加してみての感想

⑦ グループ体験の満足度（最高を100％として）と研究全般に関する感想

表3.2.3 インタビューの主な項目
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（5）個人情報の取り扱いと研究参加の中止 

 セミナー前後の半構造化面接は IC レコーダーによって、セミナーのセット A、B、全 4

日間はレクチャーも含めて IC レコーダーとビデオを用いて記録した。記録は逐語に書き起

こし、その際、参加者の性別、年代、がんの診断名は、名前を除く形で匿名化した。またイ

ンタビューやグループ体験で研究参加者が話した内容は、論文や報告書等を作成する際、必

要があれば部分的に引用することとしたが、個人が特定される情報は他の情報も含め、修正

または削除して個人が特定されることの無いよう万全を期した。 

 研究の同意撤回書の提出、または何等かの理由により研究の参加が中止された場合でも、

参加が中止されるまでに研究者が取得したデータは研究に使用した。この同意撤回あるい

は参加を中止する際の条件も含め、上記すべてを研究説明書に記載して事前に口頭で説明

し、研究参加者の同意を得た後に研究を実施した。 

 

（6）倫理的配慮 

 本研究は北星学園大学倫理審査委員会の承認を得て実施した。また SCTを用いて研究

を行うにあたり、SCTRI のプロジェクトライセンスを取得して研究を実施した。 

 

2. 結果 

セミナーは、事前の半構造化面接で参加要件を満たした 8 名のうち、セット A 実施日の

直前に事情ができて参加を取りやめた 1 名を除く 7 名の研究参加者で実施した。続くセッ

ト B は、セット A 終了後、1 名が申し出により参加を中止したため 6 名で実施し、セミナ

ー終了後の個別インタビューも、セット A、セット B の両方に参加した 6 名を対象に実施

した。研究参加者の概要を表 3.2.4 に示す。以後「研究参加者」を「メンバー」と記述する。 

 

 

調査表①②③で得られた量的なデータに関しては、メンバーの総数が 7 名で、サンプル

数が少ないため、統計的推定や仮説検定は実施しなかった。しかし記述統計の結果から読み

取れるものについては、それをできるだけわかりやすく提示、考察するために、結果を第 3

節の考察の中で示し、質的なデータの分析結果と併せて考察を行った。 

 

  

参加者 性別 年齢 診断名

P1 女 50代 6年前に卵巣がん、3年前に腹膜がん、研究実施年に肝臓がん

P2 男 60代 16年前に膵臓がん

P3 男 60代 9年前に中咽頭がん、8年前に食道がん

P4 女 50代 8年前に骨肉腫、4年前に甲状腺乳頭がん

P5 男 60代 5年前に食道がん、2年前に胃がん

P6 女 70代 43年前に子宮頸がん、25年前に乳がん

P7 女 60代 3年前に類内膜腺がん（※セットAのみ参加）

表3.2.4 研究参加者の概要
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第 3 節 がん体験者を対象にした SCTを用いたグループ・サイコセラピーの検討 

 

第1項 SCTを用いたグループ・サイコセラピーのプロセスの検討：「語り」の観点 

から 

 

1. 従来の語りと SCT の語り 

グループのプロセスに関する数少ない研究の一つに、北村・能智（2014）がある。この研

究は、子どもの非行と向き合う親たちのセルフヘルプ・グループについて、グループの参加

者である親へのインタビュー調査を行うとともに、研究者がグループの参与観察を行って

得たデータについても質的な手法により検討したものである。その結果、グループに参加す

る親たちの語りは、時間が経過するにつれて変化し、また語りの変化と並行してグループで

の体験や日常生活上の体験も変化していることが示唆され、グループは“参加者が新しい見

方と出会って新しい語りを紡ぎ出していく場としての機能を持つ（北村・能智，2014）”と

している。この研究からグループでの語りと語りの変化が、参加者にとって重要な意味を持

つことが見て取れる。  

北村・能智（2014）がとりあげたこの「語り」は、従来のグループで通常用いられる、グ

ループの参加者が、話したいことを話したいように話す語り方によるものである。一方、本

研究のグループ・サイコセラピーに用いる SCT では、これとは異なる「語り」のルールを、

グループの開始当初から導入する。SCT における「語り」のルールには、大きくわけて 2 つ

の要素がある。一つは“機能的サブグループ”を形成しながらメンバーが互いの「語り」を

つないでいく、という「語りの形式」の要素であり、もう一つは過去の物語や体験の説明、

解釈を語るのではなく、｢今､ここで」の体験を語る、という「語りの内容」の要素である。

話したいことを話したいように話す一般的なグループにおいて、「その時、そこで／there 

and then」の体験が語られたとしても、それを理由に介入が行われることはほとんど無い

と思われる。一方 SCT では、そういった語りは可能な限り減ずる介入が行われ、メンバー

は徹底的に「今、ここで」の体験を語ることが求められる。なぜなら、「その時、そこで」

の語りや、体験の説明、解釈は、今のありのままの体験を覆い隠すこと、そういった語りは

すでに知っていることへと向かい現状維持には役立つが、変化は難しく、対して「今、ここ

で」の体験を語り、探求することは、まだ知らないもの、未知のものへと向かい、新しい発

見へとつながると SCT では考えるからである。 

 この SCT が求める「今、ここで」の体験の「語り」は、表層的ではない、人に共通する

深い感情、たとえば「悲しみ」「喜び」「痛み」といった感情の表出を促し、それらをめぐる

体験を互いに共有し、心の探求作業を進めていくためのものである。そのためリーダーは、

「事実（過去も含む）」と「考え」「気持ち」「解釈」を分離すべく介入したり、体験を説明

して（例：寝不足だから眠い）、ありのままの体験から距離をとるのではなく、今の体験そ

のものを語るよう（例：眠気が強い、話に集中できずイライラする）促すなどをして、メン

バーが感情を表出し、体験を探求する環境を整えていく。そしてこれらは Classen & Spiegel

（2011 内富ら監訳 2013）が強調する、感情の抑制を緩和し、その表出を促すために、SCT

が用いる具体的な介入技法である。一方、ありのままの深い感情を表出し、他者と共有する

ことは、多かれ少なかれ、動揺や衝撃などの心理的な負担がかかり、場合によっては危険を
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はらむことさえあるとされている。たとえば災害などにより PTSD の状態にある人が体験

を語る場合には、そのタイミングや状況に注意を払う必要があるが（明石・藤井・加藤, 2008）、

死の危険にさらされる体験をしたという意味では、がんの体験者に関しても PTSD の状態

にある人と同様の注意を払う必要があるだろう。もしこういったことに注意を払わなけれ

ば、体験を語ることにより、扱いきれないほどの大きな感情が引き出され、危険な状態にな

ってしまうかもしれない。SCT では、こういった危険を踏まえ、“機能的サブグループ”を

形成して語ることが、深い感情体験を扱うための安全な枠組みとして機能する、と体験的に

いわれており（Agazarian, 2001 鴨澤訳 2015）、この語りの形式が、グループの開始当初

から導入される。 

そこで本項では、がん体験者を対象に実施した、SCT を用いたグループ・サイコセラピ

ーのプロセスそのもの取り上げ、「語り」の観点から質的な手法で分析を行う。そして SCT

のグループの様相と、感情の表出とそれがもたらす効果等、グループ・サイコセラピー一般

にみられるような心理的な効果が、SCT を用いることでどのように生じるのかについて検

討し、考察する。また、調査表で得られた量的なデータの結果についても併せて考察を行う。 

 

2. 分析 

 逐語化したグループ体験①～⑩の音声データの質的な分析は、まず最初、各グループ体験

におけるメンバーとリーダーの発言を、意味のまとまりごとに切片化した。それからグラウ

ンデッド・セオリーのプロパティとディメンションの考え方（戈木クレイグヒル, 2016）と、

発言に一行の見出しを付ける KJ 法（川喜田, 1967）を参考にして、各切片の意味や機能に

もとづいて名前を付けた。 

名前は、次のようにして付けていった。〔  〕内はその名前の例である。SCT では、基

本的に〔今の気持ち〕もしくは〔今の体験〕を発言するよう促される。“機能的サブグルー

プ”形成にあたっては、先の発言者の発言を〔伝え返す〕、それから先の発言者と〔似てい

る〕ところを基盤にして自身の〔今の気持ち〕や〔今の体験〕を発言する。発言し終わった

ら〔みなさん、どうですか〕と全体に向けていう。この一連の手続きに則って発言すること

が求められている。また、〔過去の体験〕を語ることや体験の〔説明〕、〔意見〕を述べるこ

と、現象の〔解釈〕、〔未来の話〕、〔あいまいな話〕、「そうですね」と〔同意〕して先の発言

者につながりながら、「でも」と〔違い〕を語り始める〔そうですね。でも〕などは、出来

る限り回避することが望ましい。このような考えに基づいて、グループ体験①からグループ

体験の時系列にそってグループ体験⑩まで、各切片に名前をつけていき、命名の作業をすす

める中で、1 度命名した切片であっても、必要に応じてより適切な名前に更新していった。 

 次に、それらをグループ化して上位のカテゴリーを作るという、グラウンデット・セオリ

ー・アプローチや KJ 法で一般的に用いられる方法をとる代わりに、会話分析の手法を取り

入れて、名前に基づいて発言のつながり／シークエンスをみていった。Mehan （1979）は

教室での会話を、教師の「開始（Initiation）」－ 生徒の「応答（Reply）」－ 教師の「評価

という 3 つの行為のシークエンスとして定式化しているが、本研究ではこの研究を参考に、

発言のシークエンス、すなわち、会話がどのように構成されていくのかに注目して記述的に

分析した。 

 さらにこの分析で得られた結果に対して SCT の語りの考え方に基づいて、発言がどのよ
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うに構成されているかについてコメントを付した。そして、それらコメントの内容や関係性

をみながらグループのダイナミクスとメンバーの変化について分析していった。また、“機

能的サブグループ”の形成過程に関しても、会話がいかに構成されるかに注目して分析を行

った。 

 尚、これら質的な分析は、できる限り主観を排して客観性を担保するために、筆者を含む

研究者 3 名で随時、議論しながら行った。 

 

3. 結果 

（1）グループのダイナミクスとメンバーの変化 

 以下の記述および表では、G1～G10 グループ体験のセッション番号、P1～P7 はグルー

プメンバー、CoL はコ・リーダーを示している。例えば G1-P1 は、グループ体験①におけ

るメンバーP1 の発言を切片化したものある。LI（Leader Intervention）はリーダーの介入

／発言を切片化したものである。 

 メンバーの発言を、主としてリーダーの介入／発言との関係でとらえ、前述したように、

SCT の考え方に基づいて、発言がどのように構成されているかについてコメントを付した。

「発言の構成の例」を表 3.3.1 に示す。 

 

 

 

以上のような分析を、各グループ体験の発言を切片化したものすべてに適用した。そして、

コメントの内容や関係性をみながらグループのダイナミクスとメンバーの変化について分

析していった。その中で、適当と思われる「発言の構成の例」を選択し、この後に示す表 3.3.2

～表 3.3.5 を、各グループ体験での「語りの例」として示した。ただし、表が煩雑になるの

を防ぐため、表 3.3.1 に示した名前／＜意図＞の欄は、表 3.3.2～表 3.3.5 では省略してい

る。 

 

発言者 発言の切片  [名前] / <意図> コメント
G1-P2 : グループがこの先、どう進んでいくのかよくわからな

い。
[悲観的な予測]

：自分がみんなの足を止めているのでは、という不安が
ある。

[解釈]

LI : みんなの足を止めている、とはどういう意味ですか？  <明確化>

G1-P2 :みなさんが自分を見つめなおそうとしているのに、自
分はうまく言葉にならなくて、せっかくのこの場を止め
ている。頭の中で文章が出てこない。

 [説明]／ [解釈]

LI :それはどんな感じですか？ <今、ここでの体験を語る
よう促し＞

G1-P2 : うまく自分を表現できていないというか。  [説明]

表3.3.1 発言の構成の例

P2は恐れや不安をそのまま
語るのではなく、それらか
ら生み出された考えや、そ
の考えが生み出した不安を
語った。リーダーは今、こ
こでの体験を語るよう促す
が、P2が再び語ったのは体
験の説明であった。

注）[名前]は発言を切片化したものに付した名前、 <意図>はリーダーの介入意図を示す
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① 1 日目（G1～G2）：SCT の語りの形式を身に着けることへの葛藤と抵抗 

セミナーの初日、リーダーが最初にセミナーでめざす目標を確認し、その後、機能的サブ

グループと、「今、ここで」の体験の語りに関するレクチャーを行った。それからメンバー

は、“機能的サブグループ”の形成に必要な基本スキル、「伝え返し」の練習を行い、続いて

“機能的サブグループ”を形成するための具体的な手続きの説明をうけ、“機能的サブグル

ープ”を形成して語る練習を行ってからグループ体験①を開始した。しかし、この SCT の

語りの形式と内容に関するルールは、メンバーが日頃慣れ親しんでいる語りとは異なるも

のであり、そのことにメンバーは不安や困惑を感じ、抵抗を示した。リーダーはそれに対し

て繰り返し介入したが、メンバーは自分に慣れ親しんだ語り方を続けた。その概ねは「今、

ここで」の体験や感情ではなく体験の説明であり、SCT の語りのルールとは対照的であっ

た。 

 グループ体験①の後の休憩時間に、リーダー、コ・リーダーがいない中で、メンバーは自

分たちのこれまでのがん体験について語りあった。次のグループ体験②でメンバーは、がん

の体験者である、という共通点に基づいて語り、また話は専らグループの「良い」面にのみ

焦点が当たっていた。リーダーとコ・リーダーは、グループのメンバーから排除されたよう

な心持になった。メンバーは、なぜ自分たちが良いことだけを話しているのか、また「今、

ここで」何が起こっているのか、について探求しようとはしなかった。しかしこの時、リー

ダーは積極的に介入しなかった。このグループ体験②の後半で、コ・リーダーは、メンバー

が良いことやがんという共通点についてのみ話していることに、疑わしさを感じる、と発言

し、「今、ここで」の体験を探求していないことへの注意喚起を試みたが、その意図はメン

バーに伝わらず、話はがん体験者という共通点に戻っていった。そして、「がん体験者とい

う共通点があるから安心できる」という話で 1 日目を終えた。とはいえ、グループ体験②で

リーダーが、“機能的サブグループ”の形成のために介入した回数は、グループ体験①より

も少なかった。すなわち、メンバーは SCT の語りのルールに慣れ、1 日目の終わりには、

“機能的サブグループ”を形成して語るやり方をほぼ身に着けていたと思われた。セミナー

1 日目の語りの例を表 3.3.2 に示す。 
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② 2 日目（G3～G5）：現実検討を促すリーダーの介入とメンバーの気付き、グループ

の動揺 

 葛藤や抵抗を示しながらも 1 日目に“機能的サブグループ”を形成するやり方をほぼ身

に着けたメンバーは、不十分ながらもそのやり方に則り、「今、ここで」の気持ちに集中し

て語ろうとしていた。グループ体験④では、休憩中に知人の訃報を聞いたばかりの P3 が、

その事実を口にして悲しみを表現し、さらにその事実に対する自分の考えや解釈を述べた。

リーダーは、知人が亡くなったという事実と、事実に対する考えを切り離し、その事実に対

する気持ちを話すよう P3 に促した。すると、それまでのグループ体験では、状況を合理的

に説明したり、他者を客観的に観察して意見を述べることの多かった P3 が、「悲しいです」

と言って涙を流した。グループはその深い悲しみをアイコンタクトで共有し、メンバーそれ

ぞれに気付きや感情体験が生じるが、同時にグループは動揺し、次のグループ体験⑤では、

新たな気付きや抱負、好奇心とともに、不安、恐怖などが語られた。セミナー2 日目の語り

の例を表 3.3.3 に示す。 

発言者 発言の切片 コメント
1 G1-P6 : このグループの、これ、ディスカッションでいいんです

ね？どういう風に（リーダーが）進めていこうとしている
のか、どこへ向かっているのかわからない。

LI :わからなくてどんな気持ちですか？

G1-P6 : 自分はこれについて行ってないと思います。

2 G1-P3 : ( P6の発言につながって)私も同じような気持ちです。で
も、みんな何か中身のある話をしていないので、まずはこ
れでいいのかな、という気持ちです。

P3 は、P6の発言につながって [同意]するが、続
けて話し始めたのは、P6が示した不安ではな
く、「でも、これでいい」という［違い］で
あった。

3 G1-P1 :お二人の意見、どちらもそうだな、と思った。

LI : 先に発言を伝え返しましょう。

G1-P1 私も同じように感じました。

LI :話す前に伝え返してください。

1 G2-P5 ：休憩時間に皆さんとお話しして、すごく同一性を感じ
た。

2 G2-P3 ：さっき（休憩時間）のおしゃべりの中でみんな、がん体
験者なんだと…がん体験者たちが会うと心が落ち着く、と
いう気持ちが自分の中にある。

3 G2-P1 ：正直、不安だったけれど、がん経験者の方がいっぱいい
るので、安心してきた

4 G2-CoL ：いいね、いいね、となってくると、本当に？っていう何
かあまのじゃくが発生してくる。

G2-P2 ：（CoLの発言を伝え返して) もちろん、みんな同じじゃ
ないし、それでいいと思う。違う人もいて。

G2-P7 ：（みんな同じじゃない、違っていていい、というP2の
発言につながって）日常の外の世界と違って、ここはみな
さん、がん体験者だからすごく安心する。

コ・リーダーは、メンバーが良いことしか言わ
ないことに疑問を呈した。これにつながったP2
は「同じ人、違う人、両方いていい」という意
味の発言で、メンバーとコ・リーダーの両方を
正当化し、コ・リーダーがした疑問の発言の効
果を弱めた。そのP2につながったP7は、みんな
がん体験者だから安心すると語り、良い話、が
ん体験者という共通点ゆえの安心、という話題
に戻した。

表 3.3.2 セミナー1日目の語りの例

例
G1 P6は不安を質問として表現し、自分の気持ちを

直接、表現しなかった。リーダーはP３に気持ち
を聞いたが、P6は体験を説明した。

P1は前の発言を伝え返す前に、自分の言いたい
ことを話し始めた。リーダーが、自分の言いた
いことを話す前に伝え返しをするよう繰り返し
促すが、P1は伝え返しをせず話し始め、“機能的
サブグループ”の形成プロセスには進まなかっ
た。

G2 メンバーは良いことだけを語り、がんの体験者
ゆえに安心する、と語るが、本当にそうかどう
かは探求しない。
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発言者 発言の切片 コメント
1 G3-P5 ：同質性があるみなさんと一緒にいる安心感がある

LI ：同質性があるから安心があるかどうかわからない。今の
感じをそのまま、どうですか？

G3-P5 ：この場は安心感がある…ほかのことに気を取られて、そ
れが不安になっているような状況になってる。

LI ：そういう気持ちでそこに座っていてどんな感じ？

G3-P5 ：イライラする感じ。

1 G4-P3 ：がんサロンの知人が数日前に亡くなった事を先ほど聞い
た。本人は覚悟していたと思う。

LI ：それは考え。覚悟していたかどうかはわからない。亡く
なった、という事実をどう思う？

G4-P3 ：悲しいです。と同時に友人はもっと悲しむだろうと。

LI ：友人はもっと悲しむだろう…それも考えです。亡くなっ
たという事実、それをどう感じますか？

G4-P3 ：いやあ、悲しいです（涙を流す）。

LI ：その気持ちをグループに入れましょう。アイコンタクト
するだけです。一人ひとり、ゆっくり行きましょう。

1 G5-P4 ：自分の気持ちにここまで深く向き合ったことが、これま
での生活ではなかった。

2 G5-P3 ：自分の感情をなかなか出せなかった自分に気づいたの
で、自分の感情を出していけるようにしていきたい。

3 G5-P2 ：今日みたいなことが自分に起きるとは想像していなかっ
た。予想していないことがまた起きるだろう…ちゃんと受
け入れられるようにしたい。

4 G5-P3 ：探求への好奇心はあるけど、私は怖さがある。

5 G5-P2 ：話してすごく楽になった部分もあれば、すごく不安に
なったこともある。

6 G5-P4 ：怖い感覚があまりわからない時はどうすればいい？

G5-P3 ： 教えてあげます（笑）。怖い感覚がわからない、という
ことでいいんですか？おっしゃりたいことは。私は精神が
崩壊すると動けなくなる経験がある

G5 メンバーは新たな気づきやこの先の抱負を語っ
た。

心の探求への好奇心、怖さ、体験の心地よさと不
安、怖い感覚の否認、など、様々な体験をメン
バーそれぞれが語る。

表3.3.3 セミナー2日目の語りの例

例

G3 P5 は体験を説明していたが、今、ここで、の気
持ちに気づく。

G4 事実と考えや解釈を分けた結果、P3は深い悲しみ
を表出した。そして他のメンバーと一人一人アイ
コンタクトし、グループでその感情体験を共有し
た。
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③ 3 日目（G6～G7）：新しいものを取り入れる試みと苦労 

セット B は、セット A の 2 日間のセミナーから 3 週間後に実施された。この間、セミナ

ーへの参加は心理的に負担が大きいという理由で、セット A をもって参加を中止したい旨

の連絡が P7 からあり、リーダーと話し合って参加の中止が決まった。引き続き参加した 6

名のメンバーは、セット B に参加することに関し、セット A で気持ちが動揺したことや、

自分がセミナーで思うようにやれなかったと感じていることなど根拠に、不安や葛藤があ

ることを語った。それと同時に、これまでとは何か違う体験が生じる期待感も語った。“機

能的サブグループ”を形成して語る、という語りの形式は、グループに概ね浸透していたが、

「今、ここで」の体験を語るという、語りのルールに則ってメンバーが話すことはまだ難し

く、リーダーはしばしば介入を行った。とはいえ、メンバーはセット A の時のように SCT

の語りに準ずることへの不安を語るより、むしろ、なんとかそれをやってみようと試み、苦

労していた。そんな中、P4 が、自分がうまくできないことへの不満をリーダーにぶつける、

というささやかな反抗があり、また P5 は、自分を変えたいという気持ちを持ちながらも、

それまで慣れ親しんだやり方を続ける試みを繰り返していた。セミナー3 日目の語りの例を

表 3.3.4 に示す。 

 

  

発言者 発言の切片 コメント
1 G6-P3 ：この2週間、ホントはどうしようか？と思っていた。だけ

ど来た方が多分、楽しいじゃないかと思って…来て、どこ
か不安が解消されていくような気分で今、いる。

2 G6-P1 ：色々心配になった。でも、出てきてしまったらなんとか
なるんじゃないか、一人で考え込むよりは、と思った。来
て良かった。

1 G7-P4 ：リーダーに質問されるまでは、楽だなと思ってる。でも
質問されると楽じゃなくなる（笑）。

2 G7-P4 ：自分で思ったことを言ってる分には全然いい（笑）。で
もリーダーから指摘をうけると「あれ！？」って思う。

3 G7-P5 ：何回やっても説明したくなるし意見をいいたくなる。そ
れをしたくなるけど、ここでは今の自分の考えを言わな
きゃならない、その難しさをすごく感じる。

LI ：その説明したいっていうの、どんな感じ？

G7-P5 ：自分のこれまで寄って立ってきたことの根本にあるのは
説明とか、意見だった、ということに気づいた。それを言
えなくなるのか、という不安。

LI ：その、説明したくなる方を探求するのか、説明をやめ
て、今、あるままを感じ取る方に好奇心を向けるのか、こ
の二択。どっちをやりたい？

G7-P5 ：（説明を止めたいけど）不安が大きい。だからずっと説
明をしようと思っていた自分がいる。…だけど説明しはじ
めたらリーダーに「説明だ」と言われる。どういう風に技
を使ってやろうかな（笑）と思ってた。でも新しい方、全
部止めてみたい気持ちにはなっている。その気持ちが中途
半端でどっちつかず。

表3.3.4 セミナー3日目の語りの例

例

G6 メンバーは、グループ体験への不安と期待を語っ
た。

G7 P4はSCTの語りに準じて話そうと試みるが、うま
くいかず、再三リーダーに介入されていた。その
いらだちをリーダーに笑いながらぶつけ、ささや
かな反抗をする。

P5は、いつも説明したくなる自分に気づき、リー
ダーに「説明だ」と指摘されても説明し続ける方
法を探していた。同時に、説明するのをやめて新
しい自分を探求したいとも思っていた。そしてそ
ういう自分を説明し続けた。
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④ 4 日目（G8～G10）：説明できないけれどつながっている感じ 

最終日の 4 日目、メンバーは自分が慣れ親しんできたやり方とは違うやり方があること

に気づき、それを受け入れるようになっていた。お互いにつながりを感じていたが、それが

なぜなのか説明できなかった。しかしその説明できない感じを不安に思うのではなく、むし

ろ温かい感じ、不思議な感じであると語った。またこのグループでの体験をその後の生活に

活かしたい、とも口々に語った。その一方で、このグループでのつながりは他では味わえな

いだろうこと、グループが終わった後に寂しくなるであろうと想像し、それらを互いに共感

しあってセミナーを終えた。セミナー4 日目の語りの例を表 3.3.5 に示す。 

 

 

  

発言者 発言の切片 コメント
1 G8-P5 ：ずっと説明したいと思ってきて、さっきも隙あらば説明

してみようかと思っていた…そうじゃない生き方、捉え方
もあるのかなと感じた。それで何ていうのかな…

LI ：また説明が始まりそう（笑）

G8-P5 ：（説明しようとする自分を笑いながら止めて）そう、感
じました。

2 G8-P4 ：（リーダーが他メンバーに施した、身体感覚から来る不
安を解消するエクササイズをみて）違う方向からのアプ
ローチもできる、自分も説明したいと思っていたけど、そ
ういうことじゃなくてもできることがわかった。

3 G8-P6 ：今日はとてもここの中に自分の気持ちが入りやすくなっ
ている、と感じている。

1 G9-P5 ：意図してつながってやろう、とかできるんじゃないかと
思ったが、そうじゃなくてつながった感じが持てる。この
過程がうまく説明できない。不思議な感じがする。

2 G9-P4 ：何かすごくあたたかくて、みんなで、つながっている感
じがする。グループ体験を通していつの間にかつながって
いる感じがすごく不思議。

G10 1 G10-P6 ：このグループで心が解放されて自由になれた気がする。
これを全部手放すのはもったいない。どうしたら持って帰
れるのかな、っていうのが今の課題。

2 G10-P3 ：自分もいろんな雑念、病気のことがあるけど、今、この
場にいると解放されている。やはりそれを持ち帰りたい。

3 G10-P2 ：１人でいるほうが楽だと思っていたが、こうやって一緒
にいることが楽だと知ってしまうと、１人になったとき
に、より孤独感を感じそうな不安がある。みなさん、どう
ですか？

G10-P3 ：（Bの発言を伝え返してから）職場の同僚や家族と、こ
こでしたような話をすることはほとんどない。話しても同
情はしてくれるけど、共感は多分してもらえない。そうい
う意味での寂しさは、共通すると思う。

P6は「グループで心が解放された」と言い、P3
もそれにつながった。そして二人とも日常にそれ
を持ち帰りたい、と語った。

P2、P3は、このグループでの体験と、グループ
外の体験の違いを語り、孤独感、寂しさを共有し
た。

表3.3.5 セミナー4日目の語りの例

例

G8 P5には相変わらず説明しようとする傾向がある
が、そういう、今まで使っていた方法とは違う方
法、生き方があることにも気がついた。

メンバーは、自分の体験の変化に気づき、それを
語った。

G9 メンバーは「お互いにつながっている」「何かあ
たたかい」と感じるが、なぜそうなっているかを
説明できず、不思議に感じる。
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 （2）“機能的サブグループ”の形成過程における会話の構成のされ方 

 “機能的サブグループ”を形成する最初のステップである「伝え返し」が、1 回で終わら

ず繰り返される、ということが少なからず見受けられた中で、最終日の 4 日目のグループ

体験において、その会話の構成のされ方に、次の 3 つの特徴的なパターンが見いだされた。

① 伝え返しをするメンバーが、先の発言の中の、自身の体験と一致するごく一部分の内容

のみをとらえ、かつ自分なりの解釈を加えて伝え返しをした結果、先の発言者が言いたかっ

たこととずれるが、先の発言者の修正とそれに対する再度の伝え返しによって共感に至る。

② 先の発言者の発言が曖昧で冗長なため、伝え返しが、先の発言者の言いたいことを捉え

きれない、不十分な要約となってしまうが、①と同様に先の発言者の修正とそれに対する再

度の伝え返しによって共感に至る。加えて曖昧で冗長な発言の意図が明確になって、先の発

言者自身の体験の理解がすすむ。③ ②と同様に、先の発言者は自身の体験を十分に言葉に

ならないまま発言し、伝え返しでは、発言の核心をくみ取って短く返すことが試みられるが、

そのたびに、先の発言者があらたな発言を追加していった。それを聞いて伝え返しをするメ

ンバーが、追加され変化していく発言の核心をつかみ取って伝え返すことに成功し、互いの

共感が生じるとともに、先の発言者の洞察が進んだ。この会話の構成のされ方の 3 つの特

徴的なパターンを表 3.3.6 に示す。 

  

パターン 発言者 発言の切片
① G8-P3 ：痛みのことを言える場、というところでこの場に対する安心感を増している。

G8-P6 ：痛みのことを話せる、という共感をこの場に感じる。

G8-P3 ：より安心感がある。

G8-P6 ：より安心感がある。

② G9-CoL ：日々違う、1日目、2日目、3日目も、違ったなあ、というのがある。同時に、そんなに変わるか？
みたいな（笑）、結局、多分、説明したがってると思うけど、説明上では、“４日でこんなに変わ
る？知らない人が”って、気がするけど、感じとしては変わっているから、あー、変わってる、不思
議だな、という気がする。皆さんどうですか？

G9-P4 ：最初は知らない人同士だったのが、今日で回を重ねて４回になって、何か雰囲気が変わってきて
るっていうのが、何か不思議だな。

G9-CoL ：積み重ねて変わってきた、ってどこか納得するような気持ちもあれば、でもそんなに変わる？みた
いな不思議な感じの両方がある。

G9-P4 ：積み重ねて変わる、っていうのと、あの…何でしたっけ？

G9-CoL ：でもそんなに変わるの？

G9-P4 ：でもそんなに変わるの？というのがあって、何か不思議だな、と思っている。

③ G9-P1 ：今まで普段の生活でなにげなくやってきたことがこの場で出る。でもここはそんなこと考えなくて
いい。もっと気楽でいい。ここに参加して良かったが、あまりにもここで教えてもらうことがいっぱ
いだから、それが心配。みなさん、どうですか？

G9-P3 ：先のことが心配で、考えている。
G9-P1 ：こういう雰囲気を味わってしまって、居心地がいいなと今、思ってしまった。外では自分も仕事を

抱えているので心配になった。

G9-P3 ：仕事を抱えているので、そういう場に戻った時の心配がある。

G9-P1 ：ここがあまりにもリラックスできているから…切り替えというか、ここのことを思い出せばいいの
かな

G9-P3 ：切り替えが必要になってくる。

G9-P1 ：そうです。

表 3.3.6 機能的サブグループの形成過程における会話の構成のされ方の3つのパターン



77 
 

4. 考察 

 本節では、がん体験者を対象に実施した SCT を用いたグループ・サイコセラピーについ

て、従来の研究ではあまり取り上げられていない、グループのプロセスそのものを取り上げ、

「語り」の観点から質的な手法で分析、検討を行った。考察は、その結果に基づいて 1 つ

目、グループのダイナミクスとメンバーの変化について、2 つ目、“機能的サブグループ”

の形成過程における会話の構成のされ方について、3 つ目は、調査表で得られた量的なデー

タの結果を示し、質的な手法による分析結果と合わせで論じる。 

 

（1）グループのダイナミクスとメンバーの変化 

 グループセミナーの初日、メンバーは、それまで慣れ親しんできた語りとは違う、SCT の

語りの規範に則って語ることを求められ、困惑していた。リーダーが再三介入しても、「今、

ここで」の体験ではなく体験の「説明」を繰り返したり、“機能的サブグループ”を形成す

る上で必須の伝え返しをせず、自分の話を繰り返すなど、これまで慣れ親しんだ語りを続け

た。メンバーは自らを積極的に変えて新しい語りを取り入れようとするよりも、慣れ親しん

だ語りにとどまろうとし、抵抗しているようであった。そんな中、グループ体験①と②の間

の 10 分間の休憩でリーダーとコ・リーダーが席を外した際に、メンバーがそれぞれのがん

体験を語る、という慣れ親しんだやり方の語りが生じた。これにより、メンバーの不安感は

軽減され、安心感が増したようであった。実際、グループ体験②では、「みんながん体験者

なんだよね、と休憩時間に話して安心した」、という意味の発言が複数のメンバーからあっ

た。メンバーは、がん体験者というステレオタイプな共通点にもとづいて安心していると語

り、話の内容は “良い”一辺倒でまとまっていった。しかしリーダーは、これらメンバー

の語りの状況を指摘し、「今、ここで」の体験を探求するよう促す介入をしなかった。“機能

的サブグループ”を形成して語る、という「語りの形式」がその時グループに十分設定され

ているとはいえず、体験を探求するための安全な枠組みがまだ不十分な状態である、と考え

ていたからである。一方、グループ体験②の後半で、コ・リーダーは、メンバーが良いこと

ばかりを話すことに疑問を呈し、現実に体験しているであろう、不安等の体験を回避してい

る可能性を示唆する発言をしたが、この発言は、メンバーが「今、ここで」の体験を探求す

る促しにはならなかった。1 日目は、がんの体験者という共通点ゆえ安心感を感じる、とい

うメンバーがすでに慣れ親しんでいる体験および認知のされ方でセミナーが終了した。 

上述したように、リーダーは、メンバーを SCT の語りのルールに沿わせるべく強く介入

しようとはせず、メンバーが慣れ親しんだやり方で安心感を抱いている状態を壊そうとも

しなかった。逆説的に言えば、そのことが、メンバーが SCT の語りのルールを受け入れる

ために有効だったといえるかもしれない。もしリーダーが強引に介入していたら、グループ

の不安感が高まったかもしれないからである。それはコ・リーダーが、メンバーの“良いこ

と”の語りに疑問を呈したにも関わらず、メンバーに新たな気付きや変化をもたらさなかっ

たことからも言えるだろう。この間リーダーは、“機能的サブグループ”が確実に形成され

ることを最優先していた。メンバーは徐々に“機能的サブグループ”を形式する「語りの形

式」に慣れていき、形成を促すためのリーダーの介入も減少していった。そして 1 日目が終

わる頃にはほぼそのやり方を身に着けていたと思われた。 

セミナー2 日目、1 日目で機能的サブグループによる「語りの形式」がグループの規範と
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して概ね設定されたこともあり、リーダーは介入を、「今、ここで」の語りを促進するもの

へと少しずつシフトし、かつメンバーの現実検討を促していった。その介入の一つとして、

リーダーはメンバーP3 に、グループ体験④で事実と考えを分けるように促した。これによ

り P3 は深い悲しみをグループで表出して涙を流し、その体験は、アイコンタクトによりグ

ループメンバー間で共有された。この体験は、グループメンバーに新たな気づきや期待をも

たらすとともに、体験を探求することへの不安や恐れも体験され、グループに動揺が起きた

ことが確認された。これは本研究のグループ体験、全 10 回の中で、「今、ここで」の語りに

よる深い感情の表出と、それがグループにもたらした影響を、最も顕著に示している部分で

ある。この部分は、グループ・サイコセラピーとしての心理的な効果が、SCT の語りによ

ってもたらされた一例であるとともに、副作用ももたらしていた可能性を示しているとい

えるだろう。 

 続いてセット A の 3 週間後に実施されたセット B に、P7 は心理的負担を理由に参加を

取りやめた。セット B の初日、セミナー3 日目の最初のグループであるグループ体験⑥で

は、残り 6 人のメンバーは、主としてセット A での体験をもとに、グループに参加するこ

とへの不安や葛藤を語った。しかしそれと同時に、これまでと違う体験によって何かが起こ

るのではないか、という期待感も語った。このことは、セミナー2 日目のグループ体験④に

おいて、深い感情体験が生じ、グループが動揺し、P7 の参加中断もありながら、それらの

動揺にグループがなんとか持ちこたえたことを示していると思われ、機能的サブグループ

の枠組みによる安心感の存在を示唆しているかもしれない。一方で、P7 の離脱は、機能的

サブグループの枠組みの限界を示しており、セット A の時点では、安心感が十分でなかっ

た可能性も考えられるだろう。 

 セット B では、“機能的サブグループ”を形成して語る、という SCT の「語りの形式」

のルールは基本的にグループの規範となっていたが、「今、ここで」の体験を語る、という

SCT の「語りの内容」のルールにそって語ることは、メンバーにとって相変わらず困難で

あった。そのことは、セット A のグループ体験④における、「今、ここで」の体験の語りに

よる P3 の感情表出と、その後、グループが動揺したことの影響があったかもしれない。し

かしセット A とは異なり、メンバーは従来の語りに留まろうとするよりも、何か新しいこ

とに挑戦し、取り組もうとしているようであった。それに付随して、リーダーに対するメン

バーのささやかな反抗もあった。SCT では、このようなグループの力動は、グループの発

達の段階が‘逃避’から‘闘争’へと発達している兆候、すなわちグループが沈黙や社交的

な会話などによって不安を受動的に回避し、心の作業を専ら避けている‘逃避’の段階から、

おかれた状況に能動的に立ち向かい、挑戦する‘闘争’の段階へと変化・発展していること

を示していると捉えるが、そういう意味でグループに望ましい変化が起きていたといえる

かもしれない。 

 最終日（4 日目）のグループ体験では、自分のこれまでのやり方とは違うやり方があるこ

とにメンバーは気づき、それを受け入れていることが示された。そしてそのことに心地よさ

や不思議さを感じ、なぜそうなっているか理由は説明できないが、不安になる様子は示され

なかった。また、セミナーでの体験を日常生活に活かしたいと語るとともに、セミナーが終

了してグループが解散してしまうと、グループで体験したお互いのつながりや居心地の良

さが失われてしまう、外では体験できない、という孤独感や寂しさも共有された。 
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 セミナー全体を通じ、グループ体験の中でメンバーが直接がん体験を語ることはなかっ

たが、互いにつながっている感覚や居心地の良さを体験したことは、SCT の語りによって、

Yalom（1995 中久喜雅文・川室優監訳 2012）の 11 の療法的因子でいえば、「グループの

凝集性」とそれによる効果がもたらされた一例である、と言えるのではないか。実際、セミ

ナーの初日にメンバーは、がん体験者であるという共通性ゆえに安心感や心地よさを感じ

ていると語っていたが、その後は、この共通性が話題になることはほとんどなく、最終日に

は“つながった感じが持てる。この過程がうまく説明できない。不思議な感じがする（G9-

P5）”となった。 

 SCT の「語りの内容」のルールである「今、ここで」の体験の語りは、グループ体験④の

P3の語り以外、最後までそのルールに則ってメンバーが話すことは難しかった。しかしSCT

の語りがうまく身に着けられない、というこの困難は、問題であったというよりは、むしろ

ポジティブな影響を与えたようである。すなわち、メンバーは試行錯誤を繰り返しながら

SCT の語りを身に着けようと努力する中で、当初は“機能的サブグループ”もうまく形成

できず、しかし、他者との共通点を見つけたり、他者の語りにつながる試みを通じ、「うま

くできない」という体験が共有され、結果、顕在的にはうまくできないように見えた“機能

的サブグループ”の形成も、潜在的には形成されており、共感が生じていたと推察される。

そして、機能的サブグループがグループの規範としてほぼ確立された後は、「今、ここで」

の体験を語るという、SCT の「語りの内容」のルールにそって語る難しさや苦労が、機能

的サブグループを通じて共有され、そういった体験もまた、説明できない不思議なつながり

の感覚や心地よさという、グループ・サイコセラピー一般にみられるような心理的な効果を、

本研究のメンバーに引き起こしていたという推測が可能である。 

 

（2）“機能的サブグループ”の形成過程における会話の構成のされ方 

結果のところで述べたように、4 日目（最終日）のグループ体験の中で、“機能的サブグ

ループ”形成の最初のステップである「伝え返し」における会話の構成のされ方に、3 つの

特徴的なパターンが見いだされた。そしてそのいずれもが、最初の伝え返しがうまくいかず、

先の発言者が伝え返しの誤り、あるいは足りない部分を修正したり、発言の核心と思われる

部分を返すなど、伝え返しが 1 回で終了せず、2 人の間に十分な共感が得られるまで、繰り

返し伝え返しが行われていた。また、②と③のパターンでは、先の発言者の自己理解の向上

や洞察の獲得につながっていたと推察された。これらのパターンは、相手の発言をできるだ

け正確に伝え返すだけでなく、メンバー同士が共感し、1 度でうまくいかなくても信頼感を

持って協力し合えるような仕組みの存在が重要であることを示唆しているのではないか。

また、これらのパターンが 4 日目に現れていたことにも意味があると思われる。というの

も、初日に SCT の語りのルールが導入され、それまで慣れ親しんできたものとは異なる語

りに、メンバーが不安や戸惑いを感じていた時には、「自分ができるかどうか不安（G1-P5）」、

「自分がうまくできないことで、皆さんに悪影響を与えているのではないか（G1-P2）」と

語ったり、伝え返した際にも「大丈夫ですか？大丈夫ですか？(G2-P4)」と何度も相手に確

認していたからである。 

このような言動が、SCT のいう体験の「パーソナライズ」である。つまり、先の発言を

したメンバーは、自分がうまく話せなかったために相手にうまく伝わらなかったと思い、伝
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え返したメンバーは、自分の聞く力や伝え返しの能力が低いためにうまく伝え返しができ

ないと思う等、体験をパーソナライズして／個人的な要因に引き付けて捉え、自分の問題と

して解決しようとして不安や緊張を体験していたと推察される。しかし、4 日目に見いださ

れたこの 3 つのパターンは、伝え返しが 1 度で終わらず、何回か繰り返されたにも関わら

ず、いずれも個人がうまくできるかどうかを問題にしていたとは考えにくく、不安や緊張が

喚起されたと推察される現象も示されてはいなかった。このことは、機能的サブグループに

よる体験学習が、実際の対人関係における共感や信頼を形成する可能性や、問題を自分に引

き付けて捉える態度を修正し、心の探求作業を促進することに役立つ可能性を、一つの例と

して本研究のグループが提示したといえるのではないか。 

 

（3）調査表で得られた量的なデータから 

 調査表で得られた量的なデータについて、ここまで論じた（1）、（2）の考察と、心の探求

作業の進行状況との関連を考慮し、調査表③機能的サブグループ尺度の結果と考察から述

べる。この調査はセミナーのセット A の 1 日目終了時、2 日目終了時、セット B の 1 日目

終了時、2 日目終了時の、合計 4 回実施した。合計得点の範囲は 0～16 点である。機能的サ

ブグループ得点の平均値の推移を図 3.3.1 に示す。 

 

     

 

 この得点をみると、1 日目終了時の調査平均値が 9.4、2 日目終了時の調査平均値が 9.0

と若干下がっている。質的データの分析結果では、1 日目が終わる頃には“機能的サブグル

ープ”を形成して語る「語りの形式」を、メンバーはほぼ身に着けていたこと、そのことも

あり、セミナー2 日目でリーダーは介入を、「今、ここで」の語りを促進するものに次第に

シフトしたとなっている。このことから、平均 9.0 以上の得点は、“機能的サブグループ”

を形成して語る「語りの形式」をメンバーが身に付けて、グループの規範になっていること

を示している可能性が示唆される。また 2 日目が 9.0 と、1 日目の 9.4 より低下した要因

は、リーダーが介入を「今、ここで」の語りを促進するものにシフトしたことで、メンバー

の注意が、他のメンバーとつながることよりも、リーダーの介入の方により向けられたこと、

図 3.3.1 機能的サブグループ得点の推移
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2 日目のグループ体験④で P3 が深い悲しみ体験し、グループメンバー間でこの情緒が共有

されると共に、グループが動揺したことの影響であると推測することが可能である。 

その後、セット B の初日であるセミナーの 3 日目には 10.3、4 日目には 13.2 と回復、増

加していることから、セット A で身に付けた SCT の「語りの形式」に、メンバーが時間の

経過とともに慣れていき、この語りの形式に則ってより心の探求作業をするようになった

ことがうかがえる。またこれは、考察の（1）において、機能的サブグループがグループの

規範としてほぼ確立された後は、「今、ここで」の体験を語るという SCT の「語りの内容」

のルールにそって語る難しさや苦労が、機能的サブグループを通じて共有され、そういった

体験が、説明できない、不思議なつながりの感覚や心地よさをメンバーに引き起こしたと考

えることが可能である、と論じたことと矛盾しない結果が示されている。加えて考察の（2）

において、「伝え返し」を繰り返すこと、別の見方をすれば 1 度の伝え返しでうまくいかな

いことについて、4 日目の語りの中から見出した 3 つのパターンでは、いずれも個人がうま

くできるかどうかをメンバーは問題にしていたとは考えにくく、不安や緊張が喚起された

と推察される現象も示されなかった、と論じたことも、最終日の 4 日目の機能的サブグル

ープ得点が最も高いことと矛盾していない。つまりメンバーは、1 回で伝え返しが成功しな

いことを“機能的サブグループ”形成の失敗と捉えるよりも、それも含めて“機能的サブグ

ループ”を形成して語るという SCT の「語りの形式」を用い、互いに共感するという目標

を達成していった、それが機能的サブグループ得点の高さに現れている、と推察される。 

 次に調査表①セルフ・コンパッション尺度、②がん患者用心身機能と精神性測定尺度

(FACIT-Sp) 日本語版について考察する。この 2 つの調査表は、セミナー開始前の 2019 年

10 月上旬と、セット A の 2 日目終了後、セット B の 2 日目終了後、さらに全セミナー終了

から約 2 か月半後の 2020 年 2 月中旬の合計 4 回、実施した。セット A の終了をもって研

究参加を中止した P7 のデータは除き、4 回すべての調査に回答した 6 名の記述統計を表

3.3.7 に示した。この表は、それぞれの調査表の下位項目について、高い得点の方が望まし

い項目は（＋）、低い得点の方が望ましい項目は（－）で示し、また各回の平均値、および

メンバー個人のセミナー開始前と、全セミナー終了後の 2 つの得点を比較し、変動につい

て上昇（↑）、変化なし（→）、下降（↓）のそれぞれに該当する人数を示した。 
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 この表において、セミナー開始前と全セミナー終了後の得点の変化に注目すると、平均値

の変化と、個人の変動の該当人数が最も多いもの、そのどちらも、一部の項目を除いて①②

の尺度の望ましい変動と一致しており、SCT を用いたグループ・サイコセラピーが、望ま

しい変化に影響した可能性があることを示唆しているだろう。 

一致していない項目に関し、①のⅰ自分へのやさしさについては、平均値は 0.2 の下降、

個人の変動での下降の該当者が全 6 名中 3 名と半数のため、下がったというより、ほとん

ど変化なしという見方も可能である。①のⅴマインドフルネスは、得点が上昇した 2 名の

上昇率が 4 名の下降率を上回ったため、平均値の変化は、項目の望ましさと一致している

が、該当人数では望ましさと不一致、すなわち得点が下降したメンバーが全 6 名中、4 名で

あった。これらの結果について何等かの考察をすることは、質的分析による結果を加味した

としても、データが不十分なため困難である。 

②のⅰ身体症状に関しては、3 名が上昇し、3 名が変化なしという結果であり、望ましさ

と不一致であった。その要因として考えられるのは、2 日目のグループ体験④でグループが

動揺し、強い心理的負荷がかかったこと、それが少し時間がたったところで身体化され、症

状として現れた可能性である。そう考えると、セット A から 3 週後のセット B でもっとも

高い値になっていること、しかし、セミナー終了後の 4 回目の調査の値は、開始前より上昇

しているものの、セット A と同様なレベルまで下降していることの説明がつく。それと同

時に開始前の値よりその後の値がすべて高いことを考えると、今回、SCT を用いたサイコ

①セルフ・コンパッション尺度

望ましさ 開始前 セットA セットB 終了後 （↑） （→） （↓）

ⅰ 自分へのやさしさ （＋） 10.7 10.8 11.0 10.5 2 1 3

ⅱ 自己批判 （−） 10.2 11.7 11.3 9.5 1 2 3

ⅲ 共通の人間性 （＋） 9.8 9.5 9.7 10.2 3 1 2

ⅳ 孤独感 （−） 5.7 6.3 6.7 5.5 2 1 3

ⅴ マインドフルネス （＋） 9.0 9.3 10.2 9.3 2 0 4

ⅵ 過剰同一化 （−） 8.8 9.5 10.2 8.5 1 2 3

 ②がん患者用心身機能と精神性測定尺度(FACIT-Sp) 日本語版

〔健康関連QOL〕 望ましさ 開始前 セットA セットB 終了後 （↑） （→） （↓）

ⅰ 身体症状について （−） 1.8 3.2 6.2 3.7 3 3 0

ⅱ 社会的・家族との関係について （＋） 9.7 9.0 12.5 11.5 5 0 1

ⅲ 精神的状態について6 項目 （−） 7.0 5.2 6.2 5.5 1 1 4

ⅳ 活動状況について （＋） 20.5 21.2 21.7 21.0 4 1 1

〔Spiritual Well-being（Sp）〕

ⅴ その他心配な点 （＋） 23.7 30.2 28.5 27.8 5 0 1

望ましさと変動が一致

望ましさと変動が不一致

表 3.3.7 調査表①②の記述統計

各回の平均値 開始前と終了後の変動（人数）

各回の平均値 開始前と終了後の変動（人数）
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セラピーを用いて心の探求作業を行ったことが、心理的な負担となって多少なりとも身体

化したと推察することも可能である。もしこの推察が正しいとしたら、深い感情を体験する

ことやサイコセラピーで心の探求作業を行うことの副作用として、身体化が一時的に生じ

る可能性を、一例としてではあるが、本研究のグループが示したといえるかもしれない。 

 

5. 本研究の限界と今後の課題 

本研究の限界は、1 つめ、グループ体験の外での情報交換、特に 1 日目のグループ体験①

と②の間の 10 分間の休憩で、メンバーががん体験について語り合ったことにより、メンバ

ーの不安感は軽減され、安心感が増したようであったと考察し、リーダーはむしろそれを活

用した側面があることを論じたが、それ以上、このグループ体験外での語りの影響を検討す

ることが難しかった点である。もしこれを厳密に検討しようとすれば、グループの外のコミ

ュニケーションの影響、というバイアスを排除する設定でグループを実施し、今回のグルー

プと比較検証する方法が考えられる。たとえば、日常で全く接点のない人々をメンバーにし

て、グループ体験以外の時間は全く交流しない、もしくはグループ体験外で語っても良い内

容を規定する、などの設定である。しかしこの方法は理論的にはありえても現実的には難し

いといわざるをえない。なぜならこのような設定は、設定をすること自体が難しいことに加

え、メンバーのストレスや心理的負担を増幅する可能性があり、逆にそれが負のバイアスに

なる可能性を考慮する必要が出てきてしまうからである。またこの設定は、実際の臨床実践

とは乖離した設定であり、この方法で検討すること自体に意味があるのか、という問題もあ

るだろう。 

2 つめ、セット A の参加をもって研究参加を辞退した P7 の参加の中断は、その要因とし

て機能的サブグループが十分に安全な枠組みとして機能していなかった可能性が考えられ

た。また「今、ここで」の体験の語りが感情表出を促すことが一部確認され、それが本研究

のグループにおいて、グループ・サイコセラピーとしての心理的な効果をもたらしていた可

能性だけでなく、副作用ももたらしていた可能性が示された。調査表の結果にも、今回、SCT

を用いたグループ・サイコセラピーで、心の探求作業をすることがもたらしたメンバーの心

理的な負担が、身体化という形で表れたと推察される等、SCT を用いることで、何等か問

題もしくは課題、あるいは副作用が生じる可能性あることが示された。しかしそれらについ

て、本研究は可能性を示すにとどまったこと、またその一例にすぎないことが、2 つめの課

題である。 

3 つめ、本項ではグループのプロセスそのものをとりあげ、SCT の「語り」の観点から

SCT を用いたグループの様相と、SCT を用いることで、グループ・サイコセラピー一般に

みられるような心理的な効果がどのように生じるのかを検討、考察したが、「今、ここで」

の体験を語るという、SCT の語りの内容の特徴に関しては、今回のグループではその特徴

を持つ語りが十分に出現したとはいえず、検討、考察もごく一部に留まったことである。こ

れに付随して、本研究のグループでは、メンバーが慣れ親しんできた語りとは異なる SCT

の語りを取り入れる難しさが、グループの主な課題となった。メンバーは、“機能的サブグ

ループ”を形成して語る、という SCT の「語りの形式」については、セット A で概ね身に

付けることができたと考えられたが、「今、ここで」の体験を語る、という SCT の「語りの

内容」のルールに則って語ることは、一部で確認された以外は、セミナーの最後まで難しか
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った。この状況の中、リーダーは一貫してメンバーに、「今、ここで」の体験を語るよう促

し、メンバーは互いに協力して「今、ここで」の語りをする努力を続け、この努力や協力関

係、その中で生じた共感体験が、グループ・サイコセラピー一般にみられるような心理的な

効果を生む一因となったと推察された。換言すれば、「今、ここで」の体験の語りを促すこ

との副次的な効果として、メンバーの努力や共感体験が生じ、それが互いにつながっている

感覚や居心地の良さなどの、心理的な効果を生んだ可能性がある、とはいえるかもしれない

が、「今、ここで」の体験の語りそのものの特徴やその語りがもたらすグループ・サイコセ

ラピーの心理的な効果は示すことができなかった。 

4 つめ、3 つめとも関連し、「今、ここで」の体験を語ることは、表面的ではなく、人類す

べてに共通する深い感情を表出、体験することでもあると考えられるが、自分の体験を他人

に話すことの不安が、それを難しくしていることは想像に難くない。そのため、本研究が実

施したグループセミナーが、4 日間、10 回のグループ体験であり、SCT を用いた場合のグ

ループ・サイコセラピーの効果を検証するには、時間が十分ではなかったことである。これ

をグループの発達の観点から見ると、今回のグループはまだ発達段階初期の‘逃避’の局面

にあったといえる。この段階のグループは不安が優勢であり、メンバーがとる言動の一般的

な傾向は、グループで自らの体験を語り、互いに協力して心の探求作業をするというよりも、

それを回避し、他者と距離を置き、沈黙していたり、話しても大丈夫かどうかを確認しなが

ら発言する、というものである。そこから「今、ここで」の体験を語る段階に進み、心の探

求作業をより進めていけるようになるまでには、かなりの時間が必要であることが経験的

に言われている。そのことが今回の研究でも示されたと言えるだろう。 

以上のことから、今後、グループの発達段階が初期の‘逃避’よりもさらに進んだグルー

プになるよう、グループの日数、メンバーの人数や構成を検討、工夫して実施し、さらに発

達段階が進んだグループを検討すれば、1 つめの、グループの体験の外で生じる現象がメン

バーの不安の軽減に及ぼす影響は、間接的ではあるが減じられ、3 つめの「今、ここで」の

体験を語るグループの様相と、その語りがもたらすグループ・サイコセラピーの心理的な効

果の検討を、より行うことが可能になるだろう。2 つめに関し、SCT を用いる場合に限ら

ず、グループ・サイコセラピーの効果を検証して結果を一般化する上で、本研究で検討した

グループが、がん体験者を集めた１つのグループ／サンプルだけであり、別のグループもさ

らに実施して検討を重ね、検証すること、量的な手法による効果検証の精度をあげるために

も、より多くのグループを実施して検討することが、求められる今後の課題である。 

 

6. 結論 

 本項では、がん体験者を対象に実施した SCT を用いたグループ・サイコセラピーについ

て、グループのプロセスそのものを SCT の「語り」の観点から取り上げた。本研究のグル

ープメンバーは、慣れ親しんだ語りとは異なる SCT の語り方にそって語ることに苦労しな

がらも、その苦労を共有し、新しい方法にグループが協力して挑戦、努力することを通じ、

説明できない、つながっている感覚や居心地の良さを体験していたと推察される結果が示

された。また「今、ここで」の体験の語りに関しては、SCT の特徴としてのその語り方が、

深い感情の表出を促す可能性があることが、一部、確認され、その深い感情の表出が、グル

ープ・サイコセラピーとしての心理的な効果をもたらした可能性を、本研究では一例として
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提示したが、それだけでなく、副作用ももたらした可能性もまた一例として提示した。これ

らに加え、メンバーは SCT の語り方にそうことにより、従来のグループで語られることの

多い、がんの罹患体験という「その時、そこで」の体験を、グループで語らなかったにもか

かわらず、心理的に良き体験が生じていたと推察されたことは、SCT の「語り」が持つ特

徴が、グループ・サイコセラピー一般にみられるような心理的な効果をもたらす可能性、そ

れを示す一例を、今回のグループが提示したと言えるのではないだろうか。 

 

 

第 2 項 メンバーのグループ体験の検討：インタビュー調査を通じて 

 

 本項では、がん体験者を対象に実施した、SCT を用いたグループ・サイコセラピーのセ

ミナー終了後、メンバーに対してリーダーが半構造化面接による個別インタビューを行い、

収得したデータを質的な手法を用いて検討を行った。その目的は、参加メンバーに SCT の

グループがどのように体験され、意味付けされたかについて示すことであった。 

 

1. 結果 

（1）分析 

分析は、谷津（2015）と能智（2011）を参考に、質的な手法を用いて行った。またでき

る限り主観を排して客観性を担保するために、筆者を含む研究者 4 名で随時、議論しなが

ら分析していった。まず最初に、セミナーのセット A、セット B のすべてに参加した 6 名

のメンバー（第 2 節 表 3.2.4 参照）のインタビューを逐語化したデータ（以下、データ）

を繰り返し読み込んだところ、セミナーの進行という時間軸にそって、メンバーの体験、お

よびセミナーに対するメンバーの意味付けの変化が見受けられたため、具体的にどのよう

に変化したのか、という視点で、段階を踏んで分析を行うことにした。また分析にあたり、

セミナー参加前にメンバーが期待していたこと、予想していたことについては、セミナー参

加前に実施した個別インタビューを逐語化したデータを、必要に応じて用いた。 

 第 1 段階では、データの整理を容易にするために、メンバー、インタビュアー（リーダ

ー）の、それぞれの発言に対して通し番号をつけた。 

第 2 段階では、メンバーのグループ体験および体験の変化、セミナーに対する意味付け

に関する語りにハイライトをつけ、意味のまとまりごとに切片化して取り出した。切片は 1

文程度の短いものから複数の文にわたるものまであった。 

第 3 段階では、切片を、その内容に基づいて、セミナーの参加前、参加中、参加後の 3 つ

に分類した。 

第 4 段階では、3 つに分類した切片をそれぞれ要約して 1 文程度の短い文章にし、内容を

端的に表す《見出し》をつけた。 

第 5 段階では、KJ 法（川喜田, 1967）のデータ整理手順を参考に、研究参加者個々の分

析により見出された 6 名分、全員の《見出し》を比較しながら、内容の類似性や関連性のあ

るものをまとめ、その特徴を表す名前をつけて【カテゴリー】とした。 

第 6 段階ではカテゴリーの相互関係を表にして視覚化し、セミナーの進行という時間軸

によって、メンバーの体験、およびセミナーに対するメンバーの意味付けの変化を具体的に
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示した。 

データはセミナー参加前、参加中、参加後という視点で分析し、3 つそれぞれについて、

《見出し》と【カテゴリー】が見出されたが、同時に、縦軸を時間軸とすれば、それを通底

する横軸となる〔大カテゴリー〕が 2 つ見出された。1 つはメンバーが〔がんの体験者であ

ること〕であり、もう一つは〔グループの体験〕そのものに関するものであった。また〔グ

ループの体験〕の大カテゴリーの中には、〈SCT のやり方〉〈情緒的な体験〉の 2 つの〈中

カテゴリー〉が見出された。これらの相互関係を表 3.3.8 に示す。 

切片に付された記号は、P1～P6 はメンバー、「-」の後に記されている番号は分析の第 1

段階で発言に振った通し番号、Pre はセミナー参加前のインタビューデータであることを示

す。たとえば P1-30 はメンバーP1 の通し番号 30 番目の発言、P3-Pre はメンバーP3 のセ

ミナー参加前のインタビューの発言を示す。 
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参加前 がん体験者であ

ること
・自分の存在が役に
立つ

P1-30 他の人よりもちょっと大変なことを
乗り越えてきた自分

カウンセリング
を体験する

・カウンセリングは
どんなもの？

P6-88 カウンセリングとはどんな体験なの
か

P1-30 末期がんと言われても生きている自
分の存在は、がん体験者の力になる

・自己理解の促進 P3-Pre 自分の心の理解がしたい

・患者会は苦手 P6-16 患者会などに参加するのは非常に苦
手

P6-Pre 自分を見つめなおす機会

・症状改善 P2-Pre 何か沈んでしまう。黙っていると不
安が大きくなるので、他者に話して
分析したい

がん体験を語り
あう

・治療に役立てる P1-70 他の人の話をきいて治療に役立てた
い

・話して楽になる P2-Pre がんのことをサロンで話して楽に
なったので

・他者の役に立つ P3-Pre 自分の体験を役立てたい
・語りへの抵抗 P1-71 ホントは自分のがん体験は言いたく

ない、聞かれたら答えよう
P6-16 人のがんの話を聞くのもホントは嫌

参加中
がん体験を語ら
ない

・休み時間に少し話
す

P6-14 病気のこと自体は休み時間にちょっ
と話した

がん体験を語ら
ない

・何を求められてい
るのか

P2-76 最初は何を求められているのかばか
り考えていた

今、ここでの体
験を語る

・心が開いていく P3-55 素直に言葉を出していくように心が
開いていった

P3-20 休み時間に交流はあったが、がんの
ことは詳しくきいていない

・何のための制限な
のか

P3-84 最初は何のための制限なのかがわか
らなかった

・感情が開放される P3-67 理路整然としゃべらねば、という意
識が段々取り払われてきた

・重たくならず良
かった

P1-70 （がん経験の話がなかったので）気
持ち的に重たくならず、すごく楽で
良かった

・説明以外に何を言
うのか

P6-66 説明に〈説明してる〉と言われ、説
明以外にどうやって言うのかと思っ
た

P3-70 自分の感情を解放していいんだ、そ
れが一番役に立った

・満足度と関係なし P3-21 互いのがん体験をよく知らなかった
ことは満足度と関係ない

・悲しみをそのまま
感じる

P3-35 悲しみは悲しみとして自分で受け止
める

語り方がわかっ
てくる

・流れがみえてくる P1-06 回を重ねるごとに流れがみえてきた ・きつい体験 P2-05 （G4）で感情的に揺れた時は早く終
わりたかった

経験者ゆえ ・経験者しかわから
ない

P1-24 がんを経験した人じゃないと分から
ない部分がある。そこはお互い理解
できた

・このパターンで良
い

P1-73 どうですか？と相手に聞いていく、
このパターンで行けばいいんだな

P2-68 あの時（G4）はきつかった。とりあ
えず時間が過ぎるのを待った

・経験が無い人とは
違う

P5-91 バックボーンは同じ、一本筋が通っ
ていると感じた。全くそういうのが
無い人たちとは違っている

・わかるとむしろや
り易い

P2-16 主旨がわかって、それに沿って参加
しているとリラックスできた

・ついていけない世
界

P6-44 （G4の）患者の死への落ちこみ、み
んなのワーっとなる。私がついてい
ける世界ではない

・がんの困難の中、
一生懸命

P1-38 痛みがあったり、心がもしかしたら
辛かった人も、みんな一生懸命だっ
た

P3-86 最初はうまくできなかったが、慣れ
てくると、定められた方法の方が逆
に話しやすくなってきた

同質性由来の体
験

・最初から気が楽 P4-13 みんな病気を体験した人だったの
で、最初から気が楽に進めることが
できた

同じところに共
感する

・ルールの中で話す P1-72 一つのルールがある中で、考えを一
回傾聴して、受け止めて、自分の考
えを言う

・感じ方が近い P4-118 みんながん体験者だったので、感じ
方が近かった気がする

・聞きつつも話す P1-14 自分の考えを、聞きつつも言う、そ
のバランスが勉強になった

・同質性が心地よい P5-16 がん体験者というバックボーンが
あって同質性を感じていたところは
心地よかった

P2-17 自分が自分が、と出していくことで
はなく、共感できることを、話を聞
きながら探していく

・絆を感じた P5-91 同じ体験をした人たちがいるという
絆みたいなものを感じた

・共感があるからリ
ラックス

P2-17 共感があるからリラックスもできて
いくところもわかった

・期待したほど強く
感じない

P5-15 思ったほどそれ（何も言わなくても
通じる）を強く感じることはなかっ
た

P2-17 心の開放、体（てい）の良いマッ
サージ受けに来た感じ

P2-37 共感する、ということで話しをする
と落ち着く

同質性の必然性 ・同質性があれば違
いは気にならない

P4-12 みんながん体験者というくくりは
あったので、個々の違いにこだわり
はなかった

・人は本質的に同じ P2-28 人は本質的に同じ。怖いこと、不安
なこと、他の人も同じなんだ、が緊
張がとけるきっかけ

・がん体験は話さな
いが、同質性がある
ことは関係あり

P5-104 がん体験の話にならない別の枠組
み。しかし、がん体験者というバッ
クボーンが一本あることが関係ない
わけではない

・同質性がある中で
やることに意義があ
る

P5-102 死などを深く考えているがん体験
者、という同質性がある中でSCTを
やることに意義がある

ルールの良さ ・話がつながる P1-72 段階を追いながら、すごくテンポが
あってよかった

・病歴・病状が違う
と体験が違う

P3-23 大体みんな治癒していたが、再発し
ていた人の心の揺れは違っていたか
も

P3-87 ルールがあって、誰かが話し始めた
ら、どんどんつながっていく

P5-104 がん体験が⻑い人が多かったのが良
かった。時間の経過で変化すること
があり、激しい反応が無かったので

P3-87 何でもいいから話して下さい、と言
われるより、ずっと話がつながっ
て、話がしやすくなっていく

・異質な自分でいい
のか

P6-41 まだ闘病している人たちの中で、
（治っている自分がいて）いいのか
な

・ゲーム的な面白さ P3-87 ゲーム的な面白さが出てくる

P4-65 繋がれるところがみつかって、やっ
たねって感じ

・意見の違いがわか
る

P1-39 ルールのもと、ただ合わせるのでは
なく、意見が違うことがわかってき
て、それを言えるようになる

P5-33 自分と違う人に反論するのではな
く、そういう人もいるんだと思った

P5-40 スタート時点ではほんの少しの差
が、どんどん差が出てくる

リーダの介入 ・強い介入が怖い P1-56 ストレートにはっきりものを言われ
てびくついた

P1-56 怖い、言葉が強い
・理由がわかるとう
まくリードされる

P1-56 どうして強く言っているのか見えて
きたとき、言ってもらって良かった
と思えた

P1-56 リーダーの話し方にはフォローがあ
る

P2-76 うまくリードされて、考えることで
はなく、共感できればいいと

新しいやり方 ・違うやり方、その
人の違う面

P4-35 （G4について）いつもと違う方向か
ら話しかけると、違ったその人の面
も見れる

・自分のやり方だけ
じゃないやり方があ
る

P5-27 SCTという新しい体験をして、自分
が寄って来たやり方だけじゃないと
感じた

・何か思いもかけな
いことが出る期待

P5-99 制約が色々あって、前提条件が色々
あった中、何か考えてもいなかった
ようなことが出てくるんじゃないか

P5-101 〈それは予測です〉〈それは説明で
す〉〈今どういってるか言ってくだ
さい〉っていわれたときに、本人も
苦しい、パッと話す、そのとき何か
来るんじゃないかとワクワクしてみ
てた

参加後 がん体験を語ら
ない

・重たくならなかっ
た

P1-70 意外と病気の話にならなかったが、
それでよかった。重たくならなかっ
たから

方法からの学び ・人の話をきく P2-16 言いたいことはどこなのか、落ち着
いて聞けるようになった

気持ちの流れと
要素

・頑なが柔軟に P3-44 それまでは頑な。それが柔軟になっ
てきた

・不満じゃない P3-62 がん体験を語らなかったが、不満
じゃない

P2-23 つい自分のことが優先になるが、前
よりは、まず聞く方が先、と思う

・感情が出しやすく
なった

P3-111 徐々に自分の感情が出しやすくなっ
てきた

・がんサロンとは違
う

P6-77 がんサロンに来て話しするのとはま
た違う

P4-63 似ているところを見つけるのに、人
の話を一生懸命聞くようになった

P3-112 “男は我慢、感情を出すものじゃな
い”が吹っ切れてはいないが変わって
きた

P1-69 人の話を快く聞ける P3-140 家族の中で弱音、助けて、を言いや
すくなった

社会参加の満足 ・人の役に立てた満
足

P5-77 仕事以外で社会活動している、人の
役にたっている満足感があった

・不安がなくなる P2-59 体調悪いと不安になっていたが、そ
れはそれ、今は考えなくなった

・悲しみの共感要素 P3-45 自分の心の中にも、悲しみの共感の
要素があったんだ

・社会との接点が持
てる

P5-89 社会と接点を持てるイベントに参加
できた

P2-49 以前は先のことをどうしたらいいか
考えていた。今は「それはそれで」
と思うとすごく楽になった

・素直に自分がかわ
いそう

P3-49 自分がかわいそうだと思った。弱さ
につながる感じがするが、素直にそ
う思ってもいいんじゃないか

・一生懸命参加して
すごい

P1-31 みんな一生懸命生きてるなと思え
た。外に出てそうやって（研究協力
して）みんなすごい。

・これまでと違うや
り方

P5-48 （不安のエクササイズによって）こ
れまでの自分のやり方と別のやり方
があることはわかった

・共感できる方を探
す

P6-54 嫌だと思う時、そこを見るのではな
く共感できる方を探すようにするの
が大事

気付き ・言いたいことを言
えた方がいい

P1-63 言いたいことを言えた方がいい

がん体験者を集
める意義

P5-105 間違いないのは自分ががん経験者だ
ということ。そういう人を集めて
やったことに意義があった

・周囲と壁がなく
なった

P1-65 みんなと穏やかに、周囲との壁がな
くなったのを感じる

新しい体験 ・これまでにない体
験

P5-32 これまで経験したことのない新しい
経験をした

・人間の本質は誰で
も同じ

P2-29 余分な枝葉を取り払えば、人間の本
質はそんなに変わらない、と再発見

P3-138 ああいう場の経験「今までにない」 ・変化の予感 P6-48 相手を受け入れることによって、相
手も変わるかも、自分自身が変わっ
ていけるかも

P4-122 日常生活にない、新しい体験ができ
た

P6-73 自分も変われる、と思えるように
なった

がんの体験者であること グループの体験

SCTのやり方 情緒的な体験

表 3.3.8 セミナーの進行とメンバーのグループ体験
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 （2）時間軸によるメンバーの変化 

 メンバーは参加前、【がん体験を語りあう】ことを予想し、それを通じて《治療に役立て

る》《話して楽になる》《他者の役に立つ》ことを期待していた。同時に「（P1-71）ホントは

自分のがんの体験は言いたくない、聞かれたら答えよう」「（P6-16）人のがんの話を聞くの

もホントは嫌」という葛藤を持ちつつ参加したメンバーもいた。そしてグループ体験がはじ

まり【がん体験を語らない】ままグループは進行するが、それがわかって《重たくならず良

かった》《がんサロンとは違う》など、むしろ好ましい体験をしたり、研究参加に対する《満

足度と関係なし》《不満じゃない》と、いう結果が示された。一方、第 1 項で示したように、

実際にはグループ体験外の休憩時間などで、メンバーは互いのがん体験を語り、共有してい

た。しかしそれは、「（P6-14）病気のこと自体は休み時間にちょっと話した」「（P3-20）休

み時間に交流はあったが、がんのことは詳しくきいていない」など、メンバーが参加前に予

想していた、あるいは従来のグループで語られるあり方や、体験のされ方とは異なっていた

と思われた。それは【がん体験を語らない】というカテゴリーが、時間軸の「セミナー参加

中」の中に出現していることにも表れている。そういう、従来のグループで語られる形でが

ん体験を直接語っていないにも関わらず、参加中に【経験者ゆえ】というカテゴリーや、

「（P4-13）みんな病気を体験した人だったので、最初から気が楽に進めることができた」

「（P5-5）同じ体験をした人たちがいるという絆みたいなものを感じた」など【同質性由来

の体験】や【同質性の必然性】のカテゴリーが見出され、メンバーの中で〔がんの体験者で

あること〕いう共通性は、時間の経過の中で一貫して存在し、体験されていたことが示され

た。 

【がん体験を語らない】ことは、〈SCT のやり方〉との関連では、グループ体験当初、〈何

を求められているのか〉〈何のための制限なのか〉〈説明以外に何を言えばいいのか〉という

戸惑いや不安として体験されていた。しかし、グループ体験が進行し【語り方がわかってく

る】と、《わかるとむしろやり易い》になった。そして【同じところに共感する】こと、す

なわち“機能的サブグループ”を形成して語る、というルールに則って話すことで《聞きつ

つも話す》学習をし、《共感があるからリラックス》できたり、《人は本質的に同じ》などが

体験された。また《ゲーム的な面白さ》や「（P1-39）ルールのもと、ただ合わせるのではな

く、意見が違うことがわかってきて、それを言えるようになる」といった《意見の違いがわ

かる》、《話がつながる》で構成される【ル―ルの良さ】のカテゴリーも見出された。【リー

ダーの介入】は《強い介入が怖い》と感じたが、《理由がわかるとうまくリードされる》に

なった。 

SCT の【今、ここでの体験を語る】ルールにそって語ることにより、あるメンバーによ

って表出された、深い悲しみの感情をめぐる体験は、〈情緒的な体験〉という中カテゴリー

として見出され、《心が開いていく》《感情が開放される》《悲しみをそのまま感じる》とい

う心理的な効果が確認された。それととともに、《きつい体験》《ついて行けない世界》とい

う、心の動揺やグループに対する否定的な体験も生じていたことが確認された。ただし、こ

れらの結果のもとになっている体験の語りは、P3 が休憩時間に知った知人の訃報をめぐる

体験であり、【がん体験を語らない】ということとは矛盾するものであった。この矛盾は【今、

ここでの体験を語る】という SCT の語り方によって、慣れ親しんだ形では【がん体験を語

らない】と考えれば、一応、解消が可能であり、これが一般的な語り方とは異なる SCT の
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語り方の特徴でもある、ということもできるだろう。具体的な状況としては、当初、P3 は

この知人の訃報について、「共通の友人がもっと悲しむだろうな、ということを考えて、今、

すごく集中できない。」「本人は覚悟していたと思うが」と、事実に対する解釈や説明を語り、

体験と距離をとる語りをしていた。この語りは従来のグループでは、特に介入はされず、リ

ーダーもメンバーも基本的には傾聴するであろう語りであった。しかし今回の場合は従来

のグループとは異なり、P3 が説明や解釈を語るたびにリーダーは速やかに介入して語りを

制止し、「知人が亡くなったという事実をどう思うか」、と繰り返し問いかけた。それは、「今、

ここで」の体験の語りによって、説明や解釈で覆い隠されているであろう P3 の感情の表出

を促す介入であり、そして P3 が「悲しいです」と言って涙を流した、というものであった。 

参加後、SCT のグループ体験は《人の話をきく》ことに関する自身の進歩や変化があり、

《不安がなくなる》《これまでと違うやり方》を見出すという【方法からの学び】があった。

また参加中の〈情緒的な体験〉は、参加後「（P3-44）それまでは頑な。それが柔軟になって

きた」「（P3-49）自分がかわいそうだと思った。弱さにつながる感じがするが、素直にそう

思ってもいいんじゃないか」など【気持ちの流れと要素】の変化が確認された。また、《言

いたいことを言えた方がいい》《周囲と壁がなくなった》や「（P6-73）自分も変われる、と

思えるようになった」などの【気付き】のカテゴリーも見いだされた。そして参加後、メン

バーが振り返った SCT のグループ体験は、【新しい体験】《これまでにない体験》であった。 

 

2. 考察 

メンバーは、がん体験者であることを条件に「グループ・カウンセリングの研究協力者」

としてセミナーに参加した。機能的サブグループについては、研究説明書に簡単な記載があ

り、リーダーからも事前に説明をうけて研究参加に同意し参加しているが、SCT 未経験と

しては当然だが、「がん体験を語らない」とは考えず、概ねのメンバーが、がん体験を語り

あうことを予想し、そこから良きものを得ることを期待してセミナーに参加していた。しか

し SCT の語りのルールに従って語る、という予想とは異なるコミュニケーションが求めら

れ、当初はそのことに当惑したが、その語り方に慣れてくると、ゲーム的な面白さや、ただ

合わせるだけでなく、他者とは異なる意見を言えるようになる等が体験され、従来のグルー

プで語られるようながんの語り抜きでも、共感が生じたことが示された。加えてがん体験を

語ることに抵抗があったメンバーなどは、語らないことがむしろ好ましい体験となってい

た。これらから、がん体験者が集う各種のグループにおける一般的な語り方、すなわち、が

んをめぐる困難の経緯を話して共感しあうなどの形とは異なる SCT の語り方が、グループ

の開始当初には戸惑いや不安として体験されていたものの、時間の経過とともに、面白さや、

共感しあう体験となり、グループ参加後にはメンバーがこれまで経験したことのない新し

い体験として SCT のグループが意味づけられ、不安の減少や心理的な気づきも生じていた

ことが、本研究において一例として示された。これらは主として“機能的サブグループ”を

形成して語る、という SCT の語りの形式のルールに関して生じたものであると考えられた。 

「今、ここで」の体験を語る、という語りの内容のルールに関しては、その語り方が感情

の表出を促し、《心が開いていく》《感情が開放される》《悲しみをそのまま感じる》といっ

た、その時のありのままの自分を感じるような体験を参加中にしたり、参加後の心理的な気

付きをもたらす側面があったこと、それと同時に参加中の《きつい体験》《ついていけない
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体験》など、心理的な負担としてメンバーに体験された面があったことも確認された。ただ

し、この時に語られた体験は、休憩時間に P3 が知った知人の訃報という、グループの外で

一般的な語り方で交換されたがんをめぐる情報が、グループの中に持ち込まれた時、SCT の

語り方で語られたことに意味があったと思われる。つまり実際に、グループの中で、内容と

してはがんをめぐる体験が語られながらも、グループは【がん体験を語らない】とメンバー

に認識され、かつ深い感情の表出が起きていたことは、SCT の「今、ここで」の体験の語

りがもたらすものが、メンバーにとっていかにこれまでとは異なる新しい体験であったか

を示しているといえるのではないか。同時にそれが、SCT の語り方が持つ特徴の１つであ

る可能性を、今回のグループが一例として提示したということもできると思われる。 

 これらを踏まえ、今回のグループでは、一般的な意味ではがん体験を直接語らなかったに

も関わらず、がんの体験者という同質性は、メンバーにとって、時間の経過の中で一貫して

重要な意味を持っていたと推察された。このことは、がん体験者という同質性を抜きにして、

本研究のグループで生じた心理的な効果を論じるのが、困難なことを示唆していると考え

られる。ここまで述べてきたように、実際、がん体験については休み時間に情報交換がなさ

れ、また、お互いにがん体験者であるがゆえ研究に協力していることは周知の事実である以

上、がん体験者であるという事実を無視してメンバーがセミナーの場にいることは難しい

状況であった。そういったことが影響しない場合もあるかもしれないが、本研究のグループ

では［がんの体験者であること］という、時間軸を通底する大カテゴリーが見いだされた。

また「（P1-24）がんを経験した人じゃないと分からない部分がある。そこはお互い理解でき

た」「（P4-118）みんながん体験者だったので、感じ方が近かった気がする」「（P5-102）死

などを深く考えているがん体験者、という同質性がある中で SCT をやることに意義がある」

などの切片が見い出され、がんという共通の困難を体験した人たちと一緒であることが、セ

ミナーで生じた“当惑”“不安”を乗り越え、心の探求作業をする動機の 1 つになっていた

ことが推察される。 

 この現象をグループの発達という視点から見ると、第 1 項で述べたように、今回のがん

体験者のグループの発達段階は、最初の‘逃避’であると考えられ、この段階の特徴である

「不安」に起因する心理的防衛に、がん体験者であるという同質性が一役買っていた可能性

がある。とはいえ、「がん」という、多かれ少なかれ“死”を意識せざるを得ない体験に直

面した経験を持つ、という同質性は、単に不安の防衛としてのみ意味を持っていたわけでは

なかったと思われる。「（P1-31）みんな一生懸命生きてるなと思えた。外に出てそうやって

（研究協力して）みんなすごい。」からは、がんの体験が、その人の生き方そのものに影響

を与えていることが推察され、だからこそ「（P5-105）間違いないのは自分ががん経験者だ

ということ。そういう人を集めてやったことに意義があった。」と体験されたのではないか。

このことは、同質性のあるメンバーでグループを形成する、たとえば同じ精神疾患の人、同

じ課題を持つ人、などで形成することが、グループの心理的な効果を促進する可能性がある

ことを示唆していると思われる。 

SCT では こういったステレオタイプの同質性を持つグループについて、“社会的なステ

レオタイプを基礎に構築されたグループは、私たち／人が、スケープゴートを生み出す方向

へとしばしば導かれてしまうような緊張感をもたらしやすい（Agazarian，2001 鴨澤訳 

2015, p.32）。”として否定的に捉えているが、同質性にも様々な水準や種類があるのではな
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いか。今回のグループの「がんの体験者」という同質性は、「がんを体験している」という

わかりやすい特徴を持つ、という意味ではステレオタイプであった。しかしこの同質性は、

SCT が「社会的なステレオタイプ」とする、性別、年齢等の同質性とは異なり、「がん」と

いう特有の体験に基づく、その人の生き方そのものに大きな影響を与えるようなものであ

ったと考えられる。「同じ精神疾患の人」の場合も同様である。「同じ課題を持つ人」は、ど

ちらかといえば、“機能的サブグループ”として結びつく際の同質性に近いかもしれない。

いずれにせよこのような同質性の場合には、そのかけがえのない結びつきや一体感を、グル

ープで活用することが有用である可能性、それを示す一例を、今回のグループが提示してい

るといえるのではないか。 

ただしどのような同質性であっても、グループ一般に生じる初期の不安の防衛として、

「体験したものでないとわからない」という形で同質性が利用され、異なるものを排除して

しまう可能性があることに注意が必要である。実際、今回のグループの中で、リーダーとコ・

リーダーが、グループ体験②において、メンバーから排除されたような心持になったことは、

第 1 項の結果に記したとおりである。この防衛により、初期の不安を回避できたとしても、

こういった防衛が解消されないままでグループが進行すると、グループに困難が生じる可

能性が高まってしまう。その理由は、「がんの体験者」等、わかりやすい特徴でひとくくり

にすれば同じ体験であったとしても、個々の体験はそれぞれ異なるという現実を認識した

時に、同じ体験をしている一体感への幻滅が生じ、ひいてはグループそのものに対する幻滅

や破壊的な衝動へと展開する可能性があると考えられるからである。場合によっては、個々

のメンバーが自分の体験の個別性を強調して語りはじめ、気が付けば、いかに困難な体験を

したかを競い合う状況になっていたり、第 1 章でも述べたように、グループの顕在の目標

である「心の探求」とは異なる、潜在の目標の「闘争／逃避」へと進んでしまう可能性もあ

るだろう。それゆえ、同質性をグループに活用する際には、こういった側面への注意が必要

であり、そのことはこれまでもグループを用いてアプローチする際に言われてきたことで

ある。 

 

3. 本研究の限界と課題 

 本項では、SCT を用いた今回のグループが、総体的には、メンバーに【気付き】がもた

らされ、良い意味で【新しい体験】であったことが示唆されたが、個々にみた時に、「（P6-

16）患者会などに参加するのは非常に苦手」「（P1-71）ホントは自分のがん体験は言いたく

ない、聞かれたら答えよう」と葛藤を持っていたメンバーが、それでも本研究のセミナー参

加してみようと思ったのはなぜなのか、そしてその、参加前の葛藤はどのように展開し、参

加後「（P6-73）自分も変われる、と思えるようになった」に至ったのか、という個々の分析

は、研究の目的が、参加メンバーに SCT のグループがどのように体験され、意味付けされ

たかについて示すことであったため、実施していない。今後、さらなる研究を実施し、この

ような観点からの分析を行えば、サポートグループへの参加に抵抗を示す人も参加するよ

うなグループの設定や運営の仕方が見いだせる可能性があるだろう。また、中カテゴリーの

〈情緒的体験〉には、肯定的な体験だけでなく、《きつい体験》《ついて行けない体験》とい

う否定的な体験も生じていたが、この否定的な体験が、グループおよび個人にどのように影

響していたかに関しても、参加後にグループが肯定的な体験として意味づけられていた、と
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いう以上に深く掘り下げる分析と考察はしていない。これはセット A をもってグループ参

加を中止した P7 に対してインタビューができず、否定的な体験を十分拾えなかったことと

も関係している。これらに関しては、次の第 4 節で本研究のグループの実際を示す中で可

能な限り検討し、論じるつもりである。 

 

4. 結論 

 がん体験者を対象にした SCT を用いたグループについて、グループ体験後のメンバーの

個別インタビューデータを質的に分析した結果、メンバーは、従来のグループで通常語られ

ることの多い、がんの罹患体験をめぐる「その時、そこで」の体験をグループで語らなかっ

たにもかかわらず、互いに共感し、不安の低減や心理的気付きなど、グループ・サイコセラ

ピー一般にみられるような、心理的な効果が生じていた可能性を示唆する結果が示された。

ここでいう従来のグループで通常語られることの多い語りとは、がんをめぐる困難の経緯

を話して共感しあう等、メンバーがグループ体験の参加前に、今回のグループにおける語り

として予想し、それによって良きものがもたらされると意味付けていたものである。しかし

実際のグループでは、SCT の語りにそう語り方が求められ、メンバーは予想していたよう

な形でがん体験を語ることができなかった。それにも関わらず、それが失望や不満として体

験されたというよりも、むしろ好ましい体験や、これまで体験したことのない新しい体験、

気付きや希望をもたらす体験として、今回のグループがメンバーに意味付けされていたこ

とが、質的な分析により示された。また、がんの罹患体験の具体的エピソードの共有は、グ

ループ体験の外の、休み時間などに行われた情報の共有に限定され、メンバーも今回のセミ

ナーを【がん体験を語らない】と意味づけていた側面があったことが示された。ただし休憩

時間というグループの外で知った知人のがん患者の訃報、すなわち内容自体はがんに関す

るものがグループの中に持ち込まれ、それが従来のグループでの語り方とは違う、「今、こ

こで」の体験として語られた時、メンバーの深い感情の表出が生じ、心理的な良き体験や気

付きがもたらされたと推察されたことは、SCT の語りが持つ特徴が、グループ・サイコセ

ラピー一般にみられるような心理的な効果をもたらした可能性があり、それを示す一例を、

本研究が提示したと考えられるのではないか。それだけでなく、その深い感情の表出が、メ

ンバーの心理的な負担もまたもたらしていたと推察されたことは、SCT の語りが持つ特徴、

あるいは深い感情の表出自体がもたらした副作用の可能性を、同様に一例として提示した

といえるかもしれない。 

いずれにせよ、がんの体験者であることは、メンバーにとって意味あるものとして一貫し

て体験されていたことが確認された。そしてそれがグループで作業する中での困難を乗り

越え、心理的な効果をもたらした要因にもなっていたことも推察された。これらのことは、

同質性のあるメンバーでグループを形成することが、心理的な効果を促進する一因になる

可能性があること、その一例を本研究が提示していると考えられるだろう。 
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第 4 節 がん体験者を対象にした SCTを用いたグループ・サイコセラピーの実際 

 

1. はじめに 

 本節では、がん体験者を対象に実施した SCT を用いたグループ・サイコセラピーについ

て、実際の語りを部分的に取り上げて記述した。 

 第 3 節では、メンバーはグループ体験の中でがん体験を直接語らなかったにも関わらず、

グループ・サイコセラピー一般にみられるような心理的な効果、および副作用が生じた可能

性があり、それを示す一例を本研究が示したのではないかと論じた。 

 しかしここで論じた「がん体験を直接語らなかった」とは、がんのサポートグループなど

で一般的に語られることの多い、がんの罹患体験、日常生活の苦労など、通常のサイコセラ

ピーにおいて「その時、そこで／there and then」と言われる体験を語らなかった、という

意味であって、がんをめぐる体験や連想を語らなかった、という意味では、実はない。

Classen & Spiegel（2011 内富ら監訳 2013）が述べているような、がん体験者の一般的な

グループでは、語ることが抑圧されたり、回避されがちな、「死」「悲しみ」「恐れ」「痛み」

といったものが、「がん体験者」という共通性がそれを促進する一つの要因になっていたと

推察される状況において、SCT の語りの特徴である「今、ここで／here and now」の語り

をメンバーが試みる中で語られていたのである。 

そこで本節では、本研究のグループの実際の語りを記述し、SCT の語り、リーダー／セ

ラピストの役割、の 2 つの側面から解説を付し、SCT のグループの様相や特徴について考

察を行う。 

 

2. 方法と結果 

 本節においてグループの語りの実際を示して解説するにあたり、セミナーの録画記録の

視聴、および、逐語録、リーダーが記載したセミナーのプロセスノートを研究者が精読し、

また第 3 節における検討結果も考慮した結果、がん体験と結びついた「死」「悲しみ」「恐

れ」については、セット A の 2 日目のグループ体験③とグループ体験④、「痛み」について

はセット B の 2 日目のグループ体験⑧がその特徴がより現れていると考えられたため、そ

れらを取り上げた。 

 グループ体験③は、セミナー、セット A の 1 日目（グループ体験①、グループ体験②）

に続く、セミナー2 日目の午前中、最初のセッションであった。そしてエクササイズと昼休

憩を挟み、グループ体験④が実施された。グループ体験⑧はセット B の 2 日目（最終日）

の最初のセッションであった。 

 以下、グループの語りの一部を抜粋し、解説を付して提示する。メンバーの発言を P1～

P7、リーダーの発言を LI、コ・リーダーの発言を CoL で示す。 

 

（1） がん体験と結びついた「死」「悲しみ」「恐れ」 

① グループ体験③の語り 

 グループ体験③は、前日の 1 日目に比べて「安堵感がある」「期待感がある」というサブ

グループが当初形成されるが、P7 が「私は何か気持ちがすごく落ちている」と語りだし、

「私だけだと思うんですけど」と付け加え、さらに「気持ちがすごく落ている」と言った。
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この発言は、それまでの「安堵感」や「期待感」のサブグループとは異なる体験を語ってい

たため、リーダーが介入し、似ているもので繋がる、という機能的サブグループの語りの形

式に則るよう、今、進行しているサブグループの明確化と整理を試みた。 

 

P7：（直前の P1 の発言を伝え返し）昨日よりも緊張が解けて楽になっているということで

よろしいですか。私は何か気持ちがすごく落ちているという、すごい感覚があって。私

だけだと思うんですけど、きついなっていう気がしています。 

LI：P7 さん、今、違うものが出てきましたけど、昨日、違いの入れ方言いましたけど、そ

れで行ってみますか。皆さん今、気持ちが楽になった、期待感というのがありますけど、

それと P7 さんの気持ちは違うように今、私に聞き取れましたけど、それはまず間違っ

てないですか。それとも同じ部分につながりがあれば、そっちを言っていただいてもい

いんですけど、どっちでしょう。 

P7：今現在は、何かすごく気持ちが落ち込んで、違う…… 

LI：違う感じですか。 

P7：感じが、今はしてます。 

LI：そしたらグループに「違う感じがあります、グループ、違いを受け入れる準備、できて  

ますか」っていう風に全体にちょっと問いかけてみましょうか。  

P7：私は違う気持ちなんですけれども、それを受け入れていただけますでしょうか。 

（※若干の沈黙後、グループが何等かの反応をする前に） 

P6：（P7 の発言の伝え返しを始める）今、気持ちが落ち込んでいるということ…… 

LI：（P6 を制止して）P6 さん、ちょっと待ってくださいね。受け入れる準備は、グループ

はどうでしょう。今、ゆったりしている、期待感があるっていうところでサブグループ

できていますけど、違う気持ち出ています。で、まだゆったりしたい、ゆったりしてい

る、っていうところを探求したい方は、ここは遠慮することではなくって、P7 さんは

P7 さんで、その気持ちを持っているということはグループみんなが認識しました。で、

それを今、グループが一緒に、今ある、ゆったりしたところから、別の気持ちを探求す

るというところに移る状態なのか、そうじゃなくて今、出ているゆったりした、ってい

うことをまだ続けて探求したいっていうのがあれば、P7 さんは少しそのまま待ってい

ます。どちらかの選択なので、これは妥協せずに自分のエネルギーがどっちにあるかと

いうことで答えていただきたいのですけれどもどうですか。まだ続けたいか、P7 さん

の方に行くか。どうでしょう、グループ。 

P4：私はまだゆったりの方にいたいと思います。 

P1：私もゆったりの方に入ると思います。 

P6：私は P7 さんに。私自身も皆さんの話を聞いて、私は違うなあと思いながら聞いていた   

ので、ちょっと昨日、家に帰って振り返って…… 

LI：（P7 への交換にとどまらず、それまでのサブグループとは異なる気持ちを話し始めた

P6 を再び制止して）ちょっと止まってもらいましょうね。違う、まだやりたいという

人がいる時に、違う気持ちが出ると、どっちもが聞けなくなってくるので、ちょっと待

ってくださいね。どうでしょう、どちらが、エネルギーが強いほうが、ちょっと先にや

って、そうじゃない方が待っている、ということをやりますけれども。じゃないと、ま
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だやりたいという時に別な話が出てくると、今度はこちらの人が聞けなくなってくる

ので、聞けないところでお話ししても、結局、聞いてもらえないと、後でこちらにも残

ってしまうので順番にやります。いっぺんに２つのことはできません。はい、どうでし

ょう、グループ。P4 さんは今のまんまで、まだ自分のエネルギーはそちらにあるとい

う考えです。ほかの方はどうですか。P6 さんは P7 さんの方に行く。 

 

［解説］ 

 SCT の語りでは、“機能的サブグループ”を形成しながら語るという形式のルールと、「今、

ここで」の体験を語るという内容のルールの 2 つのルールに則って話すことが求められる。

ここでのリーダーの介入は、形式のルールに則ったものである。その基本には、人というも

のは、似ているものに結びつく方が異なるものと結びつくより容易であるため、まず、似て

いるもので結びついて体験を探求し、しかし探求を進めていくうちに、異なるものが、似て

いるものの中に少しずつ発見される。また異なるものが受け入れられるには準備が必要で

あり、準備状態がないところで異なるものを主張しても、対するもう一方のグループがそれ

を受け入れることが難しい。そのため、まずは異なる体験があることをグループに示し、そ

の時に形成されているサブグループが探求を終了し、新しいサブグループを始める準備が

できているかどうかをグループに確認して、準備ができていれば、異なる体験をグループに

話して新たなサブグループを始める、という SCT の考え方に基づいてリーダーは介入して

いる。日常的な例でいえば、自分の意見に対し、それを理解しているかどうかが示されず、

いきなり他者から反論されたり異なる意見を言われると、受け入れがたい気持ちになるこ

とや、話し足りないと感じている時に別の話題を持ち出されても、十分に耳を傾けられない、

などを想像していただきたい。また、どのようなサブグループがあるのかが不明確なままグ

ループが進行すると、体験の探求が滞ってしまうため、適宜リーダーが介入して整理するこ

とが必要である。 

 ここでは、P7 が語り始めた異なる体験“気持ちが落ち込んで、きつい”を、今、探求中

の“ゆったりして、期待感がある”というサブグループが受け入れて探求を終了し、新しい

サブグループを開始する状態にグループがあるかどうか、確認作業をすべくリーダーが介

入したが、P6 がその意図を解さず P7 とつながろうとしたため、それをリーダーが制止し

ている。そしてグループに、新しいサブグループを始める準備状態があるかどうかを再び確

認し、メンバー数名が気持ちを表明したところで、P6 が P7 に共感を示すだけでなく、そ

のまま新しいサブグループを始めようとしたため、再度リーダーが制止して、介入の理由を

説明して、グループの準備状態の確認に戻っている。 

これらの語りの後のリーダーの確認作業によって、P3、P4 以外は、P7 の表出した異な

る気持ちと似ている気持ちであることがわかったため、リーダーは P3、P4 に、互いにアイ

コンタクトして“ゆったり”サブグループであることを確認しながら過ごすよう伝え、それ

から P7 に対し、気持ちを話して、新しいサブグループを始めるよう促した。 

 

P7：きのう、うちに帰って… 

LI：きのうは…今、思ってるその感じだけお願いします。 

P7：今、は、すごく疲れた。 
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LI：疲れた？過去（過去形を使っていることを指摘）。今。 

P7：うん、今も回復してない。 

LI：回復してなくてどんな感じですか。回復してないは説明ですよね、状況の。で、今どん   

な感じがするかをお話しいただけますか。  

P7：今ですか？ 

LI：うん。これは難しいです。さっき最初に言ったエクスプレインとエクスプローラーの、

説明するのが、今の感情、回復してなくて、ずっとね、こうなってるから。まあ若干お

辛そうにこっち側からも見えるんです。その感じを、自分に何が起きているか、説明で

はなくてちょっと探ってみましょう。どうですか。  

P7：体が重くて、落ちていく、自分の感情が落ちていく。（状況の説明）。 

LI：感情が落ちていくって、どんな感じがしますか。 

P7：え～、恐怖と不安。 

LI：恐怖。恐怖っていうのはどういう感じ？ 

P7：どんな感じ？ 

LI：うん。どんな感じがするか。センターの、中心の感じでちょっと考えて。今、ここにど 

んな感情が起きていますか。 

P7：色んなことがあるんだなって。 

LI：色んなこと、どういう感じが起きていますか？ 

P7：どういう感じ……（目線を上に向けて考え始める） 

LI：人はすぐに説明にいく、っていう傾向を、みんなの持つ傾向です。 

P7：はい。 

LI：で、説明するときは段々視線が上に行くんです。で、よく言われるんですけどね、天井  

見ないで、って言われるんですよね。大体みんな考えると、あれはあれではこうで、っ  

てなります。そうすると自分の感覚からどんどん離れてきて、頭でどんどんどんどん、

ぐるぐる考えて、不安な時に、不安が逆にめぐる。で、そういう時に一回下ろします。

で、ここ（センター）で何が起きてるかというと、何だろうこの感じ、っていうのをち

ょっと感じ取ってみてください。センタリングと同じです。 

P7：うーん、何だろう。何だろう……。何だろう。うーん、説明できない。 

LI：説明は必要ない。感じはどんな感じかを言葉にしてみましょう。 

P7：どんな感じ？ 

LI：説明することは、我々は慣れているから、今から練習しなくても出てくるから、そうで 

はないことを練習しましょう。 

P7：うーん、辛くて嫌だな。 

（中略） 

LI：私と一緒に言いましょうか。辛くて？ 

P7：何だろう？悲しい？ 

LI：悲しい？ 

P7：うん……。今現在は、誰かが支配している。 

LI：うん？ 

P7：辛くて悲しい…感じがしてます。 
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［解説］ 

 P7 は新しいサブグループを開始するにあたり、まず「すごく疲れた」という昨日の状況、

そして「今も回復していない」という今の状況を説明しはじめた。リーダーが「どんな感じ」

と数回、介入するも説明が続き、「不安と恐怖」という、感情、感覚ではあるものの、この

語りの流れにおいて、頭で考えて出できたステレオタイプな表現を持ち出した、とこの時の

リーダーは受け取った。そして、より P7 の、今のありのままの体験を語る促しとしてリー

ダーは、「それはどんな感じ」という、字義どおりには「不安と恐怖」という感情を語って

いる P7 に、感情を尋ねるという、無理のある質問をした。それもあってか P7 は「色んな

ことがあるんだな」と再び説明に戻った。説明を考える P7 の視線は上を向いており、リー

ダーはそれを一般的な、人の傾向として指摘して、思考がめぐると、どんどん感覚から離れ

て思考がめぐり、不安の思考がさらに不安を引き起こす、というループが生じるため、思考

を（イメージとして）下の方、センタリングをする時に注意を向けるセンター／身体の中心

部に下ろすよう P7 に促した。思考が優位な時に視線が上を向くことや、思考と不安の連鎖

を指摘する介入は、SCT ではよく行われるものである。これらのあとに P7 は「辛くて、悲

しい。」と気持ちを言葉にした。下記に示すように、この時、P7 のこの発言に P6 がつなが

ってサブグループになり、さらに P5 がつながり、P7 は一旦、発言をやめたが、P7 のこの

気持ちの背景には、がんサロンで知り合った知人が調子を崩したことを、セミナー2 日目で

あるこの日の開始前に、他メンバーから聞いたことによるものであったことが、この後、明

らかになる。 

 

P6：（先の P7 につながって）P7 さんが、今、現在の気持ちが辛くて悲しい気持ち、ってい  

うことですよね。安堵感よりもそれが強いんですね。 

P7：はい。 

P6：昨日、先ほど皆さんが安堵感があるとおっしゃったんですけど、昨日帰ってから、やっ  

ぱりすごいぐったり疲れて、それで、皆さんとつながったという気持ちはあったけども、  

何か、自分をさらけ出すことに不安が出てきた、っていうほうが大きいですね。 

LI：で、今、どんな感じですか？ 

P6：今もここで、自分の気持ちにやっぱり向き合わなければならないことの辛さがちょ 

っと、今、起きていますね。 

LI：視線を合わせてください、お二人(P7、P6)とも…… 

P6：はい。 

LI：みなさん、どうぞ。 

P6：みなさん、どうですか？…ごめんなさい、続けてあれなんですけど、あまり自分の気持  

ちを人にさらけ出すっていうことを、今までやってこなかった。いろんなことを解決す  

るのを、人に相談せずに自分自身で消化する、っていうことをずっとやってきたので、

ここであらためて人にその気持ちをさらけ出すことの恐怖感と辛さ、っていうのがあ

るんですけども、ちょっと私の感じ方が特殊なのかもしれない、と思いながら皆さんの

話を伺ってたんですけど。 
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［解説］ 

 P7 につながった P6 は、グループで自分をさらけ出すことの不安を語り始めた。P6 は素

直に不安を語ってはいるが、基本的にこの語りは、自身に今、起きている状況の説明、すな

わちこの状況が起きている理由は、「自分の気持ちを人にさらけ出すっていうことを、今ま

でやってこなかった」、それゆえ不安になっている、という解釈による説明であった。この

解釈は P6 にとって、ハッとするような気づき、新しい発見というよりも、P6 のこれまで

の経験から出るべくして出てきたものといえる。この解釈は正しいかもしれないが、実際、

この時、何が起きていたのか、探求は行われていない。 

SCT では、説明することは、すでに知っていることへと向かい、現状維持には役立つが、

変化は難しく、対して“今、ここで”の体験を探求することは、まだ知らないもの、未知の

ものへと向かい、新しい発見へとつながる、と考える。その視点でいえば、P6 のこの語り

は、すでに知っていることへと向かった例である。加えて P6 は、「私の感じ方が特殊なの

かもしれない」と言い、体験を個人的な要因に引きつけて考える、SCT でパーソナライズ

と言われる状態にあることがうかがえるつまり P6 は、自分をさらけ出すことに不安を感じ

るのは、自分の感じ方が特殊だから、という個人的な問題であると考え、そう考えていたこ

ともあって、P7 がグループに違いを入れるまで、自分の個人的な問題を、他者に語ること

を躊躇していたのかもしれない。パーソナライズの概念で SCT が指摘するのは、個人的な

要因がない、ということではない。その人がいる文脈、この場合はグループがまだ出会って

2 日目で、自分をさらけ出すのに十分なほど安心感が育っていないグループにいるという文

脈、そういうグループ全体の状況、すなわち P6 に限らず誰にとっても自分をさらけ出すの

は難しい状況であることを理解する視点が必要、ということである。この視点が欠如し、た

とえばこの P6 のパーソナライズが高じたとすれば、“他の人が感じないような不安を感じ

てしまう特殊な自分はダメな人間”という悩みとなって、セラピーに足を運ぶきっかけにな

るかもしれない、と SCT では考えるのである。 

 ただしこの時リーダーは、P6 が状況を解釈して説明し、体験をパーソナライズしている、

という指摘をしなかった。このグループの発達段階は初期の‘逃避’の段階で、まだ不安が

優勢であり、その中／文脈でそれらを P6 に指摘しても、語ることの不安を高めたり、より

パーソナライズする現象が生じる可能性が高いと予測したからである。それよりも P6 が素

直に表出した“不安”につながるサブグループを形成し、体験の探求を促進することがグル

ープにとって重要であるとリーダーは考えていた。 

 

P5：（先の P6 の発言を伝え返して）自分の気持ちと向き合うことだから、自分の気持ちを

人にさらけ出すことについて非常に恐れがある、というようなことでよろしいでしょ

うか。？ 

P6：はい。 

P5：私もさっき言ったんですけど、昨日はすごく疲れてて、多分、初めて会った方とお話し  

することに……  

LI：理由はいいです、多分そう、は。本当にそうかどうか。で、どんな感じか。昨日すごく  

疲れてて…… 

P5：今は、同質性がある皆さんと一緒にいる安心感の方が… 
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LI：同質性があるから安心感があるかどうかも分からないです。で、今の感じ、そのまんま、 

どうですか？ 

P5：この場は安心感があるので、あのう…… 

LI：安心な感じはあるんですね。 

P5：はい。他のことに気を取られて、それが不安になっているような状況になってます。 

LI：で、P6 さんとつながっているところの感じはどんな感じですか。 

P5：（P6 さんは）不安感があるということだったので…それは自分も感じている、という

風に思いました。 

LI：その不安な感じをそのまま言葉にしたらどうなりますか。どんな感じがしてます？  

P5：今、この場で話し合おうとしていることではない雑念が出てきて、それについて色々

考えていることが不安のもとにあるような気がします。 

（中略） 

LI：で、どうしても気が、気持ちがそっちに行っている？  

P5：はい。 

LI：じゃあ、その今、P5 さんが雑念を持っている、何か気持ちが取られているっていう、

それ、どんな感じですか？ 

P5：昨日はここでの不安だけの感じだったんですけど、今日はそれを、何ていうか、もうそ  

こはある程度分かったな、っていう感じがあるから、こういう不安になってるんじゃな  

いかなと思います。 

LI：うん、理由はいいんです。 

（中略） 

P5：ここに集中しなきゃいけないのに気が引けるな、という気持ちがあります。 

LI：説明ですね。集中しなければいけない、意見です。気が引けます、考えです。どんな感  

じですか。こちらを見て、こちらを見て、こちらを見て（リーダーとのアイコンタクト

を促す）。どんな感じですか。 

P5：不安な感じが勝っているかなって……（体験の説明） 

LI：不安な感じ、不安でどういう感じがしていますか？例えば何かそわそわする感じだった   

りとか、何か、言いたい感じ？何かありませんか。 

P5：イライラする感じになります。 

LI：イライラしている？ 

P5：はい。 

 

［解説］ 

 P5 はメンバー中でも、特に体験を説明する傾向の強い人であった。ここでも「同質性が

あるから安心する」「そこはある程度わかったなっていう感じがあるから、こういう不安に

なってるんじゃないか」など、体験の解釈と説明を P5 がし、そのたびにリーダーが介入し

ている。そして「不安でどういう感じがしていますか？」というリーダーの問いかけを経て

P5 は“今、ここで”「イライラする感じ」を語っている。“不安”もある種の体験、気持ち

ではないか、と思われる方がいるかもしれないが、SCT では、不安は何もないところから

生まれず、不安を喚起する思考と、感情の生理学的な合図についての誤った解釈からもたら
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される（Agazarian, 2001 鴨澤訳 2015）としており、P5 の場合、専ら思考から不安がも

たらされている、とリーダーが考えていたこともあり、さらに「不安でどういう感じがして

いますか？」と問いかけたのである。 

また、途中で P5 は、P6 の“不安”に繋がったにも関わらずリーダーに今の感じを聞か

れて「この場は安心感がある」と、異なる気持ちを語ったため、リーダーは「P6 さんとつ

ながっているところは」と問いかける介入をした。そして似ているところにつながる、とい

う機能的サブグループによる語りの維持、および整理を試みて、“不安”のサブグループの

語りに戻している。そしてリーダーとのやり取りを介して P5 が表出した“イライラ”に、

この後つながった P7 が、先に提示した「辛くて悲しい」と発言した時には言及しなかった

こと、すなわちこの気持ちが“がん”と“死”をめぐる情報を得たことにより生じたていた

ことを語り始める。 

 

P7：（先の P5 の発言を伝え返して）雑念があって集中できなくて、その雑念に囚われてイ

ライラしているという気持ちがあるということでよろしいですか。 

P5：はい。 

P7：私もお話を聞いて同じだな、ってすごく共感を持ちました。 

LI：どんな風に同じですか？ 

P7：（今朝）ここに来るときまでは、あまり落ち込んでもいなかったんですけど、何かちょ

っと話を聞いて、現実味を…… 

P1：ごめんなさい。もうちょっとだけ（大きな声で）、聞こえづらい。ごめんなさい。 

P7：何かここに来て、話をちょっとして、そして何か現実に、何か、現実を見たというか、

見て、それで気持ちが急にどんっと落ち込んでしまったので。 

LI：今、P7 さんの言っている現実っていうのはどういうことですか？ちょっと明確にしま

す。現実とは？ 

P7：がん体験者の集まりで一緒に行っていた人も体調が悪くなった、っていうのを聞いて。

で、あ！って。あっ！て思って。分かってたんだけど、実際聞くと、何か悲しい…と今

は思っていて、集中できない、気持ち。集中できない、と、思っている？ 

LI：感じている。 

P7：感じています。でも、駄目ですよね…とかって。 

LI：意見はいいんです。駄目ですよね、っていうオピニオンは関係ないんです。がん体験   

者の集まりで知ってた方が、具合が悪くなっているっていうお話を聞かれたんですね。 

P7：はい。 

LI：で、悲しい感じになって、集中できない。 

P7：はい、そうです。 

LI：一人ずつアイコンタクトしていきましょう、そのお気持ちで。ゆっくり伝えてください。  

ゆっくり。アイコンタクトされた方は受け取ってくれますか。もうちょっとゆっくり、

ゆっくりで。その悲しい気持ちの、あなただけじゃない、そういう人がいる、っていう

ことが、このグループみんなで、それを一緒に、いたいと思いますので、ゆっくり皆さ

んとアイコンタクトして。ゆっくりしてください、ゆっくり。 

P7：すみません。ああ……。（嗚咽とともに泣く。隣に座る P1 が P7 の肩をさすり始めた
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のをリーダーが即座にゼスチャーで制止する。） 

 

（※P7 が嗚咽しながら泣き続け、グループはしばらく沈黙する。） 

  

LI：センタリングしましょうか。…そのままもう一度、ゆっくりアイコンタクトしていきま  

す。ゆっくり行ってください、ゆっくり行ってください。あなたのその気持ち、しっか  

り伝えましょう。（P7 が全員とアイコンタクトを終えてから）今はどんな感じですか。

さっきよりここにいますか？それともここにいませんか？同じですか？ 

P7：ここにいるか……うーん……。ここにはいない。 

LI：さっきよりここにいない？ 

P7：ここにいない。 

LI：頭がどこかに行っちゃってる感じがもっと強くなっていますか？  

P7：うん……。うん。うん。うーん？ 戻ってこない。 

LI：その悲しい気持ちをグループに入れることはできますか？ 

P7：うーん…うーん。 

LI：ここに戻るっていうことは楽しくなることではないんですよ。その気持ちのまま、こ 

こにいれるかどうかを聞いています。 

P7：いれます。います。 

LI：じゃあ、今のその気持ちのままを、ここで、お話しできる範囲でお話しできますか？ 

P7：分かっていたんですけど、実際話を聞いて、びっくりして。心の、うん、びっくりし 

た。何か、受け止めなくちゃいけないのに受け止められない。 

LI：受け止めなくちゃいけない、は意見なので、受け止められない、その感じの方を話して。  

ここでそういう感じ、皆さんやっぱりその辺は、色んな気持ちが起きてくるし、で、そ  

こで何があって、というようなことは、人それぞれ違うんだけど、そこで感じ取る痛み  

かもしれないし、悲しみかもしれないし、それは共通するところでつながれるところが  

必ずあります。受け止められないその感じをそのままどうぞ。今ここに座っていてあな  

たが感じていること。 

 

（※しばしグループが沈黙） 

 

P7：嫌だ… 

LI：嫌だ。 

P7：って思ってる、うん。嫌だ、嫌なので…仕方がないという風に、嫌で、嫌なんだ 

けど、仕方がない、という気持ち。 

LI：仕方がないっていうのはどういうことですか。嫌だけど仕方がない、どんな感じで 

すか。例えばさっきの P5 さんはイライラするって言っていらっしゃいましたよね。そ  

ういう類いの言葉で言うとどうなりますか。嫌だけど仕方がないは意見ですよね。 

P7：ああ。 

LI：嫌だったら嫌だ～ってなる。仕方がないって意見ですよね。 

P7：ああ、そうか。 
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LI：その、嫌だけど仕方がない、っていうのはどんな感じですか？ 

P7：何だろう…辛い。 

LI：辛い。 

P7：そう、辛い。重い。 

LI：（聞き取り辛かったため、聞き返す）うん？ 

P7：重い。辛くて重い。 

LI：重い感じがしている。 

P7：重い感じが。 

LI：今、辛くて重い感じがしている。皆さんどうぞ（P7 にサブグループ形成の促し）。 

P7：皆さんどうですか。 

 

［解説］ 

まず、P7 が語っている状況から説明すると、この日の朝、P7 はセミナーの開始前に、別

の参加メンバーから「がん体験者の集まりで一緒に行っていた人が、体調が悪くなった」こ

とを聞いた。ただし、P7 は「体調が悪くなった」と語っているが、実際に聞いたのは“亡

くなった”という事実であった可能性が高いことは種々の状況からわかっている。後述する

グループ体験④の語りで明らかになるが、P7 は、がん体験者の集まりで“死”を連想する

ような語りをすべきではない、と認識していたようである。そのことは、先に記したグルー

プ体験③の語りの前半で、“緊張が解けて楽になっている”につながりながらも「私は気持

ちがすごく落ち込んで」と、“動揺”“悲しみ”を抑えきれずにそれまでのサブグループとは

異なる体験を語り始めたが、その体験の背景にある事実を全く語らずに、昨日は「すごく疲

れた」、そして「今も回復していない」という、当たり障りのない事実を持ち出したことか

らも推測できる。この語りに対してリーダーは、SCT の手法に則って、説明ではなく、今

の体験の語りを促すべく「どんな感じ」と数回介入し、まず P7 の口から出たのは「不安と

恐怖」であった。この時、もし P7 の語りが“知人の死”という事実から生まれたことが明

らかにされていたとしたら、リーダーはその「不安と恐怖」をそのままサブグループを作っ

て探求するよう P7 に促したかもしれない。しかし先の解説でも述べたように、この時のリ

ーダーには、「不安と恐怖」という言葉が、この言葉に至るまでにリーダーが再三、介入し

た結果、P7 が頭で考えて発した苦し紛れのステレオタイプな言葉に聞こえ、それが実際に

P7 にどのように体験されているのか理解できなかった。P7 がこの時、説明していた、昨日

の疲れが今も回復していない、という事実と「不安と恐怖」は不釣り合いだったからである。

そしてリーダーは、P7 の“今、ここで”の体験の探求を促す目的で、「それはどんな感じ」

という、「不安と恐怖」という感情を語っている P7 に感情を尋ねるという、無理のある問

いかけをし、それもあってか P7 は「色んなことがあるんだな」と再び説明に戻った。別の

見方をすれば、P7 の内心は、知人の死を知って「不安と恐怖」を感じていたが、リーダー

が P7 のその語りに無理な問いかけをして、さらなる体験の探求を促したために、それが P7

にとって過剰な心理的負担となり、そのまま「不安と恐怖」の体験に留まることができなか

ったのかもしれない。そして状況を説明して体験を探求することを回避し、心理的負担を下

げざるをえなかった可能性がある。この後、「色んなことがあるんだな」という P7 の説明

の後のリーダーの介入で、P7 は「辛くて悲しい」と気持ちを語り、それに P6 が繋がって、
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先述したこの時の P7 の語りは一旦終了したが、“死”への「不安と恐怖」体験を結局、回

避・抑圧したままで終わったこの時の語りは、P7 の中で不完全燃焼として体験されたのか、

再び、ここで提示した語りとして現れたものと思われる。 

 この語りでも P7 はまず、「何か、現実を見たというか、見て、それで気持ちが急にどん

っと落ち込んでしまった」と事実を明かさず語り始めた。そのためリーダーは「現実ってい

うのはどういうことですか？ちょっと明確にします。」と介入し、出てきたのが「がん体験

者の集まりで一緒に行っていた人も体調が悪くなったっていうのを聞いて」であった。この

発言でも P7 は、亡くなった、とはっきり言うことを回避しているが、しかしグループメン

バーの概ね（すべてではない）とリーダーは、その知人が亡くなったことを知っており、リ

ーダーは P7 も死の事実を知っているはずだが、そうとは言わず話しているのだろうと思い

ながらこの語りを聞いていた。そして P7 は「悲しい…集中できない」と気持ちを語るが、

直後に、その語りを「でも駄目ですよね」と、否定する意見を述べた。それを聞いて「意見

はいいんです」と、リーダーがそれ以上は聞かずに P7 の語りを制止したため、何がどんな

風に駄目だと P7 が考えていたのか真意は定かでない。しかしこの後のグループ体験④での

P7 の発言も加味して推測すると、“死”の話を持ち出し、それに付随する気持ちをがん体験

者が集う場で語る、それが“駄目”だ、ということであろうと考えられる。この後も P7 は

「受け止めなくちゃいけない（意見）のに受け止められない。」「嫌なんだけど、仕方がない

（意見）」という、「悲しい…集中できない…でも駄目ですよね」と同様、体験に対して思考

で判断を下す語り、換言すれば、ありのまま体験を、思考による判断で停止して回避するこ

とを繰り返し、リーダーはその都度介入して、P7 が体験のありのままに目を向けるよう促

している。 

 SCT ではこのような語りを、気持ちの体験とそれについての思考を合わせたものとし、

体験の符号化、あるいは枠組みを提供するもの／framing であると考え、次のように説明し

ている。“たとえば「罪の意識を感じる」は、感情的な体験と、そうすべきではないという

見解の間に存在している葛藤体験を符号化する。「見捨てられた」もしくは「拒絶された」

のような、複雑な気持ちの言葉は、体験を解釈している。見捨てられたとか、拒絶されたと

か、理想化された、などの言葉は複雑な体験を枠付けしたり、分類したり、解釈していると

いう意味で「枠づけ」の良い例である。解釈が一旦、言葉で枠づけされると、それが体験を

生み出すのである（Agazarian, 2001 鴨澤訳 2015, p157）。”そして、そういった発言に対

しては、“再枠付け／reframing”と呼ばれる介入が行われる。介入する理由は、気持ちを生

み出すのはその枠組みであり、体験そのものではないからである。加えて枠づけは、自身の

体験の現実を探求するよりも、むしろ出来事の説明や解釈をするという、人間が持つ自動的

な行動様式であるとしている。これは、現実のありのままの体験に直面しないための、人一

般が持つ防衛スタイルであるが、心の探求作業には妨げである。それゆえ“SCT では、メ

ンバーが自分の体験を枠づけ（解釈）した時は、すみやかにメンバーの注意を喚起して、彼

らの気持ちはその解釈から生まれているのであって、基本的な体験からではないことに注

意を向ける。そうして彼らは、枠づけによって防衛している感情的な反応を発見するよう求

められる（Agazarian, 2001 鴨澤訳 2015, p158）。” 

 ここでは「悲しい…集中できない」という気持ちを防衛し、「駄目ですよね」と思考によ

る枠組みをはめた P7 に対し、リーダーは「悲しい感じになって、集中できない」と P7 の
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発言を伝え返し、その体験をそのままアイコンタクトでグループに伝えるよう促した。うな

がしに応じて P7 はアイコンタクトを始めたものの、手短に済ませようとする様子が見て取

れたため、リーダーは P7 に向かって、ゆっくりとアイコンタクトするよう、何度も促し、

かつ、悲しい気持ちを、P7 の個人の問題に／パーソナライズしないよう、「その悲しい気持

ちの、あなただけじゃない、そういう人がいるっていうことが、このグループみんなで、そ

れを一緒に、いたいと思います」と伝えた。そして P7 は嗚咽とともに泣き始め、グループ

は沈黙になった。 

 リーダーは P7 が落ち着いたのを見計らって、P7 にセンタリングをするよう伝え、P7 が

“今、ここで”の感覚を取り戻すよう促してから、再度、アイコンタクトするよう促した。

このリーダーの介入は、SCT の雑念のエクササイズで用いられる介入である。すなわち、

知人の死を知って、悲しい気持ちがわいてきてグループに集中できず、身体はグループの中

にあっても、心はグループの外にいる状態、雑念のエクササイズの観点でいえば、グループ

に集中できない雑念に囚われている時に、その雑念を生む事実（知人の死）と、気持ち（悲

しい）をわけ、今、感じている、その気持ち（悲しい）の方をグループでアイコンタクトで

共有し、心のエネルギーを“今、ここで”に引き戻す介入である。そして介入後は、この時

リーダーがしたように「さっきよりここにいますか、それともここにいませんか、同じです

か」と質問し、そのメンバーが“今、ここで”にいるかどうかを確認する、というのが一連

の手続きである。 

 この時、リーダーは P7 から「さっきよりここにいる」という答えを期待していたが、P7

の答えは「ここにはいない」であった。これが、リーダーの質問の意味を理解しての答えで

あったのか、理解していないためにそうなったのか、その真意をリーダーは掴み兼ねたが、

どちらにしても、P7 の心のエネルギーを“今、ここで”に留めることが重要であった。そ

のためリーダーは「頭がどっか行っちゃってる感じがもっと強くなっていますか？」と、P7

のその時の心の状態を確認し、嗚咽して泣くほどの悲しい、今の気持ちのまま、グループに

留まることができるかどうかを P7 に尋ねたところ、「いれます。います。」と答えたため、

「今のその気持ちのままをここで、お話しできる範囲でお話しできますか？」と P7 に促し

た。そして P7 は再び話し始め、その後は、「受け止めなくちゃいけない（意見）のに受け

止められない。」「嫌なんだけど、仕方がない（意見）」という、気持ちを出しつつ、それを

思考による判断で停止して回避する防衛を繰り返しながら、「辛くて重い感じ」と語って、

P7 の語りは収束した。 

 ここまでの P7 の語りを再度振り返ってみると、P7 は知人の死（P7 の実際の語り自体は

「調子が悪くなった」）を語ることにより、自らの死の恐怖が発動されそうになっていたと

思われるが、そのたびに曖昧な語りや思考による枠づけなどの防衛を用い、死への恐怖から

距離を取ろうとしたようである。しかし、その防衛を解消し、人、すべてに共通する死への

恐怖という体験に直面して探求することが、SCT の本来的な目標である。それと同時に、

そういった体験に直面することは容易ではないために、機能的サブグループという安全な

枠組みがある中で探求する、というのが SCT の基本的考え方でもある。その SCT の目標

と考え方に基づいて、リーダーは再三、介入し、アイコンタクトを用いて、P7 の悲しみ、

辛さをグループで共有し、P7 一人で抱えることが困難な体験を、グループ全体で共有して

抱えるべく試みていた。しかし結論からいえば、機能的サブグループが、P7 の困難を抱え
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るのに十分な、安全な枠組みとして機能していたとはいえない可能性が高い。実際、P7 が

メンバーとアイコンタクトしたあとの、リーダーの「今、ここで」に P7 がいるかどうかの

問いかけの P7 の答えは、「ここにいない」であったし、そのあとリーダーが軌道修正して、

P7 が今の気持ちのまま、ここにいられるかどうかを問いかけ、P7 は「いれます、います」

と答えながらも、その後の発言は「嫌だ。嫌だけど仕方ない」と、気持ちへの直面化を回避

する発言をしている。この様子から推測すると、P7 は他のメンバーとアイコンタクトはし

たものの、自分と同じ気持ちのサブグループがあることを十分には体験しておらず、そのよ

うな状態の中、リーダーの早急な介入によって気持ちは揺れ動き、安心して体験に直面する

ことはできていないと考えるのが妥当である。そしてこの体験は、グループ体験に参加すれ

ばこの先もこのような体験をせざるを得ない、という心理的な負担となり、セット A をも

って P7 が研究参加を中止する要因の一つになったことがうかがえる。 

 

 次に P7 の「辛くて重い」という語りに繋がった、P2 の“死”をめぐる過去の回想の語

りを提示する。 

 

P2：（P7 の語りを受けて）そのお知り合いの方が具合が悪くなったと。で、そのことを聞い  

て、ここにいること自体が辛くて重く感じる？ 

P7：はい。 

P2：僕も実際には 3 年、3～4 年前かな、同じでした。色々なところに行くんですけれど、

自分はもう、この人たちは違うんだなと思って、色々なグループの人。同じような病気

の人とは会うこともあったんですけれど、同じような病気の方っていうのは誰も残っ

てないです。もう皆さん亡くなっちゃって。だからどこに行っても結局は独りになるん

だなっていう部分と、この人たちとは違うなっていう部分と。何か自分の存在感がここ

にない感覚がずっとあって、ほぼ…… 

LI：今、受け取った辛くて重い感じ、ちょっとそれをそのまま言葉にしてください。今の、

過去の体験があったからそうかどうかは分かりません。もちろんそうな場合もあるか

もしれないけど。受け取ったそのまんま、今、受け取っている今の P2 さんの感じてい

る感じはどうですか。 

P2：すごく辛い、っていうのはわかります。 

LI：辛い感じ。（P2、P7 に向かって）アイコンタクトします。 

P2：うん、でも、ね、だけど、何ていうのかな… 

LI：“でも”“だけど”は、いいです。辛い感じのままでどうぞ。 

P2：（P7 に向かって）辛いですよね。 

P7：そうですね。 

P2：だから僕は… 

LI：“だから”、Because、いらない。 

P2：いらない、うん、そう。 

LI：ここで、そのつらい感覚とか、そこでどんな感情がしているかっていうことを、しっか  

り皆さんで共有しましょう。 

P2：何か置いていかれた感じがします。 



106 
 

LI：置いて行かれた感じ。 

P2：仲間になれない。そんな感じがずっとあったのをすごく思い出しました。 

LI：さあ、時間になりました。今のセッションの発見、満足、不満足、驚いたこと、学んだ  

こと、どうでしょう。5 分間やります。  

 

［解説］ 

 P7 につながった P2 の語りを、その背景事情も含めて説明する。P2 は膵臓がんの体験者

である。数年前からがんのピアサポートグループなどに顔を出すようになったが、膵臓がん

は生存率の低いがんであり、その厳しい条件の中で生き長らえてきた自分と、他者は何か違

うように感じていた。同じ膵臓がんの人に出会っても、次に会うことはなかった。なぜなら

みんな亡くなっていったから。それらを P2 は回想し「だからどこに行っても結局は独りに

なる」「何か自分の存在感がここにない感覚がずっとあって」と語ったのである。話したい

ことを話したいように語る一般的なグループであれば、この語りを止める介入をすること

はまずないだろう。むしろ、この語りに共感する他者の語りへとつないでいく関わりをする

のではないか。しかし SCT のグループにおいてこの語りは、P7 の辛くて重い感じにつなが

った P2 が、P7 と同様に、自身が感じている辛くて重い感じの理由を、過去の体験で説明

したと捉えられたため、リーダーは「今、受け取った辛くて重い感じ、ちょっとそれをその

まま言葉にしてください。今の、過去の体験があったからそうかどうかは分かりません。」

と介入している。とはいえ、この時のリーダーの介入は、P2 の心の探求作業を促進したと

は言い難く、その後の P2 の語りは P7 へ「辛いですよね」と再び共感を示すにとどまり、

最後は「何か置いていかれた感じがします。仲間になれない。そんな感じがずっとあったの

をすごく思い出しました。」と、過去の回想に再び戻り、そこで時間になってグループ体験

③が終了した。 

誤解がないように、ここで SCT の「今、ここで」の語りについて補足しておく。SCT は

「今、ここで」の語りを強調するが、それは過去や未来を語ってはならない、と主張するも

のではない。すなわち“今、ここでの現実にいるならば、探求のための情報を得るために‘今、

ここでの現実から過去の現実へと心理的境界を越えて’過去を訪れることや、‘今、ここで

の現実から、未来の現実的な計画へと心理的境界を越えて’未来の計画を立てることができ

る（Agazarian, Gantt, & Carter, 2020 筆者訳）”と SCT はしている。P2 の例を用いてこ

のことを説明すると、“過去に色々なグループに顔を出したが、同じような病気の人はいて

も亡くなってしまう”という、過去の体験を起点とする狭められた因果関係によって、“だ

からどこに行っても結局は独りになる”と、あたかもそれが「今、ここで」の現実であるか

のように P7 は説明するが、果たしてそうなのか。その疑問を呈したのが、この時のリーダ

ーの、「過去の体験があったから、今、そういう気持ちになっているかどうかは分かりませ

ん」という介入であった。今回、リーダーの介入はこれで終わっているが、SCT の考えに

従えば、さらに次のような介入と展開が求められるだろう。それはまず、「その時の状況と、

今は同じでしょうか？」とリーダーが質問し、「今、ここで」の状況が、過去と同じところ、

異なるところを P7 に上げてもらい、過去と現在は異なるという P7 の気づき、いわゆる現

実検討の促しを行う。そして「今、ここで」の現実を的確に認識した広い視野に基づいて、

P7 が過去の体験を振り返るならば、確かに一人になってしまう体験があったかもしれない
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が、それ以外の体験も想起されるかもしれない。そうやって過去に対する現実検討もしなが

ら過去の体験を想起し、「今、ここで」ありありと語って生じる感情や体験を、機能的サブ

グループで探求するならば、これまで体験していた世界では思ってもみなかった、新しい体

験、発見へとつながる、というのが SCT の考え方であり、それにそった介入と展開は以上

のようである。 

ただし、もしこれらの介入を実際に行って、SCT が意図するように P2 の現実検討を促

し、生存率が低い膵臓がんの厳しい現実に P2 があらためて直面した場合、その強い心理的

負荷に P2 や、グループ全体が持ちこたえることができるのか、それは判断の難しい問題で

ある。この問題を考える際、SCT の理論上では、メンバー個人の心理的負荷に対する耐性、

SCT の用語でいえば個人のシステムの発達段階と、機能的サブグループが安全な枠組みと

いえるほど十分に整っているかどうか、その双方を主として考慮することになる。今回の場

合、P2 の個人的要因に関して判断するにはデータが不十分である。機能的サブグループに

関しては、先述した P7 と同じセッションの続きでもあり、機能的サブグループが安全な枠

組みとして十分なまでに整っていない可能性が高い。このグループ体験が、本研究で実施し

たグループ体験全 10 回の中の、まだ前半の 3 回目のセッションということもある。SCT の

手法を用いる上で、こういったことは、今回のがん体験者のグループのように、“死”とい

った扱いの難しいテーマを扱う場合は特に慎重に考える必要があるだろう。 

 

 次にグループ体験③の終了後、引き続いて実施した、SCT の手法による振り返りの発言

の抜粋を以下に示す。SCT では機能的サブグループを用いたグループ体験に続き“今日の

驚き、学び、満足、不満足、発見”のいずれかに、自身のグループ体験を関連づけて自由に

発言して振り返る、という形式で、毎回、必ず振り返りを実施する。この振り返りは、メン

バーがグループ体験の中で自らが目標にしていたことを意識化して確認し、体験を整理し

たり次の目標へと結びつけるために重要なものとして、SCT では位置付けられている。所

用時間は、機能的サブグループを用いたグループ体験 75 分、振り返り 15 分が標準である

が、本研究でのグループ体験、全 10 セッションにおける時間の枠組みは、第 2 節の表 3.2.2

に示したとおり、振り返りの時間は 5 分、または 10 分であった。 

 

P2：僕はやっぱり同じようなことを思っている人はいるんだな、っていうのはよく分かっ

たと。そういうことが発見できた。  

P1：私も P7 さんのお話を聞いて、分かる部分がありましたので満足です。 

P4：自分の気持ちに向き合うっていうか、自分の気持ちが今、どうあるのかっていうこ 

とを知ることはすごく難しいなと、思います。発見ですかね。再発見みたいな。 

P3：僕は P7 さんがそんなに率直にお話しされたのが、それが驚きです。 

P6：私は P7 さんの感受性が豊かなんだな、と思ったのが驚きであり発見ですね。 

（中略） 

P7：私は感情がとても表に出る人間なので、ああ、駄目だなって思った。 

LI：駄目だというのはどういう意味ですか。 

P7：うーん……。感情に支配されると、ほかのこと…… 

LI：今、出してみて、どういう感情を持っておられますか、率直に。出し過ぎた感じが  
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あるんですか。ちょっとそこはしっかり考えておきましょう。 

P7：恥ずかしいなと。 

LI：恥ずかしいっていう感じがした。恥ずかしさがあって、それはどうでしたか。不満 

足、満足。 

P7：いや、でも満足です。 

LI：満足。で、出して恥ずかしい感じがあった？ 

（中略） 

P7：でも満足です。きっと押し殺して家に帰ると、より一層きついかなって思って。でも周   

りの人はあんまり、言っていい･･･？もらえないのかな。 

LI：さっき P2 さんとサブグループになったときはどういう感じでしたか。 

P7：分かってくれる人がいるんだなっていう感じはありました。 

LI：それは周りは分かってくれないという感じとは同じでしたか、違いますか。 

P7：違いありません（？）。何か安心できた。うん。共有する人がいるんだ。同じ感覚を持  

つ人がいるんだなって思って。うん。話してもよかったんだなと思いました。 

LI：今日の私の発見は、何かいつも、それだったらこういうふうに、こういうセミナーやる  

と、塞がっちゃう場合が多いんですけど、しっかり体験していただけたのなら満足です。  

P7：わー、そうですか（高揚した感じで）。 

LI：はい。じゃあ、10 分間休憩します。 

 

※終了後、メンバーが口々に P7 に労いの声かけをする 

P7：はー、恥ずかしい。 

P1：休憩だから（慰める）。でも、すごく自分の思ってたこと言ってたから。 

 

［解説］ 

 この振り返りでのメンバーの発言は、グループ体験③でのP7の語りと関わるものであり、

特に P3、P6 は自身の体験の振り返りの体裁をとっているが、内容は、自分のことではなく

P7 に対する感想であった。それらを聞いて P7 がまず語ったのは「私は感情がとても表に

出る人間なので、ああ、駄目だなって思った」であった。その後の「感情に支配されると、

ほかのこと…」という語りと、次に示すグループ体験④の P7 の語りから推測すると、この

語りは、“自分は感情に支配されると、状況が見えなくなり、場に不適切であっても感情を

表に出してしまう駄目な人間であることがあらためて自覚された”という意味であった可

能性が高い。 

セミナーでのグループ体験、全 10 セッションを通じてリーダーが行っていた介入は、P7

に限らず、体験を説明したり、思考で判断を下して、ありのままの現実を体験することを回

避するという、人一般の防衛を解消し、心のエネルギーを“今、ここで”に引き戻すことを

意図していたが、特にグループ体験③では、P7 の発言とこれらの防衛に基づいた語りが目

立ち、リーダーの介入も P7 に対して頻回であり、また P7 が嗚咽とともに泣く、という状

況も生じるなど、P7 の心に過剰な負担がかかっていたことが推測される。しかもグループ

体験③での体験を、振り返りの発言にもあるように、“駄目だな”という自分の問題として

パーソナライズして引き取っており、それが P7 のさらなる心理的負担になっていたとも考
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えられる。 

振り返りでリーダーは、この P7 の心の負担は、P7 が十分な準備状態のないまま語り過

ぎたことによるものではないかと考え、“出してみて、どういう感情を持っているのか”“出

し過ぎた感じがあるのか”を尋ねている。すると P7 は「恥ずかしい」としながらも「何か

安心できた。うん。共有する人がいるんだ。同じ感覚を持つ人がいるんだなって思って。う

ん。話してもよかったんだなと思いました」と、自身の体験をこの時は肯定し、語ることの

副作用を上回る作用として意味づけされた。この P7 の振り返りに対してリーダーも、「満

足です」と振り返って終わっている。しかし、このグループ体験③での体験は、グループ体

験④でさらなる心理的な負担負荷を P7 に与えることになった。それについては、次のグル

ープ体験④の語りの提示の中であらためて論じる。 

もう一つ、この振り返りの語りから見て取れるのは、P7 がグループ体験③において、患

者とみなされた人／IP：identified patient（第 1 章、注 1 参照）になっていた、というこ

とである。その理由は、前述したように、メンバーが振り返りとして語ったグループ体験の

多くが P7 の語りに関わるものであり、特に P3、P6 は P7 に対する感想を語るなど、極端

な言い方をすれば、メンバーは P7 に注目して自身の体験は半ば棚上げしており、グループ

体験中もそのような姿勢で場にいた可能性が高い。加えてリーダーも、自身の体験を肯定す

る P7 に対して「満足です」、とグループを振り返っていること、さらに振り返り終了後、

メンバーが口々に P7 に労いの声をかけ、ケアしていることである。実際、グループ体験③

の中でも、P7 が泣き出した時に隣に座る P1 が P7 の肩をさすり始め、リーダーが、ゼスチ

ャーでそれをすかさず止めはしたが、この現象も、グループが P7 を IP にし、出現した IP

を P1 がケアしようとした、と理解することが可能である。このようにグループが IP を生

み出し、メンバーが心の探求を回避するする状況は、SCT のグループに限らず、グループ

の発達段階の初期の‘逃避’と言われる段階では珍しいことではない。その場合 SCT では、

他者に注目し、あるいは他者の面倒をみようとする、すなわち IP を生み出している状況を

指摘し、その言動の背景にある衝動を探求すべく介入が行われるが、この時、リーダーはそ

のことに気付いてはいなかった。振り返ってみると、この時のリーダーは、グループの心の

探求作業の環境を整える、という SCT のリーダーの役割よりも、むしろ目の前の個々のメ

ンバー、特に P7 の状況を自分がなんとかしたい、しなければ、という力に突き動かされて

いたかもしれない。もしそうだとすれば、リーダーもまた、グループの発達段階の最初の段

階の“権威”の課題に個人として参画し、メンバーとせめぎあい、リーダーとしての役割か

らはずれた姿勢で臨んでいた可能性がある。そして、せめぎあった結果、リーダーの力に打

ち負かされた P7 が、セット A のあとグループを去ったと言えるかもしれない。 

 

 次に、この後のグループ体験④の語りを提示する。 

 

② グループ体験④の語り 

 グループ体験③の後、雑念のエクササイズ、昼休憩を挟んで午後のセミナーが始まり、最

初に「時間旅行」のレクチャーをリーダーが行い、続けてグループ体験④が始まった。毎回

のグループ体験開始時に実施するセンタリングの後、P7 が「センタリングっていうのを、

は、気持ちを落ち着けるんだな」と発言し、その後、「（P2）何から始まるのかなっていう、
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何かが分からず、今はちょっとわくわくしている」というサブグループへと展開したが、ほ

どなくして P2 が“ワクワク”に加え、午前中のグループ体験③で心が揺れて不安を感じ、

語る怖さがある、と語り始めた。 

 

P2：さっきもわくわくする、興味がある、なんですけれど、午前中の中で、やっぱり非常に   

心が揺れた部分があったので、ちょっと不安を感じているのが正直なところです。皆さ  

んはどうですか。 

（中略） 

P5：午前中、心を揺さぶられたので不安を感じている、というお話だったですよね。 

P2：はい 

P5：私も午前中にそういう思いをしたんですけど、私の場合は、何かそれが非常に新鮮な

感じがして、ちょっと期待感があって、午後からもそういうことがあったら、自分が乗

るっていうか、変な言い方ですけど、そういう気持ちがあるかな、というふうに思いま

した。皆さんはいかがでしょうか。  

LI：ちょっと止めます。（P2 に向かって）今もつながってる感じはしますか。 

P2：します。ええ。 

LI：じゃあ続けてください。 

P4：（P5 の発言を伝え返して）えーと、午前中に心を揺さぶられる感じがあったんですけ

ど、それが自分にとって、すごい新鮮だったので、午後からのセッションにも期待が持

ててる、っていうことでしょうか。 

P5：はい、はい、そうです。 

P4：私も何か期待が持ててる、っていうことで、そうだなって思ってて、今後どういう風に  

進んでいくっていうか、皆さんとどういうつながりが、もっと深められていくのかな、

っていうことに、すごい期待を持っているんですけれども、皆さんはいかがでしょうか。 

P2：つながりを持っているということで、つながりを、午後からも期待する部分があるん

ですね。 

P4：はい。これからどういうふうなつながりが、また広がっていくのかっていうことで期 

待をしている。 

P2：これからどういうふうに繋がって行くか、っていうことへの期待ですね 

P4：はい。 

P2：期待もするんですけれど、正直言って、さっきみたいに心が揺れちゃうと、何か、さっ  

きは不安、って言いましたけど、ほんと怖いな、っていう部分が正直あります。素直に、  

素直な気持ちにはなれるんだけれど、自分がそういうふうな感じを受けるということ

が、普段ないので、期待もあります、だけど怖いんです。皆さん…… 

LI：両方ありますね。 

P2：ええ、うん。皆さんいかがですか。 

LI：今、これを Fork in the road というんです、Fork、分かれ道に立っています。それで、

まずその期待感のほうの、自分で、それこそ何が起きるか分からない、というところの

方ですよね。 

P2：はい。 
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LI：そっちに好奇心を持って動くっていうほうなのか、今起こっている不安感、その不安感  

っていうのが、どういう感じで、もうちょっと、その不安感のほうを探求するのか、こ  

れ、どっちか、っていう感じなんですけど。 

P2：気持ちとしては、もちろん不安なほうに進んでいったほういいのだろう。というのは、

自分で、そういう感覚あるのかな、っていうのは、普段生活していて、一人でいる、人

の気持ちを分かる、ということはそんなに、分かるほど接することがないので、それに

共感、さっきみたいに共感しちゃうと…… 

LI：えっと、ちょっと質問を変えます。その不安に対して、その不安に対して好奇心を持っ

て、どういうことが起きてるのかな、っていうふうに行くのか、不安になってるから、

ちょっとそれをやめる、っていうことをするっていう、その、なぜそっちをしようとす

るか、っていうことを探求するか。 

P2：ああ。うーん。不安になるということは、自分にとって、今まで無かったことだから、

やはり、このまま話を続けて……（体験の説明をし始める） 

LI：不安の説明をする、っていう傾向を探求するのか、不安になってる、その不安のありか  

は何かっていうことに好奇心を向けて進むか、どっちですか。 

P2：不安の元になるものに対して好奇心を持って進みたい、と思ってはいる。 

LI：じゃあ、その今の不安な感じ、好奇心を持ってどういう感じがするか。それをちょっと、  

今、自分の中で少し探してみて、言葉にしてみますか。その中には怖いという感じもあ  

るかもしれない。ちょっと分かんないんだけど……私があんまり言うと誘導しちゃう

から。 

P2：怖いという気持ちも、自分で見たことがない。そんな…… 

LI：誰も見たことないですよ。だからみんな、見たことがあるかのようなことを持ち出して  

きて“だからだ”とかいって見るのをやめる、っていうのがある。それだと新しい、見   

たことのない世界に、次に行かないですよね。 

P2：そのとおりですよね。だから… 

LI：けど、それを無理してジャンプインしないほうがいいので。みんなで一緒にそろりそろ  

りと、好奇心がある限りは。好奇心が無い時はやめたほうがいい、と言われています。

この時に、怖いのに無理やり、ねばならない、っていう気持ちで飛び込むと失敗します。

揺り返しが来ます。でも、同時にちょっと好奇心がある、っていう時には、ぜひ行きま

しょう。それが何か、やっぱり無理やりこじ開けないといけないようなドアだったら、

こじ開けれる、じゃなくて、開けてみよう、と思う時まで待ちましょう、という、その

感じを確認しましょう、と言われています。で、P2 さんはどっちですか？ 

P2：僕はまあ、そういうところに頓着しない性格なので、突き進みたいと思って。 

LI：こじ開けるのでなければ、ちょっと一緒に行ってみますか。 

P2：そうですね、ええ。 

LI：で、どんな感じがしますか、その午前中に揺さぶられた感じとか、今、不安という 

その感じ。もう少しどういう風な？ 

P2：自分の気持ちをストレートに伝える、ということなんだなと。P7 さんが言われて、そ

のお話を聞いて、自分も思いました。すごく共感しました。ということを言える雰囲気

が、すごく、怖いということはあるんですけれど、自分の心がちゃんと出せるんだ、と
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思うと、やっぱり少し前に進みたい、というところがあるので、このお話は続けたいな、

と思っております。皆さんいかがですか。 

P3：その不安ではつながると思うんですけども、その不安という気持ちが、出していける、

というお話でよろしいでしょうか。気持ちを伝えていくことができるという。 

P2：ええ、そうです。 

 

［解説］ 

 グループにいて“ワクワクする”感じとともに、午前中のグループ体験③で“心が揺れて”

不安を感じている、と語った P2 につながった P5 は、心の揺れを肯定しながらも、その体

験は“非常に新鮮な感じ”や“期待感があって”、午後からもそういうことがあったら、乗

ってみよう、と思っていると語った。この語りは“不安”よりも“期待”に比重があり、“不

安”と“期待”のどちらも選択できず、葛藤する P2 とは異なる語りであった。そのためリ

ーダーは、共感が不十分、かつサブグループの繋がりが不明確にならないよう、P5 が同じ

サブグループとして自分とつながった感じがしているか、P2 に尋ねた。すると P2 は繋が

りを肯定し、リーダーはそれを確認して、P5 の語りのままサブグループの形成を続けるよ

うグループに促した。しかし、もしこの時、P2 が“つながった感じ”を否定したならば、

リーダーは、P5 に一旦、待つよう伝え、あらためて先の P2 の語りにつながるメンバーが

いないか確認し、“不安”と“期待”の葛藤を抱えるサブグループを続ける促しをしただろ

う。とはいえ、“期待”に比重のある P5 に P4 がつながったあと、P2 が P4 につながって、

“期待”もありながら“怖さ”があると語り、すぐに“期待”と“怖さ”で葛藤するサブグ

ループに引き戻している。 

 SCT では、全体としてのグループ／group as a whole の観点から、メンバー個人の声は

グループの声でもある、と捉えるが、その観点でいえば、この時、P2 が抱えていた“期待”

と“怖さ”の葛藤は、メンバーそれぞれに比重の差はあるものの、この時のグループ全体に

生じていた葛藤であると言えるだろう。ここでリーダーが持ち出している、Fork in the road

／分かれ道は、SCT が葛藤解決に用いる手法の一つである。この手法の基本的な考え方は、

葛藤のもとになっている 2 つのことを同時に探求することはできないため、メンバーはど

ちらかを先に探求したいかを選択し、どちらにするかはメンバーの自由である。しかし選択

は必須で、どちらも選択しないという自由はない（Agazarian, 2001 鴨澤訳 2015）。また、

この介入は、体験を防衛するのではなく、探求の好奇心を喚起する方法として用いられるが、

好奇心が持てない時に無理に進むことは回避すべきとされている。 

この時、P2 にリーダーが示した分かれ道は“不安に対して好奇心を持って、何が起きて

いるのか探求する”のか、“不安の探求はやめて、探求をやめる自分に何が起きているのか

を探求する”であった。これに対し、P2 は前者を選びながらも「不安になるということは、

自分にとって、今まで無かったことだから、やはり、このまま話を続けて……」と、“今ま

で無かったことだから”と、このまま話を続ける理由を説明し始めた。そこでリーダーは、

その説明する傾向を取り上げて“不安の説明をする、その傾向を探求する”のか“不安にな

っている、その不安のありかは何かということに好奇心を向けて進むのか”と新たな二択を

提示した。そして「不安の元になるものに対して好奇心を持って進みたい、と思ってはいる。」

「怖いという気持ちも、自分で見たことがない。そんな……」と決めかねる P2 に、「誰も
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見たことないですよ」とリーダーは P2 のこの反応を一般化し、これが、P2 個人が抱える

病的なものではないことを明示し、さらに「だからみんな、見たことがあるかのようなこと

を持ち出してきて“だからだ”とかいって見るのをやめる、っていうのがある。それだと新

しい、見たことのない世界に、次に行かないですよね。」と体験を説明する、人一般の傾向

をさらに説明し、体験を探求する意味を伝えている。このリーダーの介入もまた、SCT が

現象を、特殊な病理的なものではなく、一般的に生じるものとして正当化するやり方である。  

そしてリーダーは、さらに P2 の探求しようとする姿勢が、無理やりではなく好奇心から

であるかどうかを確認しながら、探求を進める場合には「みんなで一緒にそろりそろりと」

進む必要があることを伝えている。これは“SCT の枠組みでは、どんなメンバーであって

も、サブグループがない状態で、その人の気持ちの奥深くに立ち入るような後押しをしない

ことが重要である。サブグループがあれば、メンバーは、サブグループが行ける深み以上に

行くことはない。…（中略）SCT では、感情の洪水状態に突然退行することを、「深海への

飛び込み」と名付けており、次のような声かけによって、はっきりとそれを思いとどまらせ

る。「深すぎるところに入りこむ前に、サブグループがあるかどうかを確認しましょう。そ

ういった気持ちをひとりぼっちで探求しなくてすむように。」（Agazarian, 2001 鴨澤訳

2015, p98）”としている。そう考えると、この時リーダーが、P2 の心持ちだけでなく、P2

の不安や怖さを一緒に探求してみたいというサブグループがあるかどうかの確認をしてい

れば、この後、P3 が P2 に繋がって行う心の探求も、より機能的サブグループの安全な枠

組みの中で行えたかもしれない。 

話を元に戻すと、リーダーの確認に対する P2 の応答は「僕はまあ、そういうところに頓

着しない性格なので、突き進みたいと思って。」と基本的には説明であった。しかしここで

はそのことを取り上げず、リーダーは、P2 が午前中、揺さぶられた感じや、今、感じてい

る不安をもう少し言語化するよう促し、それに応じた P2 が“少し前に進みたい”“このお

話は続けたい”という語りをして「皆さん、いかがですか」と、グループに投げかけて終わ

った。それにつながった P3 の、前述の語りの続きを次に示す。 

 

P3：私は、午前中はあまり、他人事のように聞いていたんですけれど、先ほど知っている方  

が数日前に亡くなっているという話を聞いて、そのこと自体よりも、共通の友人がもっ  

と悲しむだろうな、ということを考えて、今、すごく集中できない。で、悲しい気持ち  

になっています。皆さんはどうでしょう。 

LI：今、それ、雑念になってますか？ 

P3：なってます。だからセンタリングもあまり集中できない。 

LI：雑念のエクササイズやります。事実を先に、気持ちを次に言ってください。 

P3：事実は、うーん、がんサロンの、参加者の方が、数日前に亡くなった、事実を、先ほど  

うかがいました。それが事実。 

LI：はい。それに対して今はどんな気持ちですか。 

P3：私は、本人は覚悟、してたと思うが…… 

LI：それは考えです。覚悟してたかどうか分からない。聞いて、亡くなったという事実をど  

う思いますか。 

P3：悲しい。と同時に友人がもっと悲しむだろうと。 
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LI：それも考えです。事実じゃない。事実は亡くなったというのが事実です。友人がもっと  

悲しむかどうかは考えです。悲しむだろうから悲しむ、っていうのは、というか、考え  

が気持ちに出ます。でも、それよりも、亡くなったという事実がとても重くて大事だ、

というふうに感じます。どうお感じですか。 

P3：いや…悲しいです。（涙を流す）… 

LI：（しばらく待って）うん、その、今のお気持ち、グループに入れることはできますか。 

P3：うーん…… 

LI：アイコンタクトするだけです。それ以上、語る必要ないです。悲しい気持ちで行きませ  

んか。……行きます、ゆっくり行きます。その気持ちで、一人ずつ、ゆっくり伝えて下   

さい。（P3 がメンバーとアイコンタクトを一周してから）…どうですか？さっきよりこ  

こにいますか？それとも同じですか？いませんか？ 

P3：少しここにいます。 

LI：いますか。グループ、続けます。どなたでもどうぞ。今、どんな、体験をしておられ  

ますか。 

（※しばらく沈黙） 

P2：知ってる方が亡くなって、まあ気が散ってしまっている。僕も悲しいですね。僕も知っ  

てる方だったので、前回、覚悟を決めていらっしゃる、僕も今、ごめんなさい（声を詰  

まらせる）、雑念いっぱいです。 

LI：（P2 に向かって）センタリングしましょうか。アイコンタクトしていきます。ゆっくり  

行って、ゆっくり行ってください。 

P2：その方と最後に別れたときに、さよなら言えなかったです。だから、またねって。そ  

れを思い出すと、あの……ねえ、悲しいです。会えなくなるのを分かっていたから余計、  

さよならは言えなかった。悲しかったです。 

LI：ほかにもありますか？気持ち。 

P2：今はもう、それでいっぱいです。ごめんなさい、思い出してしまって（涙）、ね、その

人を、ねえ。 

LI：ここで、亡くなったっていうことは、少し置いといて、今、ここで思い出した悲しい感  

じ、気持ち、その気持ちをもう一度、グループで一人ずつに伝えていただけますか。今、  

体験してる悲しいって、今、思っているその感じ。……（P2 がメンバーとアイコンタ

クトを一周してから）どうですか？ 

P2：少し落ち着きました。 

 

［解説］ 

 この語りの背景をまず説明する。午前中、P7 がグループ体験③で持ち出した“がん体験

者の集まりに行っていた人”で具合が悪くなった（実際には亡くなった）人は、P3 も P2 も

知っており、かつ亡くなったことも知っていた。その人の話を P3 は「午前中は他人事のよ

うに聞いていた」が、昼休憩の時に、がんサロンの参加者で、P7 が話題にしたのとは別の

知り合いが数日前に亡くなったと聞き、「今、すごく集中できない」、というのがこの語りの

出だしである。 

 P3 はここまで、どちらかと言えば自身の体験を語るというよりも、グループ体験③の振
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り返りで P7 に対する感想を語ったように、グループ体験の中でも、他者を観察しての感想

や、自身の体験の知的・合理的な説明をする傾向があった。グループ体験④は、グループ体

験③の後、昼休憩の前に SCT の「雑念のエクササイズ」を、メンバーが 3 人組みに分かれ

て行っていたこともあり、リーダーは躊躇なく「今、すごく集中できない」という P3 に対

し、雑念のエクササイズを実施した。この手法は、事実と考えや解釈を分け、考えや解釈か

ら生まれる気持ちではなく、事実から生まれる気持ちをありのまま体験することを基本と

する。そしてグループで対処できない事実はわきに置き、事実から生まれた気持ちをアイコ

ンタクトによってグループで共有し、そういう気持ちを持つメンバーがグループにいる、と

いう共通認識をメンバーそれぞれが持つことで、雑念によって外に持ち出されていたメン

バーの心のエネルギーを、グループの中に引き戻すことを狙っている。 

 この時“知人の死”という事実に対し、P3 は「共通の友人がもっと悲しむだろう」「本人

は、覚悟、してたと思うが」と解釈を述べ、「それは考えです」と LI に指摘されてなお「悲

しい。と同時に友人がもっと悲しむだろうと」と、一旦、感情を語りながら即座に事実を解

釈するという、いわゆる感情への直面化を防衛したが、さらなるリーダーの“亡くなったと

いう事実をどう感じるか”という介入で「悲しいです」と語って P3 は涙した。その姿は、

体験の知的・合理的な説明をするそれまでの P3 とは大いに異なっていた。その P3 の深い

悲しみはアイコンタクトによってグループ全体で共有され、少なくともリーダー、コ・リー

ダーはそう体験していたが、悲しみの深さがどれほど共有されていたかについて、メンバー

それぞれの間でかなり幅があり、さらには異なる感情体験をしていたメンバーがいたこと

は、グループ体験終了後の個別インタビューからメンバーのグループ体験を検討した第 3 節

第 2 項で示したとおりである。 

P3 がメンバー全員とアイコンタクトして若干の落ち着きを取り戻したあと、P3 の気持

ちをグループ全体が共有したその状況で生じている体験を、自由に発言するようリーダー

がグループに促した。すると P2 が話し出し、再び、P3 が話題にしたのと同じ亡くなった

人の回想を語り始めた。この時もリーダーは、過去の回想を切り離し、“今、ここで”の“悲

しい感じ”をグループで共有すべくP2にメンバー全員とのアイコンタクトを促す介入をし、

P2 は落ち着きを取り戻した。この P2 の語りのあと、CoL が「何かとても胸にぎゅっとし

た感じがしています。皆さんどうですか。」と、“今、ここで”の体験を語ってグループの語

りを再開し、さらなる体験の探求がグループに始まったかに見えた。しかし、CoL のこの発

言につながった P7 が「責任を感じる」と語りはじめ、グループは体験の探求とは別の方向

へと展開していった。その経過を以下に提示する。 

 

P7：（Col の発言を受けて）胸がぎゅっとして締めつけられるような感じがするということ

でよろしいですか。何か、ああ、すみません、何か、責任を感じるというか。 

LI：次回、3 週間後ですけど、そのときに話すつもりでしたけど、パーソナライズという考  

え方があります。自分に引きつける。今、午前中に P7 さんが話したからこうなってる、  

という話をしようとしましたか？ 

P7：はい。 

LI：それは、自分に引きつけて考えるっていうことになります。で、人がセラピーに足を運  

ぶ、ほとんどの理由が、そうやって考えることがあると言われています。グループで起  
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きたことです。あなたのせいだけで動いてる話ではないんです。私が言ったからこうな  

った、いやもちろん、その可能性はゼロと言うつもりはありません。けど、ここでみん  

ながそういうふうな気持ちになってること、その気持ちそのものが大事です。これはグ  

ループで起きていることです。私に引きつけて考えるということが、私のせい、って自  

分に引き取っていたのでは、みんなの問題からそれてしまって、自分に重しがかかるだ  

けになる。でも実際はこれ、ここで起きていることなので、言ったから、そのせいで、 

みんなが困ってるとか、何かその辺は思ってますか？ 

P7：はい。 

LI：じゃあ、質問をしてもらいたいと思います。それ、マインドリードっていいます。私が  

こう思っているから、皆さんこうなってるんですか、っていう、イエス・ノーで答えら  

れる質問をしてください。 

P7：午前中、私が話したことで、皆さんが、……悲しくなってる。 

LI：それはそうかもしれませんけど、それが何なんですか？ 

P7：何なんですか？ 

LI：うん。午前中に話したことで悲しくなってる。それの何が問題ですか？ 

P7：何が問題？…心を揺さぶってしまった。 

LI：揺さぶることの何が問題ですか？ 

P7：本当は触れちゃいけないことを言ってしまった。 

LI：本当は触れちゃいけないことを言う。本当は触れちゃいけないって、本当はって、何で  

すか？触れちゃいけないことって何ですか？ 

P7：がんである、ということの事実を皆さん持っているのに。 

LI：皆さん持っていますよ。持って集まってますよ。 

P7：なのに、そこにダイレクトに突っ込んでしまったこと。 

LI：それが何ですか？ 

P7：が、良くなかった。 

LI：良くないとはどういう意味ですか？ 

P7：生きている上で言っちゃいけないこともある。 

LI：じゃあ質問してください。私が午前中に言ったことは、言ってはいけないことを、私は  

言いましたか？これで合ってますか？ 

P7：午前中、私が言ったことは、いけないこと…… 

LI：午前中、私は言ってはいけないことを言いましたか？ 

P7：午前中、私は言ってはいけないことを言いましたか？ 

LI：一人ずつ聞いていってください。 

P7：（P3 に向かって）どうでしょう？ 

P3：全然。 

P7：（P1 に向かって）どうですか？ 

LI：一回ずつ聞いてください。午前中…質問を。 

P7：（P1 に向かって）午前中、私が言ったこと… 

LI：私は… 

P7：私が言っちゃいけないことを言ったということ… 
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LI：言いましたか？ 

P7：言いまし… 

P1：思いません。 

P7：（P2 に向かって）午前中、私が… 

LI：私は言ってはいけないことを言いましたか？ 

P7：午前中、私は言ってはいけないことを言いましたか？ 

P2：いいえ。 

P7：（P4 に向かって）午前中、私が言ってはいけないことを言いましたか？ 

P4：いいえ。 

P7：（コ・リーダーに向かって）午前中、私が言ってはいけないことを言いましたか？ 

CoL：いいえ。 

P7：（P6 に向かって）午前中、私は言ってはいけないことを言いましたか？ 

P6：いいえ。 

P7：（P5 に向かって）午前中、私が言ってはいけないことを言いましたか？ 

P5：いいえ。 

LI：あなたの考えは否定されました。皆さんを信じますか？ 

P7：信じます。ああ、そういうことなんですか、ふ～ん。 

LI：今、どういうお気持ちですか？ 

P7：うん、自分中心に考えてはいけないのかな。 

LI：自分中心に引き取るのはみんなの癖です。それをすることによって、私は言ってはいけ  

ないことを言った、ということであなたが悩む、ということが起きてる、ということが  

分かったんじゃないかと思います。 

P7：はい。 

LI：確認しました。皆さんはそうじゃないと言いました。信じますね。 

P7：はい。 

LI：どんなお気持ちですか。 

P7：楽になりました。皆さんはどうですか、でいいんですか？ 

LI：楽になりましたか？ 

P7：楽になりました。 

LI：はい、続けます。今のお気持ち、どうですか。どなたからでも。胸がぎゅっと締めつけ  

られるということが出ています。少し間が空いてますから、少し違う気持ちも起きてる 

かもしれません。皆さんどうですか。 

（※この後、P4 が“痛い感じ”を語り、それに P6 が「私自身はその方は存じ上げないん

ですけど、でもやっぱり、知ってる人がなくなったっていうその皆さんのお気持ちのつらさ

は十分伝わってきます。」とつながり、時間になり終了した。） 

 

［解説］ 

 この提示は、グループ体験④の前半で P3 が、がんサロンの知人が亡くなった事実に涙を

流し、さらに P2 もその知人を回想して言葉を詰まらせたことを、P7 が、自分が午前中の

グループ体験③で、がん体験者の集まりの知人が調子を崩した話をしたせいである、とパー
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ソナライズしたプロセスと、SCT の“マインド・リードの解消”の手法に基づいた、リー

ダーの介入である。“マインド・リード”は直訳すれば“心の読み取り”で、日本人は一般

的これが上手だといわれており、相手が言葉にする前に、気持ちを汲み取ることは好ましい

ことである、という文化的価値観もあるようである。それもあってか、相手の心をうまく読

みとるための“マインド・リード実践講座”なるものも巷に存在しているぐらいである。し

かし SCT では、他者が自分について何を考えているかに自意識が向いていることは、現実

と非現実を認識する妨げとなるため、その人の心の読み取りと、他者の考えの現実を突き合

わせて確認し、解消することが必要だとしている。ただし、「アルバイトの面接に何度も落

ちたので、また落ちるかもしれない。落ちたらどうしよう」といった未来の悲観的予測など、

自身の思考が自身を不安にする“不安の解消”とは異なり、“マインド・リードの解消”は、

他者との心の作業が求められる複雑な事象であるため、技法、それ自体は単純だが、実際に

それをやるメンバーには勇気が必要である、とされる（Agazarian, 2001 鴨澤訳 2015）。 

 ここでの P7 の語りを彼女の心情の推測とともに要約すると、“がん体験者が集まってい

る場であることがわかりながら、死を連想することに「ダイレクトに突っ込んだ。」それは

「生きている上で言っちゃいけないこと」を言う、というタブーを犯した”になるだろう。

しかもこれらはリーダーの、P7 の考えの「何が問題？」という問いかけや、「触れちゃいけ

ないことって何ですか？」という、曖昧な発言の明確化など、再々の介入がなければ語られ

ることはなかったかもしれない。加えて P7 にしてみれば、自分が「生きている上で言っち

ゃいけないこと」を言った上に、自分がそれをしたことを、グループであらためて明確にさ

れ、確認する状況になったのである。また、“死を連想する話をした”という事実に、“言っ

てはいけないことを言った”という意見を組み合わせた枠づけをして、「責任を感じる」と

いう気持ちを生み出すことで、P7 ががん体験者の死、という事実から感じているありのま

まの気持ちを回避する防衛したにも関わらず、その防衛をリーダーが解消しようとしたこ

とは、P7 の心理的な負担をさらに増したとも十分に考えられる。 

一方、この状況をグループの視点からみると、グループで生じている体験を、P7 一人が

自分との関連で、しかも否定的なものとして引き取ってしまう、そうなればグループで生じ

た体験が、ある意味 P7 に独り占めされ、否定すらされる、という状況であった。この時の

リーダーには、そうなることをなんとか防がなければ、という焦りがあったことは否めない。

SCT では、マインド・リードの解消はグループの初期不安が解消され、他者と協力して心

の作業ができる信頼関係が形成されてから実施するのが原則であるが、そう考えると、この

段階でリーダーがマインド・リードを取り上げたのは早計であったかもしれない。実際、こ

の時のマインド・リードの解消は、P7 が、できればはっきりさせたくないことを、明確に

してしまう作業であったと思われ、それは質問を始めたあとも、P7 がためらいでしどろも

どろになり、リーダーに再三修正されたことからも推測できる。そして確認の結果、P7 の

マインド・リードは全メンバーに否定され、P7 は、その場では「楽になりました」と、結

果を肯定的に受け入れたものの、注意深く「語り」を読めば、その前に「自分中心に考えて

はいけないのかな」と自己懲罰的になっていた。リーダーはそれを聞いて「自分中心に引き

取るのはみんなの癖です」と、病理的に見える現象を一般化し、正当化する介入をしている

が、功を奏したかどうかは疑わしい。それを裏付けるかのように、グループ体験④の終了後

の振り返り、さらにはこの後のグループ体験⑤において、P7 は一切発言しなかったのであ
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る。そのことをリーダーは、グループ体験⑤の終了後、振り返りで「グループの発言に現れ

なかったグループの体験を、沈黙していたメンバーが表している」という、SCT が沈黙の

メンバーをグループの声として取り上げるやり方でとりあげ、P7 の発言を促している。そ

の時、P7 が語った内容を要約すると、“自分は悲しいことがあると、短時間で気持ちを変え

ることはできない、お互いに「わかりました」「みなさんもそう思っているんですね」など

と言い合えない。自分の中だけで処理したい”ということであった。また、マインド・リー

ドの解消で、自分が言ってはいけないことを言った、ということをメンバーは全員否定した

が、それは P7 に気を遣ってのことであり、本心はそれとは異なり P7 のマインド・リード

を肯定していると P7 は考えていたことが、リーダーの確認で明らかになった。そして、日

常でつい、言ってはいけないことを言ってしまいがちな自分が、グループでもまた同じこと

をしてしまったと自責的になり、今後もグループで気を許すとまたやってしまうのでは、と

恐れていることもわかった。これまで踏襲してきた自身のやり方を変えて、新しいことに取

り組み変化することは、誰にとっても容易なことではないが、少なくとも P7 にとって、そ

の心理的な負担は新しく変化することへの好奇心を上回っていたと言えるだろう。第 3 節

の結果にも書いたように、P7 はセミナーに参加する心理的負担を理由に、セット A をもっ

て、研究参加を中止している。 

 

（2） がん体験と結びついた「痛み」 

① グループ体験⑧の語り 

 グループ体験⑧は、セミナーのセット B の 2 日目（最終日）の最初のセッションであっ

た。この日セミナーは、いつもどおりメンバーとリーダー、コ・リーダーの全員が一重円に

座って開始し、最初にリーダーが「身体感覚から来る不安」についてのレクチャーをして、

「身体感覚から来る不安の解消」のエクササイズに移行した。ここまで実施した他のエクサ

サイズは、3 ないし 4 人組の小グループに分かれて行っていたが、このエクササイズは、一

重円のまま、“自分を不安にするような身体の感覚が、今、ある人”が申し出て、リーダー

のガイダンスによって、グループ全体の中で実施し、終了後はそのまま続けてセンタリング

を行い、グループ体験⑧を実施した。 

ここでは、エクササイズの部分も含めて、実際の語りを提示する。エクササイズでは、P5

と P2 の 2 人が申し出た。リーダーがまず P5 に「あなたを不安にする感覚を言葉にしてく

ださい」と促すと、P5 は、消化器系の病気をして時間がたっているが、今でも、食事をす

ると何か詰まり感がある状態が続いていて心配なこと、だからといってすぐに病院にいっ

てどうしてそうなるか知りたいわけでもない、今も少し詰まっている感じがある、と語り、

続けて P2 が、手術痕の周辺にヒリヒリした感じがあり、この 2、3 日は背中の方に腫れて

いる感覚があって、今も体重がかかると痛みがある、と語った。この語りの後の「身体感覚

から来る不安の解消」のエクササイズをから次に示す。 

 

LI：（P2 と P5 が痛みについて語った後）はい、じゃあ、この、あまりなじみのない、こう

いう感覚を感じた時に、好奇心を持つ、というよりも不安になる、ということを、どん

なふうに感じますか？  

P5：あの～、色々説明を自分でしたくなるんですけども、あの、例えばあの、病気の後遺症  
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なのかな、っていうような、ことだったり、あるいは、また、新しく病気になったのか  

な、ということだったり。それから、あの…… 

LI：はい。その説明をしたくなる今、（P5：はい）どんな感じですか？その説明をしたくな

ってる～！っていう、その感じ。 

P5：はい（笑）、あの、本心だな～と思います、自分の。 

LI：本心だな。本心？どんな感じ？ 

P5：あのう、･･･何とかしたいん…… 

LI：あのね、もう一つ言います。人は、考える時、天井を見るんです、こうやって。あの、

これみんなそうです、見ててください（全体：笑い）、大体みんなやってますよ、これ。

私もそうですけどね（P5：はい）。（リーダー、P5 の方を見ながら）で、少し下に下げ

て、こっちを見ながらやりましょうか。どんな感じですか、説明したくなる…どういう

感じですか？あと、何かどうしても痛い！感じ、ここを説明したくなる感じ、どんな感

じですか？ 

P5：原因を知りたい、という気持ちと…… 

LI：意見、意見、それ。 

女性たち：（笑） 

P5：ふふ（笑）･･･ん～、楽になりたい。 

LI：楽になりたい！意見、意見。何かこう～、もやもや、イライラするとかね（P5：はい）、

説明……、こう何か、そういう、のはないですか？ドキドキしてきそう、だとか、イラ

イラするとか、何かもう、イーッてくるとか。私の言葉だと、何かそういう風に、なん

か、感じちゃうんですけど、それは P5 さんだと、どういう感じですか？ 

P5：不安を感じる、ということです。 

LI：不安を感じる。不安を感じたら、どういう感じがしてきますか、自分で何かこう。目が  

動く、動くとか、分かりませんけど、P5 さん的にはどういう、感じがしますか？例え

ば、こうやって説明、止められて。 

P5：えへへ（笑） 

全体：（笑） 

LI：止められても、（説明）したくなっているのはどうなんですか？ 

P5：ドキドキするんです。 

LI：ドキドキしている（P5：はい）。何かどきどきしちゃう？ 

P5：はい。 

LI：説明するとちょっと落ち着きますか？ 

P5：…落ち着きはしないです。 

LI：落ち着きはしない（笑）。 

P5：はい。 

LI：で、でも、ちょっと説明しようと、思うと、止められちゃうと、ちょっとドキドキする？ 

P5：はい。 

LI：説明、ドキドキして、何か説明したくなっちゃう？ 

P5：はい、そうです。 

LI：その感じを持っていてください。何か胸が詰まってドキドキしてる感じ。P2 さんどう
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ですか。今の、え～、何かこう、痛いなあ～っていうのを、少し、それに、どんな感じ？

好奇心を持つ、っていうよりは、何か気になっちゃって不安になりそう、っていうの、

そんな感じをどう思いますか、そういう自分を。 

P2：うん、怖いですね。 

LI：怖い感じがする。 

P2：ええ。 

LI：ちょっと怖い感じがしてますね。はい、じゃあ、ちょっと少しずつ、少し、センタリン  

グをするような感じで、2 人、ゆったり座ってみましょうか。皆さんも一緒にいいです  

か。はい、心と、身体と、こう、ゆとりを、作りながら、今、感じてる、その、ドキド 

キ感だったり、ちょっと怖いな、っていう感じだったり、あの～、今のその感じに、好  

奇心を向けてみましょう。これ、どんな感じかな？っていう。で、何かちょっと、名前  

をつけてください、今感じているものに。思いついたら、教えてください、お 2 人。今  

のその感じ。詰まっていたり、何か痛い、怖いなっ、ていう感じ。 

P2：ちりちりした感じ。 

LI：お名前は？ 

P2：ちりちり君で。 

LI：ちりちり君。 

P5：後遺症、ですね。 

LI：後遺症…… 

P5：…君、ですね。 

LI：後遺症君。後遺症君とちりちり君。 

P2：ちりちゃんでもいいです。 

LI：ちりちゃん。（P5 に向かって）後遺症君？ 

P5：はい。 

LI：はい。さあ、名前をつけました。後遺症君、どんな感じですか。今、後遺症君、どんな  

感じ？･･･今、あなたの後遺症君、どんな感じですか？ 

P5：それについて説明したくて、今、うずうずしてます（笑） 

LI：後遺症君は、どんな後遺症君ですか？ 

P5：あの･･･ 

LI：どうなってますか？ 

P5：今ですか？ 

LI：今、後遺症君。 

P5：･･･今は落ち着いているような気がします。 

LI：落ち着いている感じ。後遺症君、ちょっと何か、落ち着いている感じ。 

P5：はい。 

LI：ちりちり君。ちり君？ 

P2：ちりちゃんは、今、活発ですよ。 

P4：はは（笑） 

LI：ちりちゃん、今、どんな風？ 

P2：うん、あの～、どんな感じ？まあ、寄りかかると、ちょっと、痛みが来るんで、暴れて  
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るな、っていう感じ。 

LI：ちりちゃん、ちょっと暴れている感じですか？そうですか、はい。じゃあ、どうかな？

「暴れてる」って言われたら、「気分が良くなりましたか？」って聞きづらいですけど

（笑）。はい、ちょっと名前をつけました。どうですか、気分は。良くなりましたか？

それとも、悪くなりましたか？同じですか？ 

P5：同じだと思います。 

LI：（P2 に向かって）どうですか？ 

P2：少し、ほんの少しですけど、ちょっと気分が軽くなる感じがします。 

LI：軽くなる感じ、ですか。 

P2：ええ。 

LI：そうですか、はい。（気分が）同じだったらば、っていうのはあるんですけど、ちょっ

と、あの、もう、今日はそれは、しませんけれども。あの～、少し自分に、まず、痛く

なったりしたときには、ゆとりを、こう、センタリングをして、ゆとりを持って、ここ

に名前をつけてみる。何か名前、どうかな～って。ちりちゃん、どうですかぁ、とか、

好奇心、ええと、あ、後遺症君。ちょっと後遺症君、またちょっと、動いてますねえ･･･

（P5：軽く笑い）、のを、聞いてみましょう。はい、少し、今、ここにいる感じに、な

ってるでしょうか、どうですかね？ 

P5：はい、ここにいる感じになってます。 

（ここでエクササイズは終了し、このまま全体でセンタリングをしてグループ体験⑧に移

る） 

 

［解説］ 

 グループ体験③の解説にも記したとおり、SCT では、不安は何もないところから生まれ

ず、不安を喚起する思考と、感情の生理学的な合図についての誤った解釈からもたらされる

（Agazarian, 2001 鴨澤訳 2015）としており。その中でも感情の生理学的な合図、を取り

上げるのが、この「身体感覚から来る不安の解消」のエクササイズである。考え方としては、

人は、説明できないものや、馴染のない、何かよくわからない身体感覚に対して、あれこれ

思考をめぐらせて不安になり、その不安がさらなる不安を呼ぶ、それを解消するため、その

時に感じている感覚に好奇心を持ち、名前をつけて観察し、ゆとりをもって生じている感覚

を体験する、そうすれば、気分が良くなる、というものである。 

この手続きの最初、馴染のない感覚に不安になっている、それをどんな風に感じるか、に

関するやりとりで、P5 は「説明したくなる」「原因を知りたい、という気持ち」といった、

状態の説明、意見をもっぱら語り、P5 が感覚に名付けた「後遺症君」も、感覚そのものを

表しているというより、感覚が生じている理由の説明であった。とはいえ、一連のやりとり

には、P5 の本音が現れ、笑いもあり、知的に説明することに固執していたこれまでの P5 の

在り方とは違う、新しい体験が生じていたことが見て取れる。そのことは、この後の P5 の

語りにも表れている。一方、P2 は、生じている感覚を「怖い感じ」「ちりちりした感じ」と、

ありのままに言葉にし、「ちりちゃん」と名付けて、「今、活発ですよ」「暴れてるな、って

いう感じ」と、字義通りには望ましくない内容を語りながらも、語り口はどこかユーモアが

あり、気分は「ほんの少しですけど、ちょっと気分が軽くなる感じがします。」というとこ
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ろに落ち着いた。このエクササイズもまた不安解消のエクササイズなどと同様に、考えがも

たらす偏った認知を修正し、ゆとりをもって現実をありのままに受け止めて、体験の探求を

促すことを狙ったものである。 

 

 このエクササイズに続くグループ体験⑧で、めずらしく P5 が開始後すぐに「口火を、切

ります。昨日も話題になっていましたけども、１回目だったら、多分こういう風に、さっき

みたいなことは、自分じゃ言わなかっただろうな、と思ったんですけど、思わず手を挙げて

しまったんですよね。ですからそこは、自分が随分、馴染んできたのかなという感じを受け

ました。皆さんいかがでしょうか。」と発言した。そして“一歩、踏み出している感じ”、そ

れをメンバーみんなで共有している“安心”のサブグループへと展開したが、安心と同時に

日常生活に関する雑念があることをP3が語って、雑念のエクササイズで解消したところで、

P2 が P3 の雑念の体験につながって、再び、痛みを持ち出したため、P2 に対しても雑念の

エクササイズを実施した。以下に、P2 の雑念のエクササイズと、その後の不安解消のエク

ササイズを示す。 

 

LI：じゃあ、ええと、あなたを、今のここから、グループの外へ、気持ちを行ってる、その、  

まず、事実を先に、気持ちを次にお願いします。 

P2：うん、身体がやっぱり、ちりちりと痛むので…… 

LI：ここが痛む、っていうのは事実ですね。 

P2：ええ。だからこう、座ると、ちりちりするという、余計暴れてくるので、ええ。なんか、  

ちょっと不安、不安に駆られる、気がする。 

LI：今、身体が、痛んでいて、何か、こう、ちりちり痛むっていう、のが、今の事実ですね。 

P2：はい。 

LI：で、その事実、ちりちり痛む、っていうその感じは、どんな感じがしますか。 

P2：･･･不安です。 

LI：不安。 

P2：ええ。 

LI：どういう不安ですか、それは。 

P2：･･･多分、経験的に…… 

LI：不安は、何もないところから出てきません。 

P2：多分、過去の体験からだと思いますよね。 

LI：過去の体験というのは？ 

P2：ええ･･･食べ物はなし、飲み物もなし、で、生活しなさいって言われる、言われて、い

た…あの、点滴だけで生き、まあ、何カ月もいたんですけれど。あの、比較的食べるの

がやっぱり好きなので、昨日も、料理をしていろいろ作っていたんですけれど、そんな

こともまた無くなるのかな、という不安もあるし。 

LI：それは悲観的な予測をしてる、ということですよね。 

P2：はい。 

LI：これが続いたら、何かまた、料理の楽しみとか、食べるっていうことがなくなるんじゃ  

ないかっていう（P2：ええ）、悲観的な予測をしている。 
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P2：はい。 

LI：はい。あなたは未来を 100％予測できると信じてますか？自分が。 

P2：いいえ。 

LI：･･･今のこの感覚、もう一回、ちりちゃん、どんな感じですか？ 

P2：暴れるんじゃなくて、るんるん、踊ってる。 

P4：あはは（笑） 

LI：（笑）るんるん、ちりちゃん、るんるん踊っている、感じが、してますか？ 

P2：ええ。･･･あの～、ただ不安ではなくて、不安、不安、というよりは、ここに今いる、

っていう感じで、感じが、すごく良くて。暴れてはいます、ずっと。暴れてはいるけれ

ど、不安、は少し、ここにいることで楽になってきた。 

LI：ちょっとその、るんるんしている感じのちりちゃん、それを感じているっていうのは、

その今の……、不安は、あんまりない？ 

P2：不安、不安はあんまり、不安はあるんですけれど（笑）、怖いの…… 

LI：どんな感じですか？どんな感じですか？ 

P2：怖いのもあるんですけれど、それはそれで、まあ、･･･今、検査もしていますし、それ

が出てくれば、それで…… 

LI：はい、説明が出てきていますけど（笑）。 

P2：そうそうそう（笑）。そのとき考えればいい。 

LI：そのるんるんしている感じは、P2 さん自身にもありますか。それとも、るんるんして   

いる“ちりちゃん”を持ってて、どんな感じがしますか？ 

P2：邪魔くさいな、と思って。 

LI：邪魔くさいな。邪魔くさいな～、っていう感じで１人ずつ見てってください。何か邪魔  

くさいな～っていう感じで。 

（※P2 がメンバーとアイコンタクトを一周） 

LI：…こっち（リーダー）も見てください。…どうですか？よりここにいる感じになりまし 

たか？いませんか？同じですか？ 

P2：いや、いる。よりここにいる感じには、なりました。･･･ちょっと安心しました。 

［解説］ 

 P2 に限らず、痛みの感覚や、説明ができないもの、未知なるものに思考をめぐらせ、不

安が生じ、それがさらに不安を増幅する、という体験に、気が付けばあっという間に取り込

まれていることは、誰にでも生じることである。SCT ではそういった体験、考え、認知の

偏りにできる限り早急に介入し、現実検討を促すが、ここでの P2 へのリーダーの介入も同

様である。まず、事実と P2 の考えを分け、それでも尚、事実から生まれる感覚や気持ちで

はなく不安を語るP2に、不安のもとになっている過去の体験や悲観的な予測を明らかにし、

その悲観的な予測を「あなたは未来を 100％予測できると信じてますか？」と修正し、結果、

P2 の“ちりちゃん”は、「るんるん、踊ってる」になった。とはいえ、まだ怖さも不安も感

じていた P2 は、リーダーとのさらなるやりとりで、るんるん踊るちりちゃんを擁している

自分の体験を「邪魔くさいな」と言葉にし、単に“るんるん”という楽しさやここち良さだ

けではない、怖さも不安もある体験を“邪魔くさい”という、換言すればフラストレーショ

ンを感じる体験として統合するに至った。 
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 ここまでを、グループで一緒に体験していたメンバーは、それらから得た気づきをこの後、

次々と語り始めた。 

 

P5：すごくあの、今、二人（P3 と P2）、お二方が話してた時に、あの、説明したいってい

うかこう、雑、雑、雑念、うん？でしたっけ？ 

LI：雑念とかまあ、思考がね、出てくる。 

P5：が、あった、ということには、非常に共感して、それで、今のエクササイズで、少し、

あの（P3 の）どうでもよくなったとか、あの、（P2 の）楽になったとかっていう話を

聞いたときに、うん、自分も説明したいんだけど、そうじゃない方向から何かこう、見

るっていうこともあるんだな～、というふうなことを、すごく感じました。だから、あ

の…… 

LI：どうですか、わくわくするとか。 

P5：うーん。わくわくするまでは行かないですけど（笑）。 

LI：（笑）行かないか。 

P4：ははは（笑） 

P5：ず～っと、説明したい、っていう風に、思ってきて、今日も、さっきもまあ、そうだ  

ったんですけど、あの、隙あらば説明してみようかな（笑） 

全体：（笑） 

P5：と思ってたんですけど。 

LI：ナイス！隙あらば（笑） 

P5：あの、そ～じゃない生き方っていうか、こう、捉え方もあるのかなっていうふ  

うに、今、お話を聞いていて感じました。それで、それはあの、何ていうのかな…… 

LI：それは、あの、説明～が（笑）。 

全体：（笑） 

P5：（説明しようとするのをやめて）そう、感じました（笑）。以上です。皆さんいかがでし  

ょうか。 

（中略） 

P4：何かこういう、世界が、あるん、だな、っていうことを（笑）、何か、すごく不思議な

感じがして（中略）今までとは何か違う、感じ、で、でもそれを、うまく言葉にできな

い、感じがあります。 

（中略） 

P3：私はあの、先ほどから、ここにいるという感覚が、何かもっと、何か実感、してきたか

な、という気がしますね。その、いろんな雑念が、あるんです。その～、仕事もそうで

すし、身体の痛みもそうだし。だけど、あ、今、ここ、今はここにいるんだな、という

感覚、が、強く、感じているんですけども、皆さんはどうでしょうか。 

P6：（P3 を伝え返して）えっと、先ほどの、雑念のエクササイズから、えっと、自分がここ  

にいるっていう感覚に戻ってきて、今、現在、ここにいるっていう気持ちが強くなって 

いるって。 

P3：そうそう、気持ちが強くなって。 

P6：ええ、はい。うん、えっと、私も、そこに共感する、っていうか、常に雑念がある感覚、  
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雑念がもう、ここにあったんですけど、今、今日は、割と雑念がなくて、ここにいる、

っていう感覚が、すごくあるんですよ。 

（中略） 

CoL：うんと、雑念があるな～、というのがまず、同じで、ええと、こう、雑念のエクササ  

イズしているのを見て、何か、ここにまあ（笑）、ちょっと、何でしょう、ボタンがあ

るんですけど。背中が当たると、あー、気になる（笑）、みたいな雑念が、私も発生し

ていたのが、人の雑念を扱っているのを見たら、何か、自分もその雑念がどこかに行っ

たような感じがして、ここに、いるなあっていう感じに、自分の雑念を扱っていないの

に、なれるっていうのは、すごい不思議だなあ、っていうのが思って。その、何か見て

いるだけで、ここにいる、に戻ってきたっていうのが、あー、今、ここにいるわ、って

いうのを感じています。皆さんどうですか。 

（※しばし沈黙） 

P2：人の、雑念が、あるなっていう、そういうエクササイズを見て、自分のじゃないんだけ  

れど、聞いているだけでも、何かここにいる、っていうことを感じられた、っていうこ  

とですよね。エクササイズをした人間からすると（笑）、あの･･･すごくさっきその、泣  

きそうになりました。あの、やっぱり、雑念、ってものすごくたくさん、痛いと出てく  

るんで、あの～、それが不安を生んでくるし、雑念も生んでくるんだな、っていうのを、  

エクササイズをすることで分かると、まあ、痛いだけって。痛いのは痛いだけ、ってい  

うところで止まれるなっていうのと、ここに、それを分かってくれる人が、いるんだな、  

っていうことが、すごく感動して、ちょっと泣きそうでした。ええ、正直なところ。す 

ごく、安心できました。皆さん、いかがですか。 

（中略） 

P4：私も何か、安心するっていう感じ～、がしていて、何かとても、温かい気持ちで、ここ   

にいるな、っていう（P1：うん）気がしています。皆さんはいかがでしょうか。 

P1：今、温かい気持ちに、なっているということですね。私も、そのように思います。皆さ  

んどうですか。 

（中略） 

P2：その、自分の気持ちを共感してくれてる、っていう、感覚がすごくあるので、それがや  

っぱり、温かく感じられる、うん。それで、同じようにやっぱり、うん、すごく、今、 

興味が湧いて、好奇心が、非常に向いてると。皆さんいかがですか。 

（中略） 

P3：･･･いや、私も、まあ、さっきも言ったように、まあ、痛み、とか、そういうの、実は

皆さんも抱えているという、ことを知って、何かすごく共感が、増してまして。それを、

まあ、ここで言えるんだ、という場であるんだ、というところで、安心感が増してる、

感じがします。皆さんはどうでしょう。 

P6：うんと、P3 さんと同じように、痛みを、お持ちの方がいて、そのことを、ここで、話 

せるんだ、ということに対して、共感を持つっていう…… 

P3：安心感が増して。 

P6：安心感がある、ってことで、すね。 

P3：はい。 
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P6：あの、何か今日になって、昨日までとはやっぱり、こう、全体がまとまってきていると 

いうか、気持ちが、共有されているような気は、しているんですね。P4 さんがおっし

ゃったように、まあ、この気持ちを共有して、はい、共有して終わり、っていうんでな

くて、何か、できるかな！っていう好奇心は、私も持っています。皆さんはいかがでし

ょうか。･･･あ、ていうか、付け足しで、ここで、終わらせないでって、まだ、先に続

くような、ことができたらいいな、という気持ちがあります。 

（この発言に CoL がつながって、自身の体験を語ったところで時間になり終了した） 

 

［解説］ 

 ここでの語りは、体験の説明や解釈などによって個別の意味が付された体験ではなく、誰

もに共通するありのままの体験が語られた時、実際の現象としては同じことを自身が体験

していなくても、そこに共通するものを見出し、同じ体験を共有している仲間がいることを

知り、あたたかさや好奇心が生じていることを表しているだろう。それとともに、これまで

自分たちが経験してきたやり方や体験の仕方とは違う体験の仕方、世界があるらしい、とい

うことも、同時にメンバーが感じ取っていることがうかがえる。 

 

3. 考察 

2.結果で示した解説の中に、考察も含んで論じたため、ここでは短く全体の考察を行う。

冒頭でも述べたように、本研究のグループでは、がん体験者のサポートグループなどで一般

的に語られることの多い、がんの罹患体験、日常生活の苦労などの「その時、そこで」の体

験はごく一部、語られるに留まっていた。その一方で、「その時、そこで」生じていたがん

をめぐる事実に対する、「今、ここで」の気持ちや、がんと関わる今の痛み、気持ちなどは

多いに語られていた。とはいえ、本節で示した実際の語りからもわかるように、それらは容

易に出現したというよりも、リーダーの介入と、メンバーの努力によって成し遂げられたも

のであったと推察される。Classen & Spiegel（2011 内富ら監訳 2013）が述べるように、

一般的なグループでは語ることが抑圧されたり、回避されがちな、「死」「悲しみ」「恐れ」

「痛み」は、このグループでも同様に、語り始めは抑圧されたり回避されていると思われる

形で語られていた。そのされ方は、曖昧で不明確な言葉の採用であったり、事実の解釈や説

明であったり、事実と意見を組み合わせて「してはいけないことをして申し訳ない」という

枠組みによる、ありのままの気持ちの回避であった。それらをリーダーは、SCT の手続き

に従って介入を行って、抑圧や回避という防衛の解消を試みた。そして、「今、ここで」の

ありのままの体験の語りを促すことで、がんをめぐる体験の中でも、通常は回避されがちな、

「今、ここで」のありありとした感情が語られ、メンバーは、実際の現象としては他者と同

じことを体験していなくても、他者の体験の中に自身と共通する要素を見出し、互いの体験

を共有し、あたたかさやさらなる好奇心が生じたと推察された。このことは SCT が感情表

出を促すための具体的介入技法と考え方を持っていること、それを用いたことで感情の表

出とそれがもたらす効果等、グループ・サイコセラピー一般にみられるような心理的な効果

が生じた可能性、その一例を本研究が提示し、また、がんのサポートに有用な手法に SCT

がなり得る可能性も、同様に一例として提示したといえるのではないだろうか。それと同時

に、少なくとも今回のグループにおいて、機能的サブグループを用いることで、深い感情体
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験を扱うための安全な枠組みを設定したとしても、その枠組みの安全性が十分かどうかの

判断は実際には難しかったことが示されたといえるだろう。 
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⤊❶� ᮏㄽᩥࡢ⥲ᣓ 
 
� ᮏㄽᩥ࡛ࡢࢳ࣮࣭࣮ࣟࣝࢢࡣᡭἲࠊSCT!㸦Systems-Centered Therapy/Training/ 
Approach㸧ࡢࡑࠊ࡚࠸ࡘ᰿ᣐᵓᡂ࠸࡚ࡋ⌮ㄽグ㏙ࡧ࠾ࠊࡇࡍᐇ㝿࣮ࣝࢢࡢ

SCTࠊࡌ㏻ウ᳨ࡢ ᬒ⫼ࡢࡑࠋࡓࡗ⾜✲◊ⓗ┠ࡇࡍ♧ᚩ≉ࡢ㊶ᐇ᪉࠼⪄ࡢ

ேࡢᑓ㛛㡿ᇦእࡘࠊࡉᐇド࠺ࡢࡣ᰿ᣐ⤌ㄽⓗᯟ⌮ࡍㄝᚰ⌮ຊືࠊࡣ

㊶ᗋᐇ⮫┙ᇶࡇ࠺ᢅᚰ⌮ຊືࡓࠊࡢ࠸࡚ࡗᗘᣢ⛬ࡢㄝᚓຊࠊࡋᑐࡕࡓ

࠺࠸ࠊࡢࡉಖド࡚ࡋ࠸ࡣᑓ㛛ᛶࡢࢺࢫࣆࣛࢭࢥࢧࡍ 2 ࡗ࠶ࡀ࠸ၥࡢࡘ

࡚ࡋࡑࠋࡓ SCT ࡇࠊࡣ࡚ࡋ⏤⌮ࡓࡆୖྲྀ 2 ᚓࡀ၀♧ࡢ➼ఱࡍᑐ࠸ၥࡢࡘ

SCTࠊࡇ࠶ࡀᛶ⬟ྍ ࠶ࡀ≦⌧࠸࡞࠼࠸ࡣ༑ศࡔᅜෆእ࡛ᮍࡣ✲◊ࡍ㛵

ࡀㄆ▱⾜ື⒪ἲࠊࡀ࣮ࣆࣛࢭࢥࢧ࠺ᢅᚰ⌮ຊືࠊ࠼ຍࡑࠋࡓࡗ RCT㸦Randomized 
Controlled Trial㸧ࠊ⒪ຠᯝ᳨ࢫࣥࢹࣅࡢド࡛ᡂᯝࡢ࠸࡚ࡆ࠶ẚࠊ࡚ࡋᐇ

ドⓗᇶ┙Ⓨᒎ࠺࠸ࡏࡉⅬ࡛㐜ࡣࡢࡓࡁ࡚ࡗ㛫㐪ࡋࡋࠊࡇ࠸࡞࠸ᐇド◊✲

ࡢ࡚ࡋࠖࢻ࣮ࢲࣥࢱࢫ࣭ࢻ࣮ࣝࢦࠕ࠸࡚࠸⏝ࡉ㔜ど࡚ࡋ᪉࠶࡞Ꮫⓗ⛉ࠊ࡛

RCT ࡍඞ᭹ၥ㢟㸦Midgley, 2019㸧ࡉ࠸ࡋ㞴ࡀࡇࡍ⫣㈉㊶ᗋᐇ⮫ࡢሙ⌧ࠊࡣ

ࡣࡋ࠸࡞㇟⌧ࡢᐇ㝿ࡕ࡞ࡍࠊᡭἲࡢ✲◊࡞㉁ⓗ࡚࠸࠾ウ᳨ࡢ࣮ࣝࢢࡣᮏㄽᩥ࡛ࠊࡃ

◊࡞㉁ⓗࠊࡇࡢࡑࠋࡓࡋࡇ࠸⏝࡚ࡋ᪉ἲ࠸࡞ࡉ㞳ษࢱ࣮ࢹ⬦ᩥ

ࡍ⫣㈉࡛ࡋᑡᛶ⬟ྍ࡞ࡢࡃ㛤㐨ࡅࡘࡧ⤖㊶ᐇ✲◊ᐇドࠊࡀᡭἲࡢ✲

 ࠋࡓࡋᣦ┠ࡇ
� ᮏ❶࡛ࠊࡣᮏㄽᩥࡢ⥲ᣓࠊࡋ࡚ࡋSCT ᚋ᭱ࠊࡌㄽ࡚ࡓ࠶ᚩ≉ࡢ㊶ᐇ᪉࠼⪄ࡢ

 ࠋ࡚࠸ࡘᮏㄽᩥయ
 
 

➨1⠇ SCT  ᚩ≉ࡢ㊶ᐇ᪉࠼⪄ࡢ
 
1.� ᮏㄽᩥ✲◊ࡢᚓࡓ▱ぢ 
� ➨ 1 SCTࠊࡣ࡛❶ ࠼㋃ᒎ㛤ࡉண⯡୍࣮ࣝࢢࠊᚋࡢࡑࠊࡋ♧ࡕ❧ᡂࡢ

࡚ SCT SCTࠊࡋグ㏙ㄽ⌮࠸࡚ࡋᵓᡂ᰿ᣐࡢ ࠋࡓヨࡃࡍ♧ᥦᚩ≉ࡢ᪉࠼⪄ࡢ

SCT ࠶࡛⪅ጞࡢ Agazarian ከࡢᗂᑡᮇ࠺࠸࠸ࡓࡋゎ㇟⌧࠶ࡢ୰ࡢୡࠊࡣ

ឤ࡞య㦂ࠊᏛ࡛ဴᏛᏛࡪ୰࡛ࡉᒎ㛤ࡢࡑࠊࡋᚋࠊ࡚⤒⦌⤒ࡢࡘࡃ࠸ࠊ⢭⚄ศ

ᯒᏛࠋࡓࡗ࡞࠺ࡪᙼዪࡣ⢭⚄ศᯒࡢጞ⪅ Freud ࠊࡀࡓ࠸ᢪၥᮏ⬟ㄽࠖࠕࡢ

⢭⚄ศᯒ◊✲ᡤ࡛᭱ึᙼዪࡀグࡓࡋㄽᩥࡢ୰ࠊᡂ⇍ࡢ࡞␗ࡣ㆑ูࡇࡍྜ⤫ࡋ

࠼⪄ࡢᙼዪ࡞␗ࡣࡑࠊ⢭⚄ศᯒࠊࡋ♧࠼⪄ࡢᙼዪ࠺࠸ࠊࡉࡓ

ࡉጞᚋࠊࡣ࠼⪄ࡢᙼዪࡓࡋ♧ࡢࡇࡓࠋࡓࡋ࠺ࡏࡉㄪ SCT ୰᰾ⓗࡢ

ᡭἲ࡛࠶ᶵ⬟ⓗ࣮ࣝࢧணぢࡘࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡍ Agazarian ᚰ⌮ຊືࠊࡣ

ㄝྀྲࠊࡋ ࡉ࡞ࡢࡑࠊࡌࡣࡢࡓ࠸ᢪၥ⢭⚄ศᯒ࠶ㄽయ⣔࡛⌮࠺ᢅ

ၥ࠸⪅ඹ᭷ࠊࡋ⌮ゎ࡛ࡁᙧࠊࡣࡉࠊࡍ⌮ㄽⓗ᰿ᣐᇶ࡙ࢭࢥࢧࡃ

ᙼዪࠊࡣࡇࡢࡑࠋ࠺ࡔ࠼ゝࡓࡗ࠶ே࡛ࡓ࠸○ᚰࡏࡉⓎᒎᡭἲࡢ࣮ࣆࣛ

͆ࠋ࠸࡚࠶ࡇ࠸࡚㏙࠺ࡢ୰࡛ḟࡢ⪅ⴭࡀ ࠊࡗࡎ࡛ࡇࡣᚿࡢ⚾

ɔࠊ࡚ࡋ⩏ᐃᵓᡂᴫᛕࡢㄽ⌮࡞░༑ศࠊ࠾࡞࡚ࡋࡑ ᡂᴫᛕసฟࡓࡉᡭἲ
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ɔࠊࡁࡘࡧ⤖࡞☜ ᡂᴫᛕᘬࡁฟࠊ࡚ࡋࡑࠊࡇࡍ࠺ࡏᢏἲࡇ࡚ࡗ

͇ࠋ㸦Agazarian, 2001 㬞⃝ヂ 2015, p.205㸧࠶࡛ࡇࡃ࠸࡚ࡋ⏝㐺㊶ᐇᡭἲࡢ  
� Agazarian ࡣ TLHS㸦A theory of living human systems㸧㸭ࣜࢩ࣭࣮ࣥࣗࣄ࣭ࢢࣥࣅ

࡚ࡋᡭἲࡃᇶ࡙ㄽ⌮ࡢࡇࠊࡋጞㄽ⌮ࢸࢫ SCT TLHS ࠋࡓࡋฟ⏕ ࠊࡣ࡛ ࢿ

ࡢࢸࢫࢩࡢᙧྠࡘᣢᛶ㉁࠺࠸ࠊ࠺⾜ಟṇື⮬ࠊ࠶ᶆᚿྥ࡛┠ࠊࡋయ⣔࣮ࢠࣝ

㝵ᒙᐃ⩏࡚ࡋࡑࠋ࠸࡚ࡋ TLHS ⩏ᐃ㝵ᒙࡢࡑࠊ࠸⏝ㄒ⏝࠺࠸ࢸࢫࢩ࡚࠸࠾

ࡍᴫᛕ࡛ㄝࡧ࠾ㄒ⏝࡞␗࣮ࣝࢢಶேࠊ࠺ࡢㄽ⌮ࡢᚑ᮶ࠊࡇࡍ

ࠋࡓࡗ࡞⬟ྍࡀࡇࡍ㊶ᐇࠊඹ㏻⏝ㄒ࡛ㄝ࠺࠸ࠖࢸࢫࢩࠕ⪅୧ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ

⩏ᐃᙧᛶྠࡢࢸࢫࢩࡧཬࠊࡇ࠸࡞ࡁ࡛ࡀࡇ࠼⪄࡚ࡋ㞳ษࢸࢫࢩࡢࠎಶࠊࡓ

ࣞࡢ࡚ࡍࡢࡣࡑࠊ࡛Ꮫ࡚࠸ࡘࢸࢫࢩࡢࣝࣞࡢࠊࡢ୰ࡢ㝵ᒙࠊ࡛ࡇࡍ

ࡃࡑࠊࡣࡧᏛࡢ࡚࠸ࡘࢸࢫࢩࡢಶேࡤ࠼ࡓࠊ࡞ࡧᏛࡢࢸࢫࢩࡢࣝ

ᐙ᪘ࠊ♫ࡢ࡚࠸ࡘࢸࢫࢩ࠶ࠊ࡞Ꮫࡣࡇࠊ࠾࡚ࡋࠊ࡞ࡧ TLHS ࡢ

⌮ㄽࡢ≉ᚩ࡚ࡋ㔜せ࡛ࠋ࠶ 
ࡢࡇ TLHS SCTࠊ࡚࠸ᇶ࡙ ⓗ┠ᡂ㛗ࡢࢸࢫࢩࠊኚᐜ࡞ᚰ⌮ⓗࠊ࠸ᢅᚰ⌮ຊືࡀ

ࡀࡇ࠸࡚ࡋ㔜ど㝿࠺⾜ࢳ࣮࣮ࣟࣝࢢࡣ࠸࠶࣮ࣆࣛࢭࢥࢧࠊ

 2 Ⅼ1ࠋࡆ࠶ ධࡓࡋ༶ࡑࠊࡋゎ⌮Ⓨ㐩ẁ㝵ࡢ࣮ࣝࢢࠊࡣࡘ SCT ᡭࡢ

㏿ࡀ࣮ࣝࢢࠊࡉಁࡀ᥈ồసᴗࡢᚰ࡛ࡇࡍ࠺ࡑࠋ࠶࡛ࡇ࠺⾜࡚ࡗᚑࡁ⥆

ࡀຠᯝ࡞ᚰ⌮ⓗ࡞࠺⯡୍࣮ࣆࣛࢭࢥࢧ࣭࣮ࣝࢢࠊࡕ࡞ࡍࠊࡍⓎ㐩

ࠊ࡞ࡃࡍ⾲ SCT ➨ࠊほⅬ࡛ࡢࡇࠋ࠸࡚࠼⪄ࡣ࡛ 2 ➨ࠊ❶ 3 ᳨࡚࠸࠾❶

ウࡎ࠸ࠊࡣ࣮ࣝࢢࡓࡗ⾜◊✲┠ⓗ࡛ᙧᡂࠊࡓࡉฟ᮶ࠊ࠶࡛࣮ࣝࢢࡢࡤࡓ

SCTࠊ┦ᵝࡢ࣮ࣝࢢ ᶒ͆ࡢࡑࠊẁ㝵ࡢᶒጾ㸭authority͇͆ࡢⓎ㐩ẁ㝵ึᮇࡍᐃࡀ

ጾ͇ࡢẁ㝵ࡢ୰࡛͂ࡢึ᭱㏨㑊̓ࡢẁ㝵ࡢ࣮ࣝࢢࡢ≉ᚩ࣮ࣝࢢ࡚ࡋࡑࠋࡓ࠸࡚⌧ࡀ

࡚ࡁ㉳࡛࣮ࣝࢢࡀ࡞ࡕᣢどⅬࡢⓎ㐩ẁ㝵ࡢ࣮ࣝࢢࡢࡇࠊࡣ⪅➹࠶࡛࣮ࢲ࣮ࣜࡢ

ධࡓࡋ༶ࡑࠊ࡚ࡋゎ⌮㇟⌧ࡓ࠸ SCT 㛵ධࠋࡓࡗ࠸࡚ࡗ⾜࡚ࡗᚑࡁ⥆ᡭࡢ

➨ࠊࡣ࡚ࡋ 3 ➨ࠊ❶ 4 ⠇ࠊࡢᐇ㝿ࡢࣥࣙࢩࢭࡢᑐヰ㒊ศⓗ࡚ࡆୖྲྀグ㏙ࡓࡋ୰࡛

࡚ࡋ⪃ᐹࠋࡓࡋ 
� ࠺ 1 ࡘ SCT ࡋ࠾࡞ⓗ♫ࡤ࠼ࡓࠊつ⠊ࡢ➼ఱ࣮ࣝࢢࠊࡣࡇ࠸࡚ࡋ㔜どࡀ

ࣝࢢࠊࡀ᪉ᅾࡢࣥࣙࢩ̿ࢣࢽࣗࢥ࡞㜵⾨ⓗ㊥㞳⪅࡛࡞ࡍỿ㯲

࣮ࣝࢢつ⠊㸭⎔ቃࡢ࣮ࣝࢢ࡞࠺ࡍ㐍ಁ᥈ồసᴗࡢᚰࠊ๓࡞つ⠊ࡢ࣮

SCTࠊࡓࡢࡑࠋ࠶࡛ࡇࡍタᐃ ࢭ࣭ࣝࣀே㸭ࡍタᐃቃ⎔ࠊࡣࢺࢫࣆࣛࢭࡢ

࣮ࣝࢢࢧᶵ⬟ⓗࠊࡣලయⓗࠋồࡀࡇᙺࡢࠊ㸸norm setter࣮ࢱ

ᙧᘧࡢㄒࠕ࠺࠸ 㸭here and now࡛ࡇࡇࠊࠕࠊࠖ ෆᐜࠖࡢㄒࠕ࠺࠸ㄒయ㦂ࠖࡢ

ࡢࡇࠊࡓࠊࡇࡍタᐃ SCT つ⠊ࡢ࣮ࣝࢢࠊࡋᑟධ࣮ࣝࢢึ᭱᪉ㄒࡢ

࣓ࠊࡀࡇࠋ࠶࡛ࡇࡍ ࣮ࣝࢢࡢᚑ᮶ࡍヰ࠺࠸ࡓࡋヰࡇ࠸ࡓࡋヰࡀ࣮ࣂࣥ

SCTࠊ ࡇࠋ࠶Ⅼ࡛࡞␗ࡃࡁࡢ࣮ࣝࢢࡓ࠸⏝ SCT ➨ࠊ࠼ࡩ᪉࠼⪄ࡢ 2
➨ࠊ❶ 3  ࠋࡓࡗ⾜ウ᳨࡚࠸ࡘ࣮ࣝࢢࡢᐇ㝿ࠊࡣ࡛❶
� ➨ 2 ㊥㞳⪅ᙧ࡛ࡊࡉࠊ࡚࠸࠾ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗࢥࡅ࠾࣮ࣝࢢࠊࡣ࡛❶

ⓗ⯡୍ࡢேࠊࡍࡀ࡞ࡋㄆ☜ព㆑ⓗ࣭↓ព㆑ⓗ࠺ࡁಙ㢗࡛ࠊᅗ

ἣ≦ࡍὶ࡚ࡋᏳᚰಙ㢗㛵ಀࡢ⪅ࠊࡣ࠸⯙ࡢࡇࠋࡓࡋ┠ὀഴྥࡢ࠸⯙࡞

㜵⾨㸭defense࡚࠸࠾⢭⚄ศᯒࠊ࠶࡛ࡍᏲ㌟ࠊ࡞ᚲせ࡛ࢫࢭࣟࡃ⠏ ࡤ

ഃ࠸࡚⾜࡚ࡗ࠶ࡀᚲせࠊ࠶࡛ࡍᏲ㌟ࠊࡃࡈࡢྡࡢࡑࡣ⾨㜵ࠋ࠶࡛ࡢ
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㠃୍࠶ࡀ᪉࡛ࠊ㜵⾨ᚰࡀ࣮ࢠࣝࢿࡢᑓὀ࠸࡚ࡀ≧ែ࡛ࠊࡣᚰ⌮ⓗ࡞ኚᐜᡂ㛗

ࡓࡢࡑࠋ࠶ᅔ㞴࡛ࡣࡇ㐍᥈ồసᴗࡢᚰࠊ࡞ᚲせ SCT ࡚ࡋゎᾘ⾨㜵ࠊࡣ࡛

ƫࠊࡃసቃ⎔࡞࠺ࡁ᥈ồసᴗ࡛ࡢᚰᏳ ⬟ⓗࡓࠊ࠸⏝ࡀ࣮ࣝࢢࢧ

➨࡛ࡇࡑࠋ⾜ࡀ㡰ᗎ❧࡚࡚ධ࡚ࡋ༶Ⓨ㐩ẁ㝵ࡢ࣮ࣝࢢ 2 ࢧᶵ⬟ⓗࠊࡣ࡛❶

ࠊ㸦௨ୗ࣮ࣝࢢࡓ࠸⏝ᡭἲ࡞ᚰ⌮ຊືⓗࠊFSG㸧ࠊ㸦௨ୗ࣮ࣝࢢࡓ࠸⏝࣮ࣝࢢ

PsyG㸧◊✲┠ⓗ࡛ᙧᡂࡢ࣮ࣝࢢࡇࠊࡋᵝ┦ SCT ࠸⏝࣮ࣝࢢࢧᶵ⬟ⓗࡀ

ࡢ୰ࡢࡑࠋࡓࡗ⾜ウ᳨࡚ࡋ┠╔㇟⌧࠸࡚ࡋᐃ⾲ࠊ࡛ࡇ 1 Bion㸦1961㸧ࠊࡣ࡛ࡘ
ࡢᇶᗏⓗᐃࠖࠕࡓࡋᴫᛕほⅬࡢຊືࡢ࣮ࣝࢢ⾨㜵ࡀ 3 ࠊ࣮ࣥࢱࣃࡢຊືࡢࡘ

౫Ꮡࠕ 㜚த㸭㏨㑊ࠖࠕ ࡢసᴗࠖࠕࡍ༠ാᛶⓗ⌮࡚ࡋ༠ຊ࠸ࡀ࣮ࣂ࣓ࣥࠊࠖࠖࠕ

ຊື⌧ࡢ᪉ᣦᶆ࡚࠸⏝ẚ㍑᳨ࠊドࡢࡑࠋࡓࡗ⾜⤖ᯝࠊ➨ 2 ᅇࡢᚰᛶࠊࡀFSG
 PsyG PsyGࠊࡇࡢࡇࠋࡓࡗ㧗᭷ពࡀ᪉ࡢ ᐇ㉁ึᅇ࡛ࡢయ㦂࣮ࣝࢢࠊࡣ࡛

➨࠶ 2 ᅇࠊᏳࡀඃໃ࡛࠶ᛮ≧ἣࡢ୰ࠊస୍࡛ࡇⓗ࡞Ᏻᚰឤ

ᚓ࡚ࠊⴱ⸨ࡀ⾲㠃࠺࠸࡞ࡋ㜵⾨࠸࡚ࡋ≧ែࡀ FSG  PsyG ࡇࡓࡗ࠶ඃໃ࡛ࡀ᪉ࡢ

ࡣసᴗᚰᛶࠊࡓࠋࡓࡉ ᥎ࡀ FSG ➨ࠊࡀᚓⅬࡢ 3 ᅇࠊ➨ 5 ᅇ࡚࠸࠾ PsyG ᭷

ព㧗࠺࠸࠸⤖ᯝ࡛͆ࡣࡇࠋࡓࡗ࠶ᶵ⬟ⓗ͇࣮ࣝࢢࢧᙧᡂ࡚ࡋㄒࠕ࠺࠸ㄒ

FSGࠊࡣ᰿ᣐࡓࡢࡑࠋࡓ࠼⪄ࡓ࠸࡚ࡋᙳ㡪ࡀᙧᘧࠖࡢ ⛣᥎ࡢసᴗᚰᛶࡅ࠾

୍ࠋ࠶࡛ࡇࡓࡗ࠶ࡀ㛵┦ࡢṇ࠸㧗࡚ᴟࡀ⛣᥎ࡢᚓⅬࡢ࣮ࣝࢢࢧᶵ⬟ⓗ ᪉࣓ࠊ ࣥ

ࡣ㊊ᗘ‶ࡢ࣮ࢼࢭᶆ㐩ᡂᗘ┠ࠊࡣ࡚ࡋయ㦂࡞ព㆑ⓗࡢ㌟⮬࣮ࣂ FSG ࡀ᪉ࡢ

PsyG ࣝࢢࡢᅇࠊࡃ࡞ࡣ᭷ព࡛ィⓗ⤫ࡣᕪࡢࡑࠊࡢࡢࡓࡗ㧗ࡣࢪ࣮ࢸࣥࢭ࣮ࣃ

FSGࠊ࡚࠸࠾࣮ ࡞࠼࠸ᴫ୍ࡓ࠸࡚ࡉయ㦂ࡔ㐍ࡀ᥈ồసᴗࡢᚰࡀ᪉ࡢ

➨ࡢ࣮ࢼࢭࠊࡢࡢࡓࡗ࡞ࡣ᭷ព࡛ࠊࡀᚓⅬࡢసᴗᚰᛶࡣࡇࠋࡓࡗ 2 ᅇ࣮ࣝࢢࠊయ

㦂ࡢᐇ㉁ึᅇ᭱ࠊ⤊ᅇࡢ➨ 6 ᅇ࡚࠸࠾ PsyG ࡀ᪉ࡢ FSG ࠺ࡇࡓࡗ㧗

 ࠋࡓ࠼ࡀ
� ୖグຍࠊ࠼➨ 2 SCTࠊࡣ࡛❶ ࡚ࡋࡢࡍฟࡁᥥᢚไຊ᥎㐍ຊࡢ᥈ồసᴗࡢᚰࡀ

࣭ࢫ࣮ࣇࠊ࠸⏝ 㸭force fieldࢻ࣮ࣝࣇ ᳨ࠊẚ㍑ࡢほⅬࡢ ウᐇࡢࡑࠋࡓࡋ⤖ᯝࠊ

2 ࡗ࡞␗Ⅼ࡛࠺࠸ᙳ㡪ຊࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗࢥ࡞㜵⾨ⓗࠊࡣయ㦂ࡢ࣮ࣂ࣓࣮ࣥࣝࢢࡢࡘ

PsyGࠋࡓ࠸࡚ ࡣ࣮ࣂ࣓ࣥࡢ FSG 㜵࠸࡚ධࡅཷࡃᗈ᪥ᖖⓗࠊẚ࣮ࣂ࣓ࣥࡢ

⾨ⓗࡕ࡞ࡍࠊࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗࢥ࡞♫ⓗ࡞ヰ㞧ㄯࡋࠊ✚ᴟⓗྲྀධ࠸࡚

࠸ࡋ᪂┿ࡓࡉⓗ࡛ᙧᡂ┠✲◊ࠊࡣࡇࠋࡓ࠼⪄ࡓ࠸࡚ࡅཷᙳ㡪ࠊ࠶ࡀ㠃ࡓ

͂ࠊ࠺࠸࣮ࣝࢢ ㏨㑊̓ࡢⓎ㐩ẁ㝵ࡢ࣮ࣝࢢ࠶≉ᚩࡓ࠸࡚ࡌ⏕࡚ࡋᏳࠊ᪥ᖖ

ࠊ࠸⏝ᑓࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗࢥ㊥㞳⪅ࠊ࠸࡚ࡉ㐺ᛂⓗࠊ࠸⏝ࡃ࡛

㜵⾨ࡓࡗ࠶࡛⾲ࡢࡇࡓ࠸࡚ࡋ᥎ᐹࠋࡓࡉゝ୍ࠊࡤࡍ ⯡ⓗ࡞㜵⾨ࡢ᪉௨እࠊ

ึᮇࡌ⏕Ᏻ㌟Ᏺ࠸࡞ࡀࡍ PsyG ࡀ㇟⌧ࡢࡇࠊ୰࡛ࡢἣ≦ࡓ࠸࡚⨨ࡀ

ࡋᑐࡑࠋࡓᛮࡓࡗ࠶࡛↛ᚲࡣࡢࡓࡌ⏕ FSG ͆ࠊࡣ࡛ ᶵ⬟ⓗ࣮ࣝࢢࢧ ᙧᡂ͇

࣓ࠊ࡚ࡗ⤌ᯟ࠺࠸ㄒ࡚ࡋ ࡇࡍඹឤࠊࡇ࠸ఝ࡚ࡢⓎゝࡢ⪅ࡣ࣮ࣂࣥ

ሙࡢࡑ࡚ࡗᣢᮇᚅ࠺࠸ࠊ⌧ࡀேࡀ⧄Ⓨゝࡢ㌟⮬ࠊࡣഃࡍⓎゝඛࠊࡀ⧄

⾨㜵࡞ⓗ⯡୍ࡢ࡞㞧ㄯࠊࡀࡇࡢࡑࠋࡓࡗ࠶ࡀഃ㠃ࡓࡁ࡛ࡀࡇ⮫ PsyG Ⓨ

 ࠋࡓᛮࡓ࠸࡚ࡗ࡞せᅉࡢࡘ୍ࡔ῭࡛࠸࡞ࡋ࠺ࡋ࠺ࡑࡣ࠸࠶ࠊ࠸࡞ࡋື
� ➨ 3 SCTࠊ㇟ᑐ⪅య㦂ࡀࠊࡣ࡛❶ ࡚ࡋᐇ࣮ࣆࣛࢭࢥࢧ࣭࣮ࣝࢢࡓ࠸⏝

᳨ウࡢࡑࠋࡓࡋ㝿ࠊᚑ᮶ࡓࡁ࡚⾜㔞ⓗࡢࢱ࣮ࢹẚ㍑᳨ドධᚋࡢཧຍ⪅ࣥࡢ

ࣝࢢࡓࡗ࡞ࡇ࡚ࡆୖྲྀ࠶࡛ࡇࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔウ᳨ࡓ࠸⏝ࢱ࣮ࢹ࣮ࣗࣅࢱ



 

133 
 

࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ⾜ウ᳨࡚࠸⏝ᡭἲ✲◊࡞㉁ⓗ࡚࠸ࡘࡢࡢࡑࢫࢭࣟࡢ࣮ SCT 

࣮ࣆࣛࢭࢥࢧ࣭࣮ࣝࢢࠊ➼ຠᯝࡍࡓࡀࡑฟ⾲ࡢឤࠊ┦ᵝࡢ࣮ࣝࢢࡓ࠸⏝

SCTࠊࡀຠᯝ࡞ᚰ⌮ⓗ࡞࠺⯡୍ ከ㠃ࠊࡢࡌ⏕࠺ࡢሙྜࡓ࠸⏝

ⓗ࣭ከゅⓗ⪃ᐹ᳨ࠋࡓࡋウ㝿ࠊࡀ࣮ࣂ࣓ࣥࡢ࣮ࣝࢢࠊࡣ࡚ࡋヰࡇ࠸ࡓࡋヰ࠸ࡓࡋ

࡞␗ࡣࠖㄒࠕࡢ࣮ࣝࢢࡢᚑ᮶ࡍヰ࠺ SCT ㉁ࠋࡓࡌㄽ࡚ࡆ࠶ྲྀࠖㄒࠕࡢ

ⓗ࡞◊✲ᡭἲ᳨ウࡢ⤖ᯝࠊᮏ◊✲ࡣ࣮ࣂ࣓ࣥࠊ࡚࠸࠾࣮ࣝࢢࡢᙜึ͆ࠊ ᶵ⬟ⓗࢧ

࠺࠸ㄒ࡚ࡋᙧᡂ͇࣮ࣝࢢ SCT ࠸࡚ࡋⱞປࡇࡅ㌟ᙧᘧࠖࡢㄒࠕࡢ

࣮ࢼࢭࡓࡋᐇࠊࡀࡓ 4 ᪥㛫㸦࣮ࣝࢢయ㦂ࠊ 10 ᅇ㸧ࡢ 1 ᪥┠㸦࣮ࣝࢢయ㦂ࠊ

2 ᅇ㸧⤊ࡢࡇࠊࡣㄒࡢᙧᘧ㌟୍ࠋࡓ࠼⪄ࡓ࠸࡚ࡅ᪉ࠕࠊࡇࡇࠊ

๎࣮ࣝࣝࡢࡇࠊ࡛ᚋ᭱ࡢ࣮ࢼࢭࠊࡣせ⣲ࡢෆᐜࠖࡢㄒࠕ࠺࠸ࠊㄒయ㦂ࡢ࡛ࠖ

ᙧᘧࡢㄒࠕ࠼࠸ࡣࠋࡓࡉ᥎ᐹࡀࡇࡓࡗࡋ㞴ࡣࡇࡍヰࡀ࣮ࣂ࣓࡚ࣥࡗ ㌟ࠖ

SCTࠊྵᅔ㞴ࡢᙜึࡅ ၥ㢟ࠊࡣᅔ㞴ࡢࡇ࠺࠸ࠊ࠸࡞ࡅ╔㌟ࡃ࠺ࡀㄒࡢ

࡞ࡍࠋࡓᛮࡓ࠸࡚࠼ᙳ㡪࡞ࢸࢪ࣮ࣂ࣓ࣥࡋࠊࡣ࠺࠸ࡓࡗ࠶࡛

࡞␗ࡣㄒࡔࡋぶ័ࠊࡣ࣮ࣂ࣓ࣥࠊࡕ SCT ࡋⱞປࡇㄒ࡚ࡗࡑ᪉ㄒࡢ

࠸࡚ࡋດຊࠊᣮᡓ࡚ࡋ༠ຊࡇࡅ㌟᪉ἲ࠸ࡋ᪂ࠊࡋඹ᭷ⱞປࡢࡑࠊࡀ࡞

ᵝᏊࡀぢཷࡓࡗ࠸࠺ࡑࠊࡀࡓࡅయ㦂ࠊࡀㄝ࡛࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘࠊ࠸࡞ࡁឤぬᒃᚰᆅࡢ

Ⰻ࡞࠺⯡୍࣮ࣆࣛࢭࢥࢧ࣭࣮ࣝࢢࠊ࠺࠸ࡉᚰ⌮ⓗ࡞ຠᯝࠊᮏ◊✲࣓ࡢ

ࠊࡀయ㦂ࡁⰋࡢࡇࠊࡓࠋࡓࡗ࠶࡛⬟ྍࡀࡇࡍ᥎ᐹࠊࡓ࠸࡚ࡋࡇ㉳ࡁᘬ࣮ࣂࣥ

ᚑ᮶࡛࣮ࣝࢢࡢㄒࡢࡇከࡢࡀࠊ࠸⨯ᝈయ㦂ࡢࡑࠕࡄࡢ࡛ࠖࡇࡑࠊయ㦂

SCTࠊࡣࡇࡓ࠸࡚ࡌ⏕ࡎࡓࡗ࡞ㄒ࡛࣮ࣝࢢ Yalomࠊ࡚ࡗㄒࡢ
㸦1995 ୰ஂ႐㞞ᩥ࣭ ᕝᐊඃ┘ヂ 2012㸧ࡢ 11 จ㞟ᛶࠖࡢ࣮ࣝࢢࠕࠊࡤ࠼࠸⒪ἲⓗᅉᏊ࡛ࡢ

⬟ᶵࠊ࠶ࠋࡓࡗ࠶ࡀᛶ⬟ྍ࠼࠸ࠊࡓࡉ♧ࡀ୍ࡓࡉࡓࡀຠᯝࡑࠊ

ⓗ࣮ࣝࢢࢧయ㦂Ꮫ⩦ࠊࡀᑐே㛵ಀࡅ࠾ඹឤಙ㢗ᙧᡂྍࡍ⬟ᛶࠊၥ㢟

ࡘ❧ᙺࡇࡍ㐍ಁ᥈ồసᴗࡢᚰࠊࡋಟṇែᗘ࠼ᤊ࡚ࡅࡁᘬせᅉ࡞ಶேⓗ

ྍ⬟ᛶࡢࡘ୍ࡢࡑࠊ࡚ࡋᮏ◊✲ࡀ࣮ࣝࢢࡢᥦ♧ࠋࡓ࠼⪄ࡓࡋ 
� ➨ࡓ 3 ࢭࡢ࣮ࣆࣛࢭࢥࢧ࣭࣮ࣝࢢࠊࡋᑐ࣮ࣂ࣓ࣥࡓࡋཧຍ࣮ࢼࢭࠊࡣ࡛❶

ࣜࠊᚋ⤊࣮ࢼ ࡚࠸ࡘࡑࠊ࠸⾜࣮ࣗࣅࢱࣥಶูᵓ㐀㠃᥋༙ࡀ⪅➹㸭࣮ࢲ࣮

࣮ࣂཧຍ࣓ࣥࠊࡣⓗ┠ࡢࡑࠋࡓࡗ⾜ウ᳨ࠊᡭἲ࡛ศᯒ࡞㉁ⓗ SCT ࡢࡀ࣮ࣝࢢࡢ

⪅య㦂ࡀࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ࡇࡍ♧࡚࠸ࡘࡓࡉࡅពࠊࡉయ㦂࠺

ࡗㄒ⦌⤒ࡢᅔ㞴ࡄࡀࠊࡕ࡞ࡍࠊ᪉ㄒ࡞ⓗ⯡୍ࡅ࠾࣮ࣝࢢࡢ✀ྛ࠺㞟ࡀ

࡚ඹឤࡢ࡞࠺࠶ࡋᙧ࡞␗ࡣ SCT Ᏻ࠸ᡞᝨࡣ㛤ጞᙜึࡢ࣮ࣝࢢࠊࡣ᪉ㄒࡢ

SCTࠊ㐣⤒ࡢ㛫ࡋࡋࠋࡓࡉ♧ࡀࡇࡓ࠸࡚ࡉయ㦂࡚ࡋ ㄒࠊࡀ᪉ㄒࡢ

࣓ࠊࡣཧຍ⤊ᚋࡢ࣮ࢼࢭࠊ࡞య㦂࠺࠶ࡋඹឤࠊ⏕ࡉ㠃ⓑ ࡛ࡇࡀ࣮ࣂࣥ

⤒㦂࠸࡞ࡢࡇࡓࡋ᪂࠸ࡋయ㦂࡚ࡋ SCT ⌮ᚰῶᑡࡢᏳࠊࡅព࡙ࡀ࣮ࣝࢢࡢ

ⓗ࡞Ẽ࡙ࡀࡇࡓ࠸࡚ࡌ⏕ࡁ᥎ᐹࡉ⤖ᯝࡇࠋࡓࡉ♧㛵㐃୍ࠊࡋ ⯡ⓗ࡞ព

࠙ࡣ࣮ࢼࢭࡢᅇࠊࡎ᥋ㄒ┤య㦂ࡀࡣ࡛ ࠸࡞ㄒయ㦂ࡀ ࡉㄆ㆑࣮ࣂ࣓ࣥࠚ

ࡇࠊࠕ࡞␗ࡣ᪉ㄒ࡞ⓗ⯡୍ࠊࡀయ㦂ࡄࡀࡣᐇ㝿ࠊࡎ㛵ࡓ࠸࡚

ᚰࡀࡑࠊࡌ⏕ࡀฟ⾲ࡢឤ࠸῝ࠊࡓㄒࠊ୰୍࡛㒊ࡢ࣮ࣝࢢ࡚ࡋయ㦂ࡢ࡛ࠖࡇ

⌮ⓗ࡞Ⰻࡁయ㦂Ẽࡀࡇࡓࡋࡓࡁ᥎ᐹࡉ⤖ᯝࡣࡇࠋࡓ࠸࡚ࡉ♧ SCT
࡚ࡗࠊࡋ♧ᛶ⬟ྍࡓࡋࡓຠᯝ࡞ᚰ⌮ⓗࠊࡀᚩ≉ࡢㄒࡢ SCT ಁឤ⾲ฟࠊࡀ

ᡭἲ࡞⏝᭷ࢺ࣮ࢧࡢࡀࠊࡕᣢලయⓗධᢏἲࡢࡓࡍ SCT ࠊᛶ⬟ྍᚓ࡞ࡀ
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ྠ୍࡚ࡋᮏ◊✲ࡀᥦ♧ࡃ࡞࡛ࡅࡔࡑࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠼࠸ࡓࡋᮏ◊✲ࣝࢢࡢ

ࡉ᥎ᐹࡓ࠸࡚ࡋࡓࡓ㈇ᢸ࡞ᚰ⌮ⓗࡢ࣮ࣂ࣓ࣥࠊࡀฟ⾲ࡢឤ࠸῝ࡓࡌ⏕࡛࣮

SCTࠊࡣࡇࡓ࠸࡚ࡉ♧ᯝ⤖ ࠊࡀฟ⮬య⾲ࡢឤ࠸῝ࡣ࠸࠶ࠊᚩ≉ࡘᣢࡀㄒࡢ

స⏝ྍࡓࡋࡓ⬟ᛶᥦ♧ࠋࡓ࠼⪄࠸࡚ࡋ 
ຍ࡚࠼ᮏ◊✲ࡀࠊࡣ࣮ࣝࢢࡢయ㦂୍ࠊ ⯡ⓗ࡞ព࡛ࡣ┤᥋ㄒࡓࡗ࡞㛵

࣓ࠊࡣ㉁ᛶྠ࠺࠸⪅య㦂ࡢࡀࠊࡎ ព࡞㔜せ࡚ࡋ୰୍࡛㈏ࡢ㐣⤒ࡢ㛫࡚ࡗ࣮ࣂࣥ

ࠊࡣ㉁ᛶྠࡢࡇ࡚ࡋࡑࠋࡓࡉ᥎ᐹࡀࡇࡓ࠸࡚ࡗ࡞ࡘ୍ࡢ᥎㐍ຊࡢ᥈ồసᴗࡢᚰࠊࡕᣢ

SCT ㉁ᛶྠࡢ➼ᖺ㱋ࠊᛶูࠊ࠸࡚࠼ᤊᐃⓗྰ࡚ࡋࠖࢱࣞࢸࢫ࡞ⓗ♫ࠕࡀ

ᙳ㡪࡞ࡁࡢࡢࡑ᪉ࡁ⏕ࡢேࡢࡑࠊࡃᇶ࡙య㦂ࡢ᭷≉࠺࠸ࠖࡀࠕࠊ࡞␗ࡣ

ࡀࠕࠊࡣࡇࡢࡇࠋࡓ࠼⪄ࡓࡗ࠶࡛ࡢ࡞࠺࠼ ேࠖࡢ⢭⚄ᝈࡌྠࠕࡎ㝈ࠖ

࠶࡛⏝᭷ࡀࡇࡍ⏝ά࡛࣮ࣝࢢࠊ㉁ᛶྠ࠺కయឤ୍ࡁࡘࡧ⤖࠸࡞ࡢ࠼ࡀࡅࠊ➼

 ࠋ࠼⪄࠸࡚ࡋ♧ᥦࡀ࣮ࣝࢢࡢᅇࠊ୍ࡍ♧ࡑࠊᛶ⬟ྍ
 
2.� SCT  ጼໃᙺྲྀࡀࢺࢫࣆࣛࢭࡢ

ࠊࡣ࡛.1 SCT ᚓ࡛✲◊ࡢᮏㄽᩥࠊᯝ⤖ࡓᚓウ᳨ࡢ࣮ࣝࢢࡓ࠸⏝

SCTࠊ㏉ぢ▱ࡓ ࡣ࡛ࡇࡇࠊࡀࡓࡋᣓ⥲ᮏㄽᩥ࡚࠸ࡘᚩ≉ࡢ㊶ᐇ᪉࠼⪄ࡢ SCT
ゝࡓࡗࡀ࣮ࢲ㸭࣮ࣜࢺࢫࣆࣛࢭ୰࡛ࡢᮏㄽᩥࠊ࡚࠸ࡘጼໃᙺྲྀࡀࢺࢫࣆࣛࢭࡢ

 ࠋࡍᐹ⪄ࠊࡀ࡞㏉ື
ᮏㄽᩥ᳨࡛ウࡓࡋ SCT SCTࠊࡀࡓࡗ࠶࡛࠺ࡑ࡛࣮ࣝࢢࡢ SCTࠊ㏻ᖖࡣࢺࢫࣆࣛࢭࡢ

ࠊࡕ࡞ࡍࠋ࠸࡚ࡗᦠ࣮ࣆࣛࢭࢥࢧጼໃ࡛࡞࠺ࡢḟࠊ࡚ࡗᚑࡁ⥆ᡭ᪉࠼⪄ࡢ

࠼ఏ࡚ࡌᛂᚲせࠊྲྀࡅཷࡢࡑヰࡢࢺࣥࣛࢡࠊࡎࡏゎ㔘య㦂ࡢࢺࣥࣛࢡ

㏉ࡢࢺࣥࣛࢡ࡚ࡋࡑࠋ࠺⾜ࡋ୰⮬ࠊఝ࡚ࠊࡢ࠸ඹ㬆ࡢࡍぢࡅࡘฟࠊࡋ

ࠊ࠸ఝ࡚ࠕࡢࡑ ࠋࡍ⟆ᛂࢺࣥࣛࢡ࡚ࡋయ㦂ࡢࢺࢫࣆࣛࢭ࠺࠸ࠖ

㛵ࡢࡇࠊ࠺࠸ࡏࡉኚᐜࢺࣥࣛࢡࠊࡀࡢࡢࡑ⟆ᛂࡢࢺࢫࣆࣛࢭࠊ㝿ࡢࡑ

ࡍᡂ㛗ࠊࡋ᥈ồࡑ࡚ࡋ㠃┤య㦂ࡢ࡛ࠖࡇࡇࠊࠕࠊࡀࢺࣥࣛࢡࠊ࡚ࡋ

SCTࠊࡍㄝලయⓗࡇࠋࡃ࠸࡚࠼ᩚቃ⎔ࡢ࣮ࣆࣛࢭࢥࢧ࡞࠺ ࢺࢫࣆࣛࢭࡢ

ࣛࢡయ㦂ࡢ࡛ࠖࡇࡇࠊࠕ୰࡛ࡢࡑࠋࡅྥ㛵ᚰࡢࡢࡑయ㦂ࡢࢺࣥࣛࢡࡣ

ࡢ࡛ࠖࡇࡇࠊࠕࠊ࡚ࡗࢻ࣮࣭ࣜࢻࣥ⪄ᛮࡍฟ⏕Ᏻࠊ࠸࡚ࡗㄒࡀࢺࣥ

య㦂┤㠃ࠊࡍ⮬㌟ࡢᛮ⪃ࡓࡉࢡࣕࢪࣁ≧ែ➼࠸࡞࠸࡚ࡗ࡞ὀ

࡛ࡇࡇࠊࠕࠊࡓࠋࡃ࠸࡚ࡗ㛵࡚ࡋ┠ ࠊ࠸ࡓኚ࠺ࡇࡀࢺࣥࣛࢡ࡚࠸࠾⬦ᩥࠖࡢ

ࡢᐇ㝿ࡢࡎࡣ࠸࡚ࡗྥࡑࠊᶆ┠ࡢ࣮ࣆࣛࢭࢥࢧ࠸࡚ࡋᣦ┠ࠊ➼࠸ࡓ࡞࠶࠶

ゝືࡀ㐺ྜࠋ࠸࡚ࡋ┠╔ࡇ࠺࠸ࠊ࠺࠸࡚ࡋලయⓗࣥࣛࢡࠊࡣ

ࣃࡢὶ┦㛵ಀᛶࡢ࣮ࣂ࣓ࣥࡣ࡚࠸࠾࣮ࣝࢢࠊ࣮ࣥࢱࣃࡢ᪉ㄒࠊෆᐜࡢㄒࡢࢺ

TLHSࠊ࣮ࣥࢱ ࡃᇶ࡙᰿ᣐࡢ SCT ᥈ồసࡢᚰࡀࢺࣥࣛࢡࡋࠋ࠸࡚どⅬ࡛ࡢ

ᴗ࡞࠺ࡀ≧ែ࠸࡚ࡗ࡞ሙྜࠊࡣSCT ධࠊ࡚ࡗᚑࡁ⥆ᡭࡃᇶ࡙௬ㄝࡢ

㐺ᐅ⾜ࠋࡃ࠸࡚ࡗ 
SCT SCTࠊࡣ㛵ࡢࢺࣥࣛࢡ࡞࠺ࡢࡇࠊࡢࢺࢫࣆࣛࢭࡢ ᇶ࡙ᑓ㛛ⓗ▱㆑ࡢ

ࣛࢡࠊࡣࡑࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋࡣⓗ┠ࡇᅗኚᐜ࡞ᚰ⌮ⓗࡢࢺࣥࣛࢡ᥋┤࡚࠸

TLHSࠊ㝿ࡢࡑࠋ࠶࡛ࡢࡢࡓ࠼ᩚቃ⎔ࡢࡓࡍ᥈ồసᴗࡢᚰࡀࢺࣥ ᰿ᣐ

ࡍ SCT SCTࠊࡣព࡛࠺࠸㛵࡚ࡗᚑࡁ⥆ᡭࡢ ࡃᇶ࡙ࡑࠊᑓ㛛ⓗ▱㆑ࡢ

ᑓ㛛ᛶ࠸࡚࠸⏝ゝ࠸⏝ࡢࡑࡋࡔࡓࠋ࠼┠ⓗࡢࢺࣥࣛࢡࠊࡣ୰ၥ㢟Ⅼ⌮
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ࢺࣥࣛࢡࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡓヨኚ᭦࡚ࡋධࡢ➼ఱ࡚ࡋᑐࡑࠊࡋฟࡅࡘぢ

SCTࠋ࠶ⓗ࡛┠ࡀࡇࡃࡘቃ⎔ࡍ㐍ಁ᥈ồసᴗࡢᚰࡢ ࡇࠊࡣࢺࢫࣆࣛࢭࡢ

SCTࠊᡭἲࡃᇶ࡙ㄽ⌮ ࡚ࡋᯝ⤖ࡢࡑࠊࡋᐇ࡚ࡗᚑࡁ⥆ᡭࡢ SCT ࠸࡚ࡋᐃࡀ

௬ㄝ⌧ࡋࠊࡇࡍ⌧࠸࡞ࡉሙྜࡣ௬ㄝಟṇࡀࡑࠊࡇࡍ SCT ᚩ࡛≉ࡢ

ྠࠊ࠶  SCT ࠊ୍ࡍ♧ᚩ≉ࡢࡑࠋ࠶ᚩ࡛≉ࡢጼໃᙺࡢࢺࢫࣆࣛࢭࡢ

ᮏㄽᩥ࡛ࡣ➨ 3 ➨ࠊ❶ 4 ⠇ࡀࠊ࡚࠸࠾య㦂⪅ᑐ㇟ࡓࡋ SCT ࢧ࣭࣮ࣝࢢࡓ࠸⏝

 ࠋࡓࡋ♧ᥦ࡚ࡋ୰࡛ࡢࠊᐇ㝿ࡢ࣮ࣆࣛࢭࢥ
SCTࠊࡀ᪉ࡠ࡞ᑡࠊࡕ࠺ࡢ⪅ㄞࡔㄞグ㏙ࡢࣥࣙࢩࢭࡢᐇ㝿ࠊࡣ࠶ ࣮ࣝࢢࡢ

୍ࠊࡣ ⯡ⓗ࣮ࣝࢢ࡞ẚࣜࠊ ឤࠊ࠶࡛ࢺ࣮ࣞࢺࢫࡀゝⴥࡘ᪩ᛴࡀධࡢ࣮ࢲ࣮

ࡇ࠸࡞ฟᇦࡢ ᥎᮶㦂್⤒ࠊ࡚࠸ࡘࡇ࠸࡚ࡋ᥎ᐹࡀ⪅➹࠾࡚ࡌ

➨ࠋࡍ㊊⿵࡛ୖࡓࡋ᩿࠾ 3 ࠙ࠊศᯒ⤖ᯝࡢ࣮ࣗࣅࢱࣥࡢ❶ ࡣࠚධࡢ࣮ࢲ࣮ࣜ

ࡉ♧ࡀࡢ࠺࠸ࠔࡉࢻ࣮ࣜࡃ࠺ࡀ⏤⌮ࠓࠊࡀࡓࡌឤࠔ࠸ᛧࡀධ࠸ᙉࠓ

ࡢḟࡣࡇࠊࡀ࠸࡚ SCT ࡍጼໃ࡛ධ࡞㡹࡚ࡗᣢ᰿ᣐࠊ࠾ࡓࡋグㄢ㢟ࡢ

࠺࠸ࠊ SCT ࡓࡗ࠶ᯝ࡛⤖ࡓࡋ⌧యࡀ⪅➹࠶࡛࣮ࢲ࣮ࣜࠊጼໃࡢ࣮ࢲ࣮ࣜࡃㄝࡀ

᥈ồసࡢᚰࠊࡀ࣮ࣂ࣓ࣥࡢ࣮ࣝࢢࡢᅇࠊࡃ࡞ࡇࡍᒅࡑࠊࡋࡋࠋ࠼⪄

ᴗ㐍ࡣ⏤⌮ࡓࡗ࠸࡚ఱࡢࡑࠋࡢࡓࡗࡔ㸯ࠊࡣࡘƫ ⬟ⓗࠊࡀ࣮ࣝࢢࢧᚰࡢ᥈ồసᴗ

ᅇࠊࡀ࠸࡞ࡋࡓࡗ࡞࠼࠸ࡣ༑ศࠊࡀഃ㠃ࡓ࠸࡚ࡋᥦ౪⤌ᯟ࡞Ᏻࡢࡓࡢ

2ࠋࡇ࠺࠸ࠊ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ࠶࣮ࣝࢢࡢ ㄽⓗ᰿ᣐ⌮ࡀධࡢ࣮ࢲ࣮ࣜࠊࡣࡘ

ᇶ୍࡙࡚࠸㈏ࣂ࣓ࣥࠊ࠺ࡍ♧ࡀࠔࡉࢻ࣮ࣜࡃ࠺ࡀ⏤⌮ࠓࠊࡓࡓ࠸࡚ࡋ

࠺ࡉࠋࡇ࠼⪄ࡓࡗ࠶࡛⬟ᗘྍ⛬࠶ࠊࡀࡇࡍゎ⌮ពᅗࡢධࡀ࣮ 1
SCTࠊࡀࡓࡗ࡞ࡋࡇࡆୖ᥋ྲྀ┤ࡣᮏㄽᩥ࡛ࠊࡘ ࡓࡍ㐍ಁ᥈ồసᴗࡢᚰࡣ࡛

ࣜࠊ ពᅗⓗ࡞ࡑࠊࡋᙉㄪࢺࢡࢱࣥࢥࡢ┦࣮ࣂཧຍ࣓ࣥྵ࣮ࢲ࣮

ࣜࠊ࡛࣮ࣝࢢࡢᅇ࡚ࡋࡑࠋ࠶࡛ࡇ࠺࠸࠸⏝ ࡋ㔜どࢺࢡࢱࣥࢥࡀ࣮ࢲ࣮

 ࠋ࠶ᛶ࡛⬟ྍࡓ࠸࡚ࡋࢺ࣮ࢧ࣮ࣂ࣓ࣥࠊࡀࡇࡓ࠸࡚࠸⏝࡚
 
3. SCT  ㄢ㢟ࡢ
� ᮏㄽᩥࡢ✲◊ࡅ࠾⤖ᯝࠊSCT ࡢࡑࠋࡓࡗ࡞ࡀࡇ࠶ࡀㄢ㢟ࡢḟ࡚ࡋ㛵

1 ͆ࠊࡣࡘ ᶵ⬟ⓗ͇࣮ࣝࢢࢧᙧᡂࡍ㝿ࠕࡢఏ࠼㏉ࠖࡋ㛵࡞ࡍࠋ࠶࡛ࡢࡍ

࠺࠸ࠊㄒ࡚ࡋᙧᡂ͇࣮ࣝࢢࢧᶵ⬟ⓗ͆ࡕ SCT ᥈ồࡢᚰࠊࡣᙧᘧࠖࡢㄒࠕࡢ

ࢬ࣮ࢫࠊຠᯝ࡞ᚰ⌮ⓗ࡞࠺⯡୍࣮ࣆࣛࢭࢥࢧ࣭࣮ࣝࢢࠊࡋ㐍ಁ

ࡕẼᣢࡢᡭ┦ࠊࡣ࡛ࠖࡋ㏉࠼ఏࠕࡢࢸࢫࡢึ᭱ࡢࡑࠊࡀ࠸⏝ࡓࡍࡓ

ࡢࡓࡍ᥈ồᚰࡣࠖࡋ㏉࠼ఏࠕࠊࡢ࠺࠸ࠋ࠶࡛ࡇ࠸࡚ồ࠺ྲྀࡅཷ

࠶ࡕẼᣢࡢ⪅ࠊࡅྥὀពࡕẼᣢࡢศ⮬ࠊࡎ㛵࠶࡛㊊ࡢึ᭱

ࡋࠎ ࡀᚰ⌮ⓗ㈇ᢸᙇ⥭ࠊࡃࡍࡁྥࡀὀពࡇࡍ࠺ྲྀࡅཷࡃࡋṇࡢ

࠸࡚ࡉẖᖺ㛤ദࠊࡋ㛵㐃ࡇࠋ࠶࡛ࡓࡉ᥎ᐹࡌ⏕࣮ࣂ࣓࡚ࣥ SCT ࡢ

1 㐌㛫ࡌྠ⪅➹ࠊ࡛࣮ࣝࢢࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࡢᑠ1ࠊࡀ࣮ࣂ࣓ࣥࡓࡗࡔ࣮ࣝࢢ ᪥⤊ࡢ

ࡇ࠸ࡋ㞴࡚࡞ࡋ㏉࠼ఏࠊ๓࡛ࡢໃࠕࠊ࣮ࣝࢢཧຍ⪅ဨ⾜ẖᅇ

ࡢ࡞᎘ࡣࡢࡍ ⱥㄒࡀẕᅜㄒࡢᙼዪࠋࡉฟ࠸ᛮࡀࡇࡓ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞࠸ࠊ࡚ࡗゝࠖ

ࡣᙼዪࠊࡀࡔ࠺ࡓ࠸࡚ࡋᙳ㡪ࡇࡓࡗ࡞ࡣ࡛ SCT ࡛✚ᖺ༢࡛ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࡢ

ᚰ⌮ຊືࠊࡣࡇࠋ࠶࡛ࡇ࠺࠸ࡍᙇ⥭ࠊࡃࡋ㞴࡚ࡗ࠶࡛࠺ࡑࠋࡓࡗ࠶ே࡛ࡓ࠸

ⓗࠊ࡞࣮ࣝࢢ࡞ᚑ᮶ࡌ⏕࡛࣮ࣝࢢࡢ㜵⾨ࠊSCT ᥈ồసࡢᚰࠊࡋゎᾘ࡛ࡁ⥆ᡭࡢ
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ᴗಁ㐍ࡓࡋ࠺ࡋヨࠊࡀ㏫࡞ࡓ࠶㜵⾨⏕ฟࡉࠊ࠺࠸ࡓࡋ SCT ពᅗࡢ

ࡀ࠺ᢅ࠺ࡇࠋ࠺ࡔ࠼࠸ࡓ࠸࡚ࡁ㉳ࡀࡇࡍ SCT ࡢ 1  ࠋ࠶ㄢ㢟࡛ࡢࡘ
� 2 1ࠊࡣ┠ࡘ SCTࠊࡀࡍ㛵㐃ࡘ ࡇࠋ࠶࡛࡚࠸ࡘᅔ㞴ࡅ㌟᪉ㄒࡢ

➨ࡣ 2 FSGࠊ࡚࠸࠾✲◊ࡢ❶ ࣮ࣜࠊ⾨㜵࡞ⓗ⯡୍ࡓࡁ࡚ࡗᇵ࡛ࡇࠊࡣ࣮ࣂ࣓ࣥࡢ

័ࠊࡉไṆ࡚ࡗ࣮ࢲ ࠊࠕࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡓ㏕ᚲせࡍᡭᨺ᪉ࡔࡋぶ

࡛ࡇࡇ ࠊ࡛ࡇࡓࡅ⥆ࡉಁ࠺ࡅྥὀពឤឤぬࡢࠊࡋಁࡢㄒࠖࡢ

ࠋ࠸࡚ࡋ㛵㐃ࡇࡓࡉ♧ࡀᯝ⤖ࡍ၀♧ࡇࡓ࠸࡚ࡗࡀᚰ⌮ⓗ㈇ᢸࡢ࡞

PsyGࠊࡣ᰿ᣐࡓࡢࡑ FSGࠊࡀࡓࡋဨฟᖍࠊᅇࡣ ࡅぢཷࡎ࡞ᑡࡀ⪅Ḟᖍࡣ࡛

ࠊࡣᐇឤ࡛ࡢ⪅ⴭࡓົ࣮ࢲ࣮ࣜࡢ࣮ࣝࢢࡢ⪅୧ࠊ࡚࠸ࡘࡇࠋ࠶࡛ࡇࡓ

PsyG ࢢ࠼ྜࡋヰᮏ㡢➨ḟࠊࡀ࡞࠸ᑓ⾨㜵࡞ⓗ⯡୍㊥㞳ᚰ⌮ⓗࡣ

SCTࠊࡏ࠶࠼⪄ࡇࠋࡓ࠸࡚ࡉయ㦂ࡓࡗ࠸࡚ࡋᡂ㛗࣮ࣝ 㸭࣮ࢲ࣮ࣜࡢ

୍ࠊࡣࢺࢫࣆࣛࢭ ⯡ⓗ࡞㜵⾨ྲྀ㝖ࡇࡃᑓᚰࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡍ㞧ㄯ୍ࡢ࡞⯡ⓗ࡞㜵

SCTࠊ࡞ࡍᗘᐜㄆ⛬࠶ࠊ⾨ ゎᾘࠊ⾨㜵ࡉ ᥎ࡀࡇࡉࡓ࡚ࡗ

-Agazarian㸦2001 㬞⃝ヂ 2015, pp.41ࠋ࠺ࡔ࠶ࡀᚲせࡍᕤኵࡢ➼ఱࡢࡓࡍ
42㸧͆ࡣSCT ࢭ࣭ࢸࢫࢩࠊ࠺ࡁⓎぢ࡛ᐇ⌧ࡢ⮬ࡀ⪅ᝈࠊࡣ㈐ົࡢ⚾ࡅ࠾

ⓗព㆑┠ࡣࡇࠋ࠶࡛ࡇࡅ᪉ྥ࡙࠺ࡍ⩦Ꮫࡀ⪅ᝈ᪉ἲᢏἲࡢࢻ࣮ࢱࣥ

ᣢࡓࡗ㡹ࡀࡉồ͇ࠋ ࡇ࠼㉺ㄢ㢟ࡢࡇ࡛ࡅࡔࡉ㡹ࠊࡀ࠸࡚ࡋ

 ࠋ࠸࡞ࡋ࠸ࡋ㞴ࡣ
� 3 ࡢ᰿ᣐࡢࡑࠋ࠶ㄢ㢟࡛ࡍ㛵Ᏻᛶࡢ⤌ᯟ࠺࠸࣮ࣝࢢࢧᶵ⬟ⓗࠊࡣࡘ 1
➨ࠊࡣࡘ 3 ࢺࢭࡢ๓༙ࡢ࣮ࢼࢭࡓࡋᐇ࡛✲◊ࡢ❶ A2ࠊ ᪥㛫ࡢཧຍ1ࠊ࡚ࡗ ࡢྡ

࣓ࠊࡘࠋ࠶࡛ࡇࡓࡋ㎡㏥ཧຍ✲◊⏤⌮ᚰ⌮ⓗ㈇ᢸࡀ࣮ࣂ࣓ࣥ ཧຍ୰ࡢ࣮ࣂࣥ

࡚ࡋ⤌ᯟ࡞Ᏻ༑ศࡅ࠾᥈ồసᴗࡢᚰࡀ࣮ࣝࢢࢧᶵ⬟ⓗࠊ࡚ࡋせᅉࡢ᩿

ᶵ⬟ྍࡓࡗ࡞࠸࡚ࡋ⬟ᛶࡑࠊࡇࡓࡗ࠶ࡀ㜵ࡓ࠼⪄ࡇࡄࠊƫ ⬟ⓗ࣮ࣝࢢࢧ

 ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡇ࠺࠸ࠊ࠸࡞ࡁุ࡛᩿ᐜᏳᛶࡢ⤌ᯟࡢ
� 4 SCTࠊࡘ ࠶ࠊ࡞ᐇⓗ⌧ࡢࡒࡑ࣮ࣂ࣓ࣥࠊయ㦂ࡢ࡛ࠖࡇࡇࠊࠕࡍ㔜どࡀ

ࡁࡍ៖⪄࡛ࢫࣥࣛࣂ࡞࠺ࡢࠊ⬦ᩥ࡞ಶேⓗ࠼࠸࣮ࣜࢺࢫࣄࡢேࡢࡑࡣ࠸

➨ࡣࡇࠋ࠶ㄢ㢟࡛࠺࠸ࠊ 3 ͆ࠊࡅ࠾❶ ࡞ࡏ㞳ษࡣṚ͇͆࠺࠸య㦂͇ࡀ

ᢅࠊ࠸ SCTࠊ㏻ᖖࠋ࠶࡛ࡇࡓࡁ࡚ࡗࡀୖࡧᾋ࣮ࣝࢢࡘᣢ࣮ࢸ࠸ࡋ㞴ࡢ࠸ ࡢ

ᡭ⥆ࡁᚑࡀ࣮ࢲ࣮࡚ࣜࡗධ࠺⾜㝿ࠊ࡚ࡋ⪃៖ࡍሗࠕࠊࡣ࣓ࡢ࡛ࠖࡇࡇࠊ

ෆࡢⓎゝࡕ࡞ࡍࠊሗࡢࡓࡍ ᥎Ⓨ㐩ẁ㝵ࠊຊືࡢ࣮ࣝࢢᚰ⌮ⓗయ㦂ࡢ࣮ࣂࣥ

ᐜࠊⓎゝࡉࡢ᪉ࡢࡑࠋ࠶࡛࡞࣮ࣥࢱࣃࠊ㝿ࡤ࠼ࡓࠊ➨ 3 ࣮ࣝࢢࡓࡆ࠶࡛❶

P2࣮ࣂ࣓ࣥࡢ P2ࠊࡤ࠼࠸࡛ ࡃࠊࡣᐇ⌧࠸ࡋཝ࠺࠸࠸పࡀ⋠Ꮡ⏕ࡢࡀ⮚⮅ࡓࡋᝈ⨯ࡀ

⪃៖࠺࠸࠸࡞ࡋゝࠊࡀ࠸࡞ࡋࡂࡍ࠸ᇶᮏⓗࡣၥ㢟࡞ࡐ࡞ࠋ࠸࡞ࡋಶࡢࠎල

యⓗ࡞≧ἣ⤒㦂ࡢࡑࠊ࡚ࡗ࡞␗ࡣዟࠊ࠶ேඹ㏻ࡢయ㦂᥈ồࡀࡇࡍ SCT ࡢ

┠ᶆ࡛ࠊ࠶ಶࡢࠎࠕࠊ࡛ࠖࡇࡇࠊయ㦂ࡀࡇ࠸࡚ࡋ㔜せࡋࠋ࠶࡛ࡔ

ึࠊ㐍༑ศࡀⓎ㐩ẁ㝵ࡢ࣮ࣝࢢࠊࡋ ᮇࡢᏳࡀゎᾘࡓࡉẁ㝵ࡑࡣ࡛࣮ࣝࢢࡢ

࡛Ⰻࠊࡀ࠸࡞ࡋ࠸ᅇࠊ࡞࠺ࡢⓎ㐩ẁ㝵ึࡀᮇࡗ࠸࠺ࡑࠊࡋࠊࡣ࡛࣮ࣝࢢࡢ

 ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗࡔᚲせࡀࡇࡍព␃ࡢࠎಶࡓ
͆Ṛ య࡞ಶேⓗࡢ⪅➹࠺࠶࡛࡞ࢺࣥࣄ࠼⪄ၥ㢟ࡢࡇࠊࡀ࡞␗ࡣ࣮ࢸ͇ࡢ

㦂࡛ࡇࡇ㏙࠺ᛮࡣࡑࠋ࠺ 10 ᖺ㏆ࡃ๓ࡀ⪅➹ SCT ࣡ࡢࢫࣥࣞࣇᖺḟࣥࡢ

ࡣ㛫ࠋ࠶࡛ࡇࡢࡓࡋཧຍࣙࢩࢡ࣮ 2 㛫࡛ࡢ࣮ࣝࢢࠊⓎ㐩ẁ㝵࣮ࢸࡀ
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30ࠋ࠺ᛮࡓࡗࡔ ྡ⛬ᗘࡢཧຍ⪅ 1 ࣞࡢ࣮ࢲ࣮ࣜึ᭱ࠊ㔜࡛ᗙ୍ࡀ࣮ࢲ࣮ࣜࡢྡ

ࡀ࣮ࣕࢳࢡ 30 ศ⛬ᗘ࣮ࢸࡑࠊ࡚ࡗ࠶㛵ࠊࡀࣥࣙࢩࢫࢹࡍᶵ⬟ⓗࢢࢧ

ࡢ⡿ᅜࡣࢫࣥࣞࣇࣥࠋࡓ⾜࡚࠸⏝࣮ࣝ Philadelphia ࡛㛤ദࡢࡑࠊࡉࡣ

ࡔ 3 ᭶ୗ᪪࡛ࠊࡀࡓࡗ࠶ሙ୍ࡢࣝࢸࡢᐊ࡛ࣥࢥࠊࡣ㝶ศࠊ෭ࡣ⪅➹ࠋࡓ࠸࡚࠼ᐮࡃ

Ṇࣥࢥ࡛ࡢ࠸ᐮࡀ㒊ᒇࠕࡄࡍ࡚ࡗጞࡀࣥࣙࢩࢫࢹࡢ࣮ࣝࢢࠊࡎࡓ࡚

࠸ࡋ࡚ ࠊࡀୖࡕ❧ࡀ࣮ࣂᛶ࣓ࣥ⏨ࡓ࠸࡚ࡗᗙࡃ㏆ࡢࣥࢥࡍࠋࡓࡋⓎゝࠖ

࡚ࡗᚅࠕࠋࡓࡋไṆࡎࡉࡍࡑࠊࡀ࣮ࢲ࣮ࣜࠊࡢࡑࠊࡀࡔࡢࡓࡋ࠺ษࢳࢫ

ᙼዪ㸦➹⪅㸧ࡣ࣮ࣝࢢࠋ࠸ࡉࡔࡃ IP㸭identified patient Ṇࣥࢥ㸦ࡓ࡞࠶ࠊࡋ

࠸࡚ࡗ࡞࣮࣮ࢸࢣࡍୡヰ࠾ࡢᙼዪࡣ㸧࣮ࣂ࣓ࣥࡓࡋ࠺ ᙼࡓࡢࡑࠋࠖ

ࣜࠋ࠶࡛ࡑࠋࡓࡗᡠᖍࡎṆࣥࢥࡣ ࠕࠊồᣲᡭ࣮ࣂ࣓ࣥࡣ࣮ࢲ࣮

ከࠋࡓࡋㄆ☜࣮ࣝࢢࢧࠖ࠸Ⰻ࡛ࡢࡇࠕࠊ࣮ࣝࢢࢧࠖ࠸ࡋ࡚Ṇࣥࢥ

ศ༙ࠊ ࠸ᛮࡣࡓጞ᥈ồඛ࣮ࣝࢢࡢࡕࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ࡞ࡣ࡛࠸ࡄࠎ

ฟࡣ⚾ࠕࠊࡀ࠸࡞ࡏᬬࡢࡇࠊ࡛ࡀ ᗘࡀᚰᆅࡍ࡛࠺ࡉ࡞ࠋ࠸㸽 ࡀᬬࡣࡓ࡞࠶ࠖࠕ

࡚ࡗධ㒊ᒇࠊࡀࡓࡋኚ࡛࡚ࡃᬬ࡛᮶ࡇࡇ⚾ࠋࡡࡍ࡛ࡢ࠸ᚰᆅࡀᗘ ࡢࡇ࡛

ࢥࠕࠋࡓࡗጞࡀ᥈ồࡢ࡛࣮ࣝࢢࢧࠊ㸽ࠖࡍ࡛࠺ࡉ࡞ࠋࡓࡋࡋࢫ

࠸ࡋ࡚Ṇࣥ ᭱ࠊᒁ⤖ࠊࡀࡓ⾜᥈ồࡢ࣮ࣝࢢࠖࢧ ᚋࡣࣥࢥ࡛Ṇ࡞

ࡇࡀศ⮬ࠊࡎ࠼࡚Ṇࣥࢥࡣ⪅➹ࠊࡀࡓࡗࡋ࡚ᛀ࠺ࡣヲ⣽ࡢࠋࡓࡗ

ࡃ⥆ࠎᘏࡀ᥈ồࡢ࡛࣮ࣝࢢࢧࠊࡁ࠾࡚ࡉࡣࡇ࡞ࡑࠊࡢ࠸࡚ࡋ࠸ᛮ࠸ᐮ࡞

㞄ࡓࡓࠋ࠸࡚࠼ぬ࠶࠶࡛ࡢࡓࡗ࡞ࡀ᪉࡚ࡗ❧ࡀ⭡ࡃࠊࡇ

ࡔࠕࡂࡕ❧⭡ࠊ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗゝ㸟ࠖ࠸࠸࡛ࡢࡇ࠸ᬬࠕࡀዪᛶࡓ࠸࡚ࡗᗙ

㸟࡚ࡋ㈚ࢺࢣࣕࢪࡢࡓ࡞࠶ࡓࡗ ࠊࡀࡓࢺࢣࣕࢪ࠺ྲྀ࠸ዣࠊ࡚ࡗゝࠖ

ƫࠋࡓࡗᐮࡔ࡛ࡑ ⬟ⓗ࣮ࣝࢢࢧ᥈ồ࣡ࠊ࠶ࡢ ๓⤊ࡢࣙࢩࢡ࣮

15 ศ⛬ᗘ⾜ࡓ㏉ࡢ୰࡛⪅➹ࠊぶ࠸ࡋཧຍ୍࣓ࣥࡢ࣮ࣂேࠕࡀAkane㸦➹⪅㸧

 IP ㊊ࠖ‶ࡢ᪥ࡀࡑࠊࡓࡗⰋࡀࡢࡓࡁ᥈ồ࡛య㦂࡛࣮ࣝࢢࠊࡎࡋ࡚ࡋ

Ⓨゝࠊࡕ❧ࡀ⭡ࡍࡍ࡚࠸⪺ࡢࡍ࡚ࡃࡋᾦࡀฟ࣡ࠋࡓ ࡚࠸Ἵᚋ⤊ࣙࢩࢡ࣮

ࠊࡅኌ᮶࡚ࠖࡕࡗࡇࡗࡕ㸽ࡢࡓࡋ࠺ࠕࠊࡅࡘぢࡀ࣮ࢲ࣮ࣜ⪅➹࠸

ࡓࡗ࡞ᖐ᪥ᮏࠊ᪥ࠊ࡚࠸ࡦ㢼㑧ࡋࠕࡀ⪅➹ࠋࡓ࠸࡚㐃ゅ୍ࡢࣇ

ࣜࠊ࠼ッࠖࠋࡔࡍ࠺ ᮍ᮶ࡢศ⮬ࡣࡓ࡞࠶ࠋࡔ ண࡞ほⓗᝒࡣࡑࠕࡣ࣮ࢲ࣮ 100㸣
ண ࡛࠾ࠊࠖࡢࡁỴࡢ SCT  ணࡢ100㸣ࠊࡕࠕࠋࡓጞࢬࢧࢧࢡࡢ

ࡢ࠸࡚ࡗἩࣝࢸࡢࡇࡣࡓ࡞࠶ࠕࠊ࠺࠸ࠖࡓࡗᐮᮏᙜࡣ⚾ࠊࡀ࠸࡞ࡁ࡛࡞

ࡢࡓࡗ࡞࠸ྲྀ╔ୖ㒊ᒇࡐ࡞ࠊ ࠊࡋࣁࡣ⪅➹࡚ゝ࠺ࡑࠋࡓゝࠖ

ࡓ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ⊂ࡀど㔝࡛ᛣ☜ࠋࡓࡗ࡞࠸ᛮࡇ࡞ࡑࠕ ࣜࠊ࠼⟆ࠖ ࣮

࡞ࠕࡣࡢࡑࠋࡓࡗ➗࡚ࡗ࠸͇!That’s problem solving͆ࡣ࣮ࢲ ࡚ࡋ᪦⣡ᚓ୍ࠖࠊ

ࡔࠊࡇࡍฟ࠸ᛮᚰቃ࡞㞧「ࡔᮍࢻ࣮ࢯࣆࡢࡇࠊࡀࡓࡗ⤊

ࡣ⣡ᚓࡢࡇࠋ࠶࡛࠺࠸࡞࠸࡚ࡋヰᖐᅜྠ࡚ࡋヰྠࡢࡑࠊࡇࡓࡋࠕࡣ☜

 SCT ࡢࡓ࡞࠶࠺࠸ࠊ࠸ᐮᐇ㝿ࠊࡅ࠸࡞ࡋ᪉࠸ࡋṇࡀࡑࡣ࡛ Body 
condition 㸟ࡢ࡚ࡗᛮࡔఱ࠸ࡓࡗ࠸ ୍ࠊࠖ ࠊ࡚࠼⪄ࠋࡓࡃ࡚ࡗᛣ࡚ࡗ࡞⥴

㒊ᒇ࣡ࠊࡢ࠺࠸ࡃ⾜ྲྀ╔ୖ 㒊ᒇᡭࠊࡓࡋ࠸㣗㣧୰᭱ࡢࣙࢩࢡ࣮

⪅➹ࡓࡗ⫱᪥ᮏ࡛ࡢᩥ࡞␗ࠊࡣḢ⡿ᩥ࠸࡞ࡋẼㄡࠊ࡚ࡋฟධ

 ࠋࡓࡗࡔࡇ࠸ࡋ㞴ࡣ
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㛗࠸グ㏙ࠊࡀࡓࡗࡋ࡚ࡗ࡞ఱࡀゝ͆࡞࠺ࡢࡀࠊ࠺࠸࠸ࡓ࠸Ṛ͇ࡢᛧక

ࡣឤయ㦂࡞ෆⓗࡢඹ㏻ࠊேࠊ࠶࡛ࡢேࠎಶࡀࡑࠊ࡞ሙྜ࠶ࡀᐇ⌧࠸ࡋཝ࠺

࠺࠸ࠊṧࡀၥࡣࡑࠊࡤ࠶࡛ࡢ࠺࠸࠸࡞ࡋၥ㢟࠶࡛⏤⌮࠺࠸ࠊ࡞␗

࡚ࡗࠕࡑࠊࡍ࡛ࡢ⪅➹࡞ல⣽ࡤẚࡀࠊ࠺࠸ࠖ࠸ᐮࠕࠋ࠶࡛ࡇ

࠸࡞࠼ ࡗ⫱ᅜ࡛࡞␗ࡣḢ⡿ᩥ࠺࠸᪥ᮏேࠊࡤ࡚࠼⪄ࡃࡃࠊࡋయ㦂ࠖ

ࡁࡘയࡢ➼ఱࡔᮍࠊࡇࡓࡗ࡞ࡉ៖⪄࣮ࢲ࣮ࣜ⬦ᩥ࡞ಶேⓗࡢ⪅➹࠺࠸ࡓ

SCTࠊ࠼⪄࠺ࡑࠋ࠶࡛࠸࡞࠼ᾘࡀᛣ ࣮ࢱ࣮࣓ࣛࣃࡢࡁࡍ⏝㐺ᡭἲࡢ

SCTࠊ ࡞ࡣ࡛ࡢ࠶ࡀᚲせධྲྀ‽ᇶࡢࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡉࡋṇࡍᐃࡀᡭἲࡢ

IPࠊࡇࡍ៖⪄⬦ᩥ࡞ಶேⓗࠊᐇ⌧࠸ࡋཝࡢேࡢࡑࠋ࠸ ࠎப࣮࣮ࢸࢣ

ࠊ ࡑࠋ࠶࡛ࡢ࠺ᛮ࠸Ⰻ࡚ࡗ࠶ࡀࡇ࠼ᩚⓗ⎔ቃ⌮≀ࡢᐇ⌧࡚Ṇࣥࢥ

ࡓࡇ࠼ SCT  ࠋࡃ࠾࡚ࡆ࠶ࡇࡇ࡚ࡋࡘ୍ࡢㄢ㢟ࡘᣢࡀ
� 5 ࡚࠸࠾᪥ᮏࡣ┠ࡘ SCT ࡕ࡞ࡍࠋ࠶ㄢ㢟࡛ࡁࡍ៖⪄㝿ࡍ㊶ᐇ 4 ࡘ

㔜ࠊࡀ࡞⡿ᅜ࡛ጞࡓࡉ SCT ᛕ㢌࠸㐪ࡢⓗ⫼ᬒᩥࡢ᪥ᮏࠊⓗ⫼ᬒᩥࡘᣢࡀ

ࡢ⪅➹ࡓࡗ࡞࠼࡚Ṇࣥࢥࡓࡋ㏙ୖࠋ࠶࡛ࡇᛮ࠶ࡀᚲせࡃ࠾

య㦂࡛࣡ࠊ ࣮ࣜࡢࡓࡢၥ㢟ゎỴ࠺࠸ࠊࡃ⾜ྲྀ╔ୖ࡚ࡋ㏥ᐊ୰᭱ࡢࣙࢩࢡ࣮

ሙྜ࠸࡞ࡁ࡛⏤⮬㢼࡞ࡑࠊ࡞㐲៖ࡢ࿘ᅖࡤ࠶᪥ᮏ࡛ࠊࡣࢹࡢ࣮ࢲ

ከࡢ⪅➹ࠊࡃㄆ▱ࡀᛣࡑ࡛ࡅࡔ⏤⌮࠺࠸ࠊࡓ࠸࡚ࡗ⊂࡛ᛮ࠸ࡣࡓࡗ࡞ࡘ࠸

㒊ࠊࡤࡁᙇ࡛ⓗ⌮ྜ᪉࠼⪄ᶒࡢ㌟⮬ࠊࡣḢ⡿࡛ࡋࡋࠋᛮ࠺࠸࡞࠼

ᒇ⏤⮬ฟධ≉ࠊࡀ࡞ࡇࡍၥ㢟ᩥ࠸࡞࡞ⓗ⫼ᬒࡢ࠶ࠊ࠶ࡀࢲ࣮ࣜࡢ

SCTࠋ࠼⪄ࡓ࠸࡚⾜୰࡛ࡢ⬦ᩥ࠺࠸࠺ࡑࠊᑐᛂࡢ⪅➹ࢹࡢ࣮ ࡢ

㜿ࠕࡣ᪥ᮏࠊࡕ࡞ࡍࠋ࠶࡛࠺ࡑ࠼࠸ࡀࡇࡢᵝྠࡑࠊ᪉࠼⪄ࡢࢻ࣮࣭ࣜࢻࣥ

࿂ࡢ྾ ࡇ࠺ྜศࡎㄒ࠸ࠊ࠺࠶ࡀゝⴥ࠺࠸ࠖ࡞ࡀࡎゝࠖࠕ

Ⰻᩥࡍࡋࠊ࠶ࡀ ࡍၥ㢟ࢻ࣮࣭ࣜࢻࣥ SCT ☜ࠊࡣ᪉࠼⪄ࡢ SCT ᣦࡀ

࡞࠺ࡍၥ㢟ࡣࡇ࠶⌮ゎ୍࡛ࡁ᪉࡛ࠊㄞࠊࡇࡓࡗྲྀᐹࠊࡇࡓࡋ᪥ᮏ㢼

➨ࠋ࠸࡞ࡋ࠸ࡃ㥆ᰁ᪥ᮏᩥࠊࡣࡢ࠺࠶ࡋㄆ☜࡚ࡋゝⴥࢣࢬࢣࢬࡤ࠼࠸

3 P7ࠊ࡛࣮ࣝࢢࡓࡆ࠶࡛❶ ࡞ࡣ࡚ࡗゝࠕࡣሙ࡛ࡢࡑࠊࡋㄆ☜ࢻ࣮࣭ࣜࢻࣥࡀ

ࡓࡗゝࡇ࠸࡞ ࡓධࡅཷࡢࡓࡉᐃྰࡀࢻ࣮࣭ࣜࢻࣥࡢ㌟⮬࠺࠸ࠖ

࣓ࠊࡣᐇ㝿ࠊࡎ ࡇࡓ࠸࡚࠼⪄ࠊ࠸࡞࠸㐪ࡓࡗ࡞ゝᮏᚰ࡚ࡗ㐵Ẽࡀ࣮ࣂࣥ

≉ࠊ P7 ࠸࡚ࡋ⾲ࡉࡋ㞴ධྲྀᡭἲࡢࡇࠊࡎᛮࡣ࠸ࡋ⌊ࡀ᪉࠼⪄ࡢ

 ࠋ࠼⪄
SCTࠊ࠶ࡀᩥࡍࡋⰋࡢࡍฟ⾲ࡁࡗࡣ࠼⪄ࡕẼᣢࡣḢ⡿࡛ࠊࡑࡑ 

⬟ྍ࠸࡚࠼⪄ࡀࡁ⥆ᡭࡢ㊶ᐇㄽ⌮࡞᰿ᣐࡢࡑ࡚ࡋᇶㄪ౯್ほࡓࡗ࠸࠺ࡑ

ᛶࡀ㧗ࠋ࠸ⱥᅜ␃Ꮫ⤒㦂࠶ࡢ▱ேࠕࡀⱥᅜ࡛ࡣ㯲࠸࡚ࡗఱࡔࣂ࠸࡞࠸࡚࠼⪄

ᛮࠋ㛫㐪࡚࠸࡚ࡗఱ࡛ࡃࠊ࠸࠸ఱゝࡀࡢ࠸࡞࡞ࡤࡅ࡞ኚࡔ

ࡤࡋ࡚ࡗ㢸㋬ࠊ࠸ࡋ࡚ࡗ᪥ᮏ࡛࠸ࡘࡢࡑࡇࠊ࡚ࡋᖐᅜࠕࠊࡋヰࠖࡓࡗ

ࡓࡋࡋࠋࡉฟ࠸ᛮࡀࡢࡓ࠸࡚ࡗゝࠖࡓࡗࡔኚࡃ SCT 㝿ࡍ㊶᪥ᮏ࡛ᐇ

ࠊ࠶ᙜ↛ᚲせ࡛ࡀᕤኵࡢ➼ఱࡤࡍࡔ࠺ࡑࠋ࠸࡞ࡋ࠸࡚ࡌ⏕ࡀࡇࡌྠ

ᚋࠊ᪥ᮏ࡛ᐇ㊶ࡢ࡛ୖࡍㄢ㢟࡛ࠋ࠺ࡔ࠶ 
 

➨ 2 ⠇� ᮏㄽᩥࡢ 
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  .1
➨ࠊ❶ᮏࠋ௨ୗ࡚ࡏྜࡋ↷ⓗ┠ࡢᮏㄽᩥࠊࡇࡓࡁ࡚㏙࡛ࡇࡇ 1

⠇ࡢ SCTࠊ࠺ࡓ㏙࡛.1 ࢳ࣮࣮ࣟࣝࢢࡣ࠸࠶࣮ࣆࣛࢭࢥࢧ࡚࠸⏝

㝿࠺⾜ SCT ࡣࡇ࠸࡚ࡋ㔜どࡀ 2 Ⅼ1ࠋ࠶ ⌮Ⓨ㐩ẁ㝵ࡢ࣮ࣝࢢࠊࡣࡘ

ゎࡑࠊࡋ༶ࡓࡋධ SCT ࠺ࠊࡇ࠺⾜࡚ࡗᚑࡁ⥆ᡭࡢ 1 ➼ఱ࣮ࣝࢢࡣࡘ

࣮ࣝࢢつ⠊㸭⎔ቃࡢ࣮ࣝࢢ࡞࠺ࡍ㐍ಁ᥈ồసᴗࡢᚰࠊ๓ࡀ࠶ࡁつ⠊࡛ࡢ

ࣝࢢࡢᚑ᮶ࡍヰ࠺࠸ࡓࡋヰࡇ࠸ࡓࡋヰࡣࡇࠋ࠶࡛ࡇࡍタᐃ࡚ࡋᑟධ

࡞␗ࡣ࣮ SCT ࡓ࠼ഛᚩ≉ࡢࡇࠊ࡚ࡋࡑࠋࡁ࡛ࡀࡇ࠺࠸ࠊᚩ≉ࡢ SCT ᐇ㝿ࡀ

ࣛࢭࢥࢧ࣭࣮ࣝࢢࠊ┦ᵝ࡞࠺ࡢ࣮ࣝࢢ࡚ࡗࡑࠊ࠸⏝࠺ࡢ

ḟウ᳨ࡅ࠾ᮏㄽᩥࠊࡢ࠶ࡀຠᯝ࡞ᚰ⌮ⓗ࡞࠺⯡୍࣮ࣆ

 ࠋࡓࡉ♧ࡀࡇࡢ
SCTࠊࡢࡤࡓࡋᙧᡂ࣮ࣝࢢࠊࡣ࣮ࣝࢢࡓࡌㄽࠊࡋᮏㄽᩥ᳨࡛ウࠊึ᭱ࡎ

࡛࣮ࣝࢢ࠶ẁ㝵ࡢ㏨㑊̓͂ࡢึ᭱ࡢୗẁ㝵ࡢᶒጾ͇͆ࡤ࠼࠸࡛ࣝࢹࣔࡢⓎ㐩ẁ㝵ࡢ

ࡣࡑࠋࡓ࠼⪄ࡓࡗ࠶ SCT ࠊ┦ᵝࡢ࣮ࣝࢢ࡞ᚩⓗ≉ẁ㝵ࡢ㏨㑊̓͂ࡍᐃࡀ

࡞ࡇࡓ࠸࡚⌧࣮ࣝࢢࡢࠊࡀᏳࡢࡇㄒ࡛࣮ࣝࢢ࡚ࡋࡕ࡞ࡍ

➨ࠊどⅬࡢࡇࠋࡓࡉ᥎ᐹ 2 ͆ࠊࡇࡓࡋウ᳨࣮ࣝࢢࡅ࠾❶ ᶵ⬟ⓗࢧ

࠺࠸ㄒ࡚ࡋᙧᡂ͇࣮ࣝࢢ SCT ࣮ࣝࢢࡢẁ㝵ࡢⓎ㐩ึᮇࠊࡣᙧᘧࠖࡢㄒࠕࡢ

ࠊ࣮ࣥࢱࣃ⾨㜵㊥㞳ேࡢ࡞㞧ㄯࡤ࠼ࡓࠊࡆጉ᥈ồసᴗࡢᚰࠊ࠸ࡍ⌧

2ࠋࡓࡉ၀♧ࡀᛶ⬟ྍ࡞ࡃࡃ⌧ࡀ⾨㜵ຊືࡢ ࡣ࣮ࣂ࣓ࣥࠊࡘ SCT ࡢ

ㄒ࡚ࡗࡑ࣮ࣝࣝࡢෆᐜࠖࡢㄒࠕ࠺࠸ㄒయ㦂ࡢ࡛ࠖࡇࡇࠊࠕࠊᙧᘧࠖࡢㄒࠕ

➨ࠊࡀồࡀࡇ 3 ࠊࡀ࡞ࡋⱞປࡇࡌᛂồࡢࡑࠊࡣ࡛࣮ࣝࢢࡢ❶

ࠊ࠸࡞ࡁㄝ࡛ࡣ㦂⤒ࡢ࡛ࡇࠊ࡛ࡇࡓࡋ༠ຊ᥈ồసᴗࡢᚰࠊࡋඹ᭷ⱞປࡢࡑ

SCTࠊࡣࡇࡢࡑࠋࡓࡉ♧ࡀᛶ⬟ྍࡓࡌ⏕ࡀయ㦂࠸Ⰻࡢᚰᆅឤぬ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘ ㄒࡢ

ࡓࡉࡓࡀຠᯝ࡞ᚰ⌮ⓗ࡞࠺⯡୍࣮ࣆࣛࢭࢥࢧ࣭࣮ࣝࢢࠊ࡚ࡗ

ྍ⬟ᛶࠊᮏ◊✲୍ࡀ࡚ࡋᥦ♧ࠋ࠺ࡔ࠼⪄ࠊࡓࡋຍࠊ࡚࠼ᶵ⬟ⓗ࣮ࣝࢢࢧ

ྠࠊᛶ⬟ྍࡘ❧ᙺᙧᡂࡢಙ㢗ඹឤࡅ࠾ᑐே㛵ಀࠊࡀ⩦య㦂Ꮫ ᵝᮏ◊✲

3ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠼࠸ࡓࡋ♧ᥦࡀ ᅇࠊࡋಁㄒయ㦂ࡢ࡛ࠖࡇࡇࠊࠕࠊࡘ

᳨ウࡀࡓࡋయ㦂⪅̀̔ࠊ࡛࣮ࣝࢢࡢ ♧ࡀᛶ⬟ྍࡌ⏕ࡀຠᯝ࡞ᚰ⌮ⓗࠊࡌ⏕ࡀឤ⾲ฟ࠸

SCTࠊࡣࡇࡓࡉ ᭷ࢺ࣮ࢧࡢࡀࠊࡕᣢලయⓗධᢏἲࡢࡓࡍಁឤ⾲ฟࡀ

 ࠋ࠺ࡔ࠼⪄࠸࡚ࡋ♧ࡇ࠶ᛶ⬟ྍᚓ࡞ᡭἲ࡞⏝
SCT SCTࠊࡣ࡚ࡋ㛵ᚩ≉ࡢጼໃᙺྲྀࡀࢺࢫࣆࣛࢭࡢ ✲◊ᮏࠊ࡚ࡗᚑࡁ⥆ᡭࡢ

TLHSࠊ࡚ࡗࡑࠊࡋ㊶ᐇ࣮ࣝࢢࡀࢺࢫࣆࣛࢭ㸭࣮ࢲ࣮ࣜࡢ࣮ࣝࢢࡢ ࡋ᰿ᣐ

࡚ SCT ࡓࡋ♧ᥦ࡚ࡋ୍ࡀ✲◊ࡢᮏㄽᩥࠊࡇ࠶࡛⬟ྍ⌧ᐇࠊࡀ௬ㄝࡍᐃࡀ

 ࠋᛮ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡚ࡋᡂᯝࡢࡘ୍ࡢ✲◊ᮏࡣࡇࡢࡑࠊ࠼⪄
SCT SCTࠊࡀ࠶࡛࡚࠸ࡘㄢ㢟ࡢ ㄒ࡞␗ࡣࡢࡔࡋぶ័ࠊ࠺࠸᪉ㄒࡢ

᪉㌟ࡢࡇࡅᅔ㞴ࡑࠊక࠺ᢠࠊࡀ㇟⌧࠼⪄ᮏㄽᩥ᳨࡛ウࣝࢢࡓࡋ

ᐇ⌧ࡀࡋಁࡢឤ⾲ฟࠊ࠺࠸ㄒయ㦂ࡢ࡛ࠖࡇࡇࠊࠕࠊࡓࠊࡇࡓ࠸࡚ࡌ⏕࡛࣮

ࡇࡓࡉㄆ☜ࡀᛶ⬟ྍࡓࡗ࡞㈇ᢸ࡞ᚰ⌮ⓗ࡞㐣ࡀࡑࠊ࡚ࡗ࡞㠃┤ࡢయ㦂ࡢ

࠺࠸࡞࡞㐣ࡀ㈇ᢸ࡞ᚰ⌮ⓗࡓࡗ࠸࠺ࡇࠊࡋ㛵㐃ࡇࡢࡇࠋ࠺ࡔࡆ࠶ࡀ

SCTࠊⓗ࡛┠ࡍ ࠾ⓗ┠ࡢࡑࠊࡀᙧᘧࠖࡢㄒࠕ࠺࠸࣮ࣝࢢࢧᶵ⬟ⓗ࠸⏝ࡀ
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ᚰࡢ᥈ồసᴗࡢᏳ࡞ᯟ⤌࡚ࡋ㐺ษᶵ⬟ࠊࡣุ᩿ࡢ࠺࠸࡚ࡋ㞴ࡇ࠸ࡋ

♧၀ࡍ⤖ᯝࠋࡓࡉ♧ 
᭱ᚋࡢ࡛ࡇࡇຍࠊ࠼ᮏㄽᩥࡢ⫼ᬒ࠶ 2 ࡕ࡞ࡍࠊ࠸ၥࡢࡘ 1 ᚰࠊࡘ

⌮ຊືㄝࡍ⌮ㄽⓗᯟ⤌᰿ᣐ࠺ࡢࡣᐇドࡘࠊࡉᑓ㛛㡿ᇦእࡢேࡕࡓ

ᑐࠊࡋㄝᚓຊࡢ⛬ᗘᣢ2ࠊࡢ࠸࡚ࡗ ㊶ᗋᐇ⮫┙ᇶࡇ࠺ᢅᚰ⌮ຊືࠊࡘ

௨ୗࠊࡋ㛵ࡇ࠺࠸ࠊࡢࡉಖド࡚ࡋ࠸ࡣᑓ㛛ᛶࡢࢺࢫࣆࣛࢭࢥࢧࡍ

 ࠋ
ᮏㄽᩥ࡛ࠊࡣSCT ᐇ㝿ࡧ࠾ࠊࡇࡍグ㏙ㄽ⌮࠸࡚ࡋᵓᡂ᰿ᣐࡢࡑࠊ࡚࠸ࡘ

SCTࠊࡌ㏻ウ᳨ࡢ࣮ࣝࢢࡢ ࠋࡓࡗ⾜✲◊ⓗ┠ࡇࡍ♧ᚩ≉ࡢ㊶ᐇ᪉࠼⪄ࡢ

࠶ᡭἲ࡛ࡃᇶ࡙ㄽ⌮࡚ࡋࡑ SCT ᐇ࣮ࣝࢢࡀ࣮ࢲ࣮ࣜࡢᅇࠊ࡚ࡗᚑࡁ⥆ᡭࡢ

ㄢ㢟⏝సࡣ࠸࠶ࠊຠᯝ࡞ᚰ⌮ⓗ࡞࠺⯡୍࣮ࣆࣛࢭࢥࢧ࣭࣮ࣝࢢࠊࡋ

୍ࠊᛶ⬟ྍ⾲ࡀ ࡚ࡋᥦ♧ࠊࡕ࡞ࡍࠋ࠸࡚࠼⪄ࡓࡋ⌮ㄽᇶ࡙ࡃᡭἲ࡛࠶

SCT ࡚ࡗࡑࠊࡋ㊶ᐇ࣮ࣝࢢࡀ࣮ࢲ࣮࡚ࣜࡗᚑࡁ⥆ᡭࡢ SCT ࡀ௬ㄝࡍᐃࡀ

ᐇ⌧ྍ⬟୍࡛ࡢࡑࠊࡇ࠶ᮏ◊✲ࡀᥦ♧ࠊࡣࡇࡢࡇࠊ࠶࡛⬟ྍࡀࡇ࠺࠸ࠊࡓࡋ

ᮏㄽᩥࡢ 2 ୍ࠊ၀♧ࡍᑐ࠸ၥࡢࡘ ᐃ⛬ᗘࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠼࠸ࡓࡋ♧ࠊຍ࡚࠼ 2 ࡘ

୰ࡆୖྲྀ㒊ศⓗᑐヰࡢࣥࣙࢩࢭࠊウ᳨ࡢ࣮ࣝࢢࡢᐇ㝿ࠊࡣ࡚ࡋ㛵࠸ၥࡢ

SCTࠊ࡛ ࡢࡀࡑࠊࡋ᰿ᣐ࡛ධ࡞࠺ࡢࠊࡋ┠╔ࡇࡀࢺࢫࣆࣛࢭ㸭࣮ࢲ࣮ࣜࡢ

2ࠊࡣࡇࠋࡓࡋ♧ᥦලయⓗࡓࡋࡓᯝ⤖࡞࠺ ᢅᚰ⌮ຊື࠶࡛࠸ၥࡢࡘ

SCTࠊᑓ㛛ᛶࡢࢺࢫࣆࣛࢭࢥࢧࡍ㊶ᐇᗋ⮫┙ᇶࡇ࠺ ಖドࡀࡁ⥆ᡭ࡞☜ࡢ

୍ࠊᅇࠊᛶ⬟ྍࡍ ࠊࡀ࠶ࡣ࡛࡚ࡋ⌧ᐇⓗ࡚ࡋࡢ࡞ᮏㄽᩥࡀ✲◊ࡢᥦ♧

 ࠋᛮࡓࡋ
 
2. ᮏㄽᩥࡢ㝈⏺ᚋࡢㄢ㢟 
ᮏㄽᩥࡢ㝈⏺࡛ࠊࡀ࠶ᮏㄽᩥ᳨࡚࠸࠾✲◊ࡢウࠊࡋㄽࠊࡣ࣮ࣝࢢࡓࡌ➨ 2 ࣝࢢࡢ❶

㐌ࠊࡀ࣮ 1 ᅇ90ࠊ ศࡀ࣮ࢼࢭࡢ 6 ᅇ࣮ࣝࢢࡕ࠺ࠊయ㦂ࡀ 5 ᅇࠊ➨ 3 ࣮ࣝࢢࡢ❶

ࠊࡀ 4 ᪥࣮ࣝࢢࡕ࠺ࠊ࡛࣮ࢼࢭࡢయ㦂ࡀ 10 ᅇ࡛ࡓࠊࡇ࠶ᐇ࣮ࣝࢢࡓࡋ

➨ࠊࡀ 2 ࡣ࡛❶ 1 ᑐࠊ࣮ࣝࢢࡢ➨ 3 ࡣ࡛❶ 1 SCTࠊࡃ࡞ᑡࡘ ࢢࡇ࠸⏝

ࡓࡗ࡞࠼࠸ࡣ༑ศᩘࣝࣥࢧ㛫ࠊࡣࡍド᳨ຠᯝࡢ࣮ࣆࣛࢭࢥࢧ࣭࣮ࣝ

ࡢ⏺㝈ࡢᮏㄽᩥࡀࡇ 1 ➨ࠊࡋ㛵㐃ࡑࡓࠋࡘ 2 ➨ࠊ❶ 3 ᙧᡂࡓࡢ✲◊࡛❶

ࠊࡣ࣮ࣝࢢࡓࡋ SCT ࡀࡇࡓࡗ࠶࡛࣮ࣝࢢࡢẁ㝵ࡢᮇึࡢࣝࢹࣔࡢⓎ㐩ẁ㝵ࡢ

2 SCTࠋࡘ ࣮ࣝࢢ࡞ࢻ࣮ࢱࣥࢭ࣭ࢸࢫࢩࡣࢺࢫࣆࣛࢭࠊ࡚࠸࠾ẁ㝵ࡢⓎ㐩ึᮇࡣ࡛

ࡍධᴟⓗ✚ࡓࡍಁ᥈ồసᴗࡢᚰࡘࠊࡋ⫱ᩍ࣮ࣂ࣓ࣥࡃࡍタᐃつ⠊ࡢ

ሙྜࡓࡗ㝗༴ᶵⓗ≧ែఱࡀ࣮ࣝࢢࡣࢺࢫࣆࣛࢭࠊ࡚ࡗᚑࡍⓎ㐩ࡀ࣮ࣝࢢࠊࡀ

㝖ࠊࡣ࡚࠸ධࡢᚲせࡢࡑࠋ࠸࡚ࡋ࡞ࡃ࡞ࡀほⅬゝࠊࡤ࠼ᮏㄽᩥ࡛ྲྀ

͂ࠊࡀ࣮ࣝࢢࡓࡆୖ ㏨㑊̓ࡢⓎ㐩ẁ㝵ࡀ࣮ࢲ࣮ࣜ㇟⌧⌧ࡇࡑࠊࡣࡇࡓࡗ࠶

TLHS SCTࠊࡋゎ⌮࡚࠸ᇶ࡙ㄽ⌮ࡢ ࣮ࣝࢢồࡀධ࡞ࠎᵝ࡚ࡗᚑࡁ⥆ᡭࡢ

⤌ㄽⓗᯟ⌮ࡍㄝᚰ⌮ຊືࡘࠊⓗ┠࠶ᬒ⫼ࡢᮏㄽᩥࠊⅬ࡛࠺࠸ࡓࡗ࠶࡛

᰿ᣐ࠺ࡢࡣᐇド୍ࠊࡘࠊࡉ ᑐࡕࡓே࠸࡞ࡋᑓ㛛㡿ᇦࡑࠊྵேࡢ⯡

ࡍ㊶ᗋᐇ⮫┙ᇶࡇ࠺ᢅᚰ⌮ຊືࠊࡓࠊࡢ࠸࡚ࡗᗘᣢ⛬ࡢㄝᚓຊࠊࡋ

SCTࠊ၀♧ࡢࡇ࠺࠸ࠊࡢࡉಖド࡚ࡋ࠸ࡣᑓ㛛ᛶࡢࢺࢫࣆࣛࢭࢥࢧ 

ࡣⅬ࡛ࡢࡑࠋ࠺ࡔ࠼ゝࡓ࠸࡚⌧ࠎከࠊࡀ㇟⌧ࡢࡓᚓ࣮ࣝࢢࡢᅇࡓ࠸⏝
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SCTࠊࡀ࠼࠸ࡓ࠸࡚ࡗ㐺⌮ ࠺࠸ࠊࡢ࡞࠸ࡀ࣮ࣝࢢࡢ SCT ࡢ࣮ࣝࢢࡢ

ᵝ࡞ࠎᵝ┦ᐇ㊶ࡢ≉ᚩࡉࠊࡣࡓࡍ♧Ⓨ㐩ẁ㝵ࡀ㐍᳨࣮ࣝࢢࡔウࡍᚲ

せࡀࡇࠋࡓࡗ࠶ࡀᮏㄽᩥࡢ㝈⏺࡛࠶ᚋࡢㄢ㢟࡛ࠋ࠸࡚࠼⪄࠶ 
 
 ࠾ .3
ᮏㄽᩥࠊ࡚࠸࠾SCT ࡓ࡚❧ึ᭱ࠊࡇࡍ♧ᚩ≉ࡢ㊶ᐇ᪉࠼⪄ࡢ 2 ၥࡢࡘ

࠸࡞࠼࠸ࡣ༑ศࡀ✲◊ࡢᮏㄽᩥࠊ࡚ࡋ୍ࡢࡑࠊᛶ⬟ྍ၀♧ࡢᐃ⛬ᗘ୍ࡍᑐ࠸

Midgley㸦2004㸧ࠊࡓࡋᣦ┠ࡀᮏㄽᩥࠊࡣ࡛ࡑࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡁ࡛ࡀࡇࡍ♧ᥦࠊ࡛
ᛶ⬟ྍ࡞ࡢࡃ㛤㐨ࡅࡘࡧ⤖㊶ᐇ✲◊ᐇドࠊࡀᡭἲ✲◊࡞㉁ⓗࠊࡍᮇᚅࡢ

⪄࡚ࡋศᯒࡇࡓࡉほᐹ࡚࠸ࡘ㇟⌧ࡤ࠸ࠊࡣᡭἲ✲◊࡞㉁ⓗࠋ࠺ࡔ࠺ࡣ࡚࠸ࡘ

ᐹ࠺࠸ࠊࡢࡍぢ᪉ࡀࡇࠋ࠺ࡔࡁ࡛ࡀᐇド◊✲ᐇ㊶ࡧ⤖ࡅᡭἲࡓ࡞

ࡔ࠸࡚ồࡃ࡞ᑡࡀࡇ࠸࡞࡞ពⓗࡀᐹ⪄ࡓᑟほᐹࠊࡣ

Midgleyࠊࡀ✲◊ࡢᮏㄽᩥࠊྵࡇࡓࡗᡶὀព㝈࡞⬟ྍࡀᮏㄽᩥࡇࡢࡑࠋ࠺ ࡢ

ᮇᚅࡍ㐨࡛ࡎ㛤ࡓ࠸㢪ࠊ࠸ᚋ࡞ࡉࡢດຊㄋ࡚ࡗᮏㄽᩥࡍ࠾ࡢ

 ࠋ
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ㄽᩥ┠㘓 
 
1. ➨ 2 ❶� ➨ 1 ⠇ࠊ➨ 2 ⠇࣭➨ 1 㡯 
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Psychological Research. 63(4), 449-465. 
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㈨ᩱࠑ  ࠒ.1
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㈨ᩱࠑ  ࠒ.2-1
 
㸦ෆ㸧ᑐேࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗࢥ⬟ຊ ྥୖ࣮ࢼࢭ 
i᭶᭙㸲ㅮ┠ 
○○ᵝ 
 
ࡀ࠶ㄔࡁࡔࡓ࠸㎸⏦࠾͇࣮ࢼࢭୖྥ ຊ⬟ࣥࣙࢩ̿ࢣࢽࣗࢥᑐே͆ࡣᗘࡢࡇ

 ࠋࡍ࠸ࡊࡈ࠺
ㄪᩚࡢ⤖ᯝ࣮ࢼࢭࠊཧຍࡈ࡛ࡢࡓࡋ࡞ࡇࡃࡔࡓ࠸࡚ࡋ㐃⤡ࠋࡍࡋࡓ࠸ 
 
 
࠙ᑐேࣥࣙࢩ̿ࢣࢽࣗࢥ⬟ຊ ྥୖࠚ࣮ࢼࢭ 
᪥㸸5/236/27ࠊ6/20ࠊ6/13ࠊ6/6ࠊ5/30ࠊ㸦 6 ᅇ㸧 
㛫㸸᭶᭙ 㸲ㅮ┠㸦14:40㹼16:10㸧ͤ㛫ཝᏲ࡛࠾㢪ࠋࡍࡋ࠸ 
ሙᡤ㸸ᚰ⌮Ꮫᐇ㦂ᐊ㸯㸦➨ 1 ◊✲Ჷࠊᆅୗ㸯㝵㸧 
ഛ⪃㸸➹グ⏝ලᣢཧࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ 
 
ࡓࡗ࡚࠸㛤ࡋᑡᖜ⫪㊊ࠊᏊ᳔ࡓ୪ᙧཧຍேᩘศࠊࡣ࡛࣮ࢼࢭࡢࡇͤ

ࠊࢺ࣮ࢫࢺࢱࠊ࡚ࡋ៖⪄⏺どࡢேᗙ๓ࡓࡢࡑࠋࡍࡁࡔࡓ࠸࡚ࡗᗙ ࢫࢽ

 ࠋ࠸ࡉࡔࡃཧຍࡈ࡛࡞ࢺ࣮ࢫ࠶ࡢࣥࢬࠊࡅ㑊ࡣ᭹ࡢ࡞ࢺ࣮
 
 
ͤཧຍ᮲௳㏣ຍ㡯ࡀ 1 Ⅼࠋࡍ࠶ 
㘓㡢࡛グ㘓ࡣᵝᏊࡢ࣮ࣝࢢࡢẖᅇࠊ࡚ࡋ⎔୍ࡢ✲◊ࠕෆࡢເ㞟࣮ࢼࢭ ᪨ࠖࠊ

グ㍕ࡇࠊࡀࡓࡋࡋຍ࡛ࢹࣅࠕ࡚࠼グ㘓ྠࡇࠋࡓࡋࡋࡓ࠸ࡇࠖព࠸

ࡁ࡛ࡀࡇࡃࡔࡓ࠸࡚ࡋཧຍ࣮ࢼࢭࠊࡀࡏ࠶ࡅࡋ⏦ኚࠊࡣሙྜ࠸࡞ࡅࡔࡓ

 ࠋࡏ
 
㘓⏬ྠពࡣ࠸࠶ࠊ࠸࡞ࡅࡔࡓ࠸ࡀኚ࡚ࡗཧຍ㎡㏥ࡉሙྜࡣ 5 ᭶ 16 ᪥

㸦᭶㸧17 ࡛ୗグࠊ㬞⃝ࡈ࡛㐃⤡ࡓࠋ࠸ࡉࡔࡃఱⅬࡈࠊ㉁ၥ➼࠸ࡊࡈ

 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ⤡㐃ࡈ࡛㬞⃝ࡃࡌྠࠊࡓࡋ
 
 ࠋࡍࡋࡓ࠸࠸㢪࠾ࡃࡋࡒ࠺
 
 *:.ࠋ.:*࣭࣭*:ࠋ.:*࣭࣭*:.ࠋ.:*࣭࣭*
ᏛᅬᏛ ♫⚟♴Ꮫ㒊 ⚟♴ᚰ⌮Ꮫ⛉ 
�                           㬞⃝ࡡ࠶ 
  �             ◊✲ᐊ㸸➨ 1 ◊✲Ჷ 313 

e-mail㸸kamozawa@hokusei.ac.jp   
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㈨ᩱࠑ  ࠒ.2-2
 
㸦ෆ㸧ᑐேࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗࢥ⬟ຊ ྥୖ࣮ࢼࢭ 
i᭶᭙ 5 ㅮ┠ 
○○ᵝ 
 
ࡀ࠶ㄔࡁࡔࡓ࠸㎸⏦࠾͇࣮ࢼࢭୖྥ ຊ⬟ࣥࣙࢩ̿ࢣࢽࣗࢥᑐே͆ࡣᗘࡢࡇ

 ࠋࡍ࠸ࡊࡈ࠺
ㄪᩚࡢ⤖ᯝ࣮ࢼࢭࠊཧຍࡈ࡛ࡢࡓࡋ࡞ࡇࡃࡔࡓ࠸࡚ࡋ㐃⤡ࠋࡍࡋࡓ࠸ 
 
 
࠙ᑐேࣥࣙࢩ̿ࢣࢽࣗࢥ⬟ຊ ྥୖࠚ࣮ࢼࢭ 
᪥㸸5/236/27ࠊ6/20ࠊ6/13ࠊ6/6ࠊ5/30ࠊ㸦 6 ᅇ㸧 
㛫㸸᭶᭙ 5 ㅮ┠㸦16:20㹼17:50㸧ͤ㛫ཝᏲ࡛࠾㢪ࠋࡍࡋ࠸ 
ሙᡤ㸸ᚰ⌮Ꮫᐇ㦂ᐊ㸯㸦➨ 1 ◊✲Ჷࠊᆅୗ㸯㝵㸧 
ഛ⪃㸸➹グ⏝ලᣢཧࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ 
 
ࡓࡗ࡚࠸㛤ࡋᑡᖜ⫪㊊ࠊᏊ᳔ࡓ୪ᙧཧຍேᩘศࠊࡣ࡛࣮ࢼࢭࡢࡇͤ

ࠊࢺ࣮ࢫࢺࢱࠊ࡚ࡋ៖⪄⏺どࡢேᗙ๓ࡓࡢࡑࠋࡍࡁࡔࡓ࠸࡚ࡗᗙ ࢫࢽ

 ࠋ࠸ࡉࡔࡃཧຍࡈ࡛࡞ࢺ࣮ࢫ࠶ࡢࣥࢬࠊࡅ㑊ࡣ᭹ࡢ࡞ࢺ࣮
 
 
ͤཧຍ᮲௳㏣ຍ㡯ࡀ 1 Ⅼࠋࡍ࠶ 
㘓㡢࡛グ㘓ࡣᵝᏊࡢ࣮ࣝࢢࡢẖᅇࠊ࡚ࡋ⎔୍ࡢ✲◊ࠕෆࡢເ㞟࣮ࢼࢭ ᪨ࠖࠊ

グ㍕ࡇࠊࡀࡓࡋࡋຍ࡛ࢹࣅࠕ࡚࠼グ㘓ྠࡇࠋࡓࡋࡋࡓ࠸ࡇࠖព࠸

ࡁ࡛ࡀࡇࡃࡔࡓ࠸࡚ࡋཧຍ࣮ࢼࢭࠊࡀࡏ࠶ࡅࡋ⏦ኚࠊࡣሙྜ࠸࡞ࡅࡔࡓ

 ࠋࡏ
 
㘓⏬ྠពࡣ࠸࠶ࠊ࠸࡞ࡅࡔࡓ࠸ࡀኚ࡚ࡗཧຍ㎡㏥ࡉሙྜࡣ 5 ᭶ 16 ᪥

㸦᭶㸧17 ࡛ୗグࠊ㬞⃝ࡈ࡛㐃⤡ࡓࠋ࠸ࡉࡔࡃఱⅬࡈࠊ㉁ၥ➼࠸ࡊࡈ

 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ⤡㐃ࡈ࡛㬞⃝ࡃࡌྠࠊࡓࡋ
 
 ࠋࡍࡋࡓ࠸࠸㢪࠾ࡃࡋࡒ࠺
 
 *:.ࠋ.:*࣭࣭*:ࠋ.:*࣭࣭*:.ࠋ.:*࣭࣭*
ᏛᅬᏛ ♫⚟♴Ꮫ㒊 ⚟♴ᚰ⌮Ꮫ⛉ 
�                           㬞⃝ࡡ࠶ 
  �             ◊✲ᐊ㸸➨ 1 ◊✲Ჷ 313 

e-mail㸸kamozawa@hokusei.ac.jp 
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㈨ᩱࠑ  ࠒ.2-3
 
㸦ෆ㸧ᑐேࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗࢥ⬟ຊ ྥୖ࣮ࢼࢭ 
i᩿࠾ 
○○ᵝ 
 
ࡀ࠶ㄔࡁࡔࡓ࠸㎸⏦࠾͇࣮ࢼࢭୖྥ ຊ⬟ࣥࣙࢩ̿ࢣࢽࣗࢥᑐே͆ࡣᗘࡢࡇ

 ࠋࡍ࠸ࡊࡈ࠺
 
ɔࠊ࣮ࣝࣗࢪࢣࢫ ᡂ࣓ࣥࡢࠎ✀ࠊ➼ࢫࣥࣛࣂࡢ࣮ࣂ຺ࡓࡋ⤖ᯝࠊᅇࡣཧຍ࠸࡚ࡋ

࡛ࡀࡇ࠺ࡑᕼᮃࡈࠊࡎ㛵ࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡛㎸ࡋ⏦ᢡゅࠋࡏࡁ࡛ࡀࡇࡃࡔࡓ

 ࠋࡏ࠶ࡅࡋ⏦ᮏᙜࡎࡁ
 
ᚋࠊఱᶵࡈࡓࠊࡓࡋ࠶ࡀ༠ຊࡅࡔࡓ࠸ᖾࡈࡋࠋࡍ࡛࠸Ⅼࡈࠊ㉁ၥ

 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ⤡㐃ࡈ࡛㬞⃝ࠊୗグࠊࡓࡋ࠸ࡊࡈ➼
 
 ࠋࡍࡋࡓ࠸࠸㢪࠾ࡃࡋࡒ࠺
 
 *:.ࠋ.:*࣭࣭*:ࠋ.:*࣭࣭*:.ࠋ.:*࣭࣭*
ᏛᅬᏛ ♫⚟♴Ꮫ㒊 ⚟♴ᚰ⌮Ꮫ⛉ 
�                           㬞⃝ࡡ࠶ 
  �             ◊✲ᐊ㸸➨ 1 ◊✲Ჷ 313 

e-mail㸸kamozawa@hokusei.ac.jp   
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㈨ᩱࠑ  ࠒ.3
 

⮫ᗋᚰ⌮◊✲࣮ࣝࢢ 
㸦௦⾲㸧ᏛᅬᏛ ♫⚟♴Ꮫ㒊 ⚟♴ᚰ⌮Ꮫ⛉ 

ᏛᅬᏛ Ꮫ㝔♫⚟♴Ꮫ◊✲⛉ 
㬞⃝ࡡ࠶ 

 

◊✲ཧຍྠࡢព᭩ 
 
� ࢫࢭࣟࡢᚰ⌮⒪ἲࠊࡧ࠾ࢫࢡࢼࢲ࣭࣮ࣝࢢࠊࡣ࣮ࣝࢢ✲◊⌮ᗋᚰ⮫ࡕࡓ⚾

 ࠋࡍ࠸࡚ࡗ⾜✲◊࡚࠸ࡘ
� ゎࡢၥ㢟࡞ࠎᵝࡢᚰ࠼ᢪࡀ♫ಶேࠊࡋάᐇ㊶άືࡢ⌮ᗋᚰ⮫ᡂᯝ✲◊ࡢࡇ

Ỵᐤࠋࡍ࠾࡚࠼⪄࠸ࡓࡋ 
� ᅇཧຍࠗࡃࡔࡓ࠸ᑐேࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗࢥ⬟ຊ ྥୖࡕࡓ⚾ࠊ࣮࠘ࢼࢭ⮫ᗋᚰ⌮◊

 ࠋࡍࡋࡓ࠸ᐇ࡚ࡋ⎔୍ࡢ✲◊࠸࡚ࡗ⾜ࡀ࣮ࣝࢢ✲
ࠋࡍࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ㘓㡢࡛グ㘓⏬㘓ࡓࡢศᯒࡢᚋࡢࡑࠊࡣࣥࣙࢩࢭࡢ࣮ࣝࢢ

グ㘓ࡓࡋീ㡢ኌࠊᮏ◊✲ࡓࡢᐇྛࡍ✀ㄪᰝ⚊ࠊࡣ◊✲┠ⓗ௨እ୍ࡣษ⏝࠸

ࡓಟṇࡣሗࡉᐃ≉ࡀಶேࠊࡣሙྜࡍసᡂ➼ሗ࿌᭩ㄽᩥࠊࡓࠋࡏࡋࡓ

 ࠋࡍࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉᮇಖㆤࡢಶேሗ࡚ࡋ๐㝖ࡣ
� ᙳ㡪ຮᏛᡂ⦼ホ౯ࡢᏛ࡛ࠊࡀ㧗పࡢᡂᯝཧຍ࣮ࢼࢭࠊゝືࡢཧຍ୰ࡓ

 ࠋࡏ࠶ษ୍ࡣࡇࡍ
 
� ௨ୖࠊᮏ◊✲ࡢ㊃᪨ࡈ⌮ゎࡢ✲◊ࠊࡁࡔࡓ࠸ཧຍྠࡈ࡚࠸ࡘពࠊ࡞ࡍࡅࡔࡓ࠸ୗ

グ࠾ྡ⨬ࡈ㢪ࠋࡍࡋࡓ࠸࠸ 
 
�  ࠋࡍࡋࡓ࠸࠸㢪࠾࡛㐃⤡ඛࡢୗグࠊࡣࡏၥྜ࠾ࡢ✲◊
 

㐃⤡ඛ� 㬞⃝◊✲ᐊ 
ࠛ004-8631 ᮐᖠᕷཌู༊㇂ᆅ 2-3-1 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � TEL㸸(011)891-2731� ෆ⥺ 1313 
 � �  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � FAX㸸(011)896-7660 

e-mail㸸kamozawa@hokusei.ac.jp�  
 

ୖグࡢෆᐜࠗࡧ࠾ ᑐேࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗࢥ⬟ຊ ྥୖ࣮ࢼࢭ  ࠘ ᐇࡢ㊃᪨

 ࠋࡍࡋࡓ࠸ពྠཧຍࡢ✲◊ࠊࡋゎ⌮
 

᪥㸸� � � � � � � � ᖺ� � � � � ᭶� � � � � ᪥ 
 
 

Ặྡ㸸� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  
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㈨ᩱࠑ  ࠒ.4
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㈨ᩱࠑ �ࠒ.5
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�

�

�

�

ᄂᆮӋьǛဎƠЈƯƘƩƞƬƨ૾ǁ�
�

�

ƕǜ˳᬴ᎍƷƷ൭ƴ᧙Ƣǔኧႎᄂᆮ�
�

ǰȫȸȗȷǢȗȭȸȁßೞᏡႎǵȖǰȫȸȗàǛဇƍƨ�

சჷƳǔǋƷǁƷႺ᩿Ʊ൭Ʒјဇ�

�

ƴƭƍƯƷƝᛟଢ�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

ᇹ ��� ༿�

˺ଐᲴ���� ࠰ � உ �Ჱଐ�

� ǷǹȆȠȷǻȳǿȸȉȷǢȗȭȸȁᄂᆮ˟�

�

ᄂᆮӋьᎍႇ᧓Ჴܱᚩӧଐ᳸���� ࠰ �� உ �� ଐ�

ᄂᆮܱ᧓Ჴܱᚩӧଐ᳸���� ࠰ � உ �� ଐ�
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ƸơǊƴ� �
ƜƷώ܇ƸŴǷǹȆȠȷǻȳǿȸȉȷǢȗȭȸȁᄂᆮ˟ƕܱǛᚘဒƠ

Ưƍǔžƕǜ˳᬴ᎍƷƷ൭ƴ᧙Ƣǔኧႎᄂᆮ� ᲧǰȫȸȗȷǢȗȭ

ȸȁßೞᏡႎǵȖǰȫȸȗàǛဇƍƨசჷƳǔǋƷǁƷႺ᩿Ʊ൭Ʒјဇ

ᲧſƱƍƏᐮܖྸᄂᆮƴƭƍƯᛟଢƠƨǋƷưƢŵᄂᆮܱᎍƔǒƜ

ƷᄂᆮƴƭƍƯƷᛟଢǛƓᎥƖƴƳǓŴᄂᆮƷϋܾǛҗЎƴƝྸᚐƍƨ

ƩƍƨɥưŴƋƳƨƷᐯဌॖ࣬ưƜƷᄂᆮƴӋьƠƯƍƨƩƚǔƔƲƏ

ƔŴƓൿǊƘƩƞƍŵƝӋьƍƨƩƚǔئӳƸŴКኡƷžӷॖ૨ſƴƝ

ፙӸƷƏƑƝ੩ЈƘƩƞƍŵ�

�

Ძ� ᐮܖྸᄂᆮƴƭƍƯ� �

ᐮܖྸƸŴ ᡶŴբȷᛢƷᚐൿفࡍƷჷᙸǛǋƱƴƷͤܖྸ

ƴӕǓኵǉྸܖƷɟЎưƢŵɹ ŷƕଐŷŴᆆǓ٭ǘǔᅈ˟ƷɶưဃƖ

ƯƍǔˌɥŴᐮܖྸƕܱោưဇƍǔඥŴƦƷఌਗƱƳǔྸᛯƸƭƶ

ƴ౨ᚰƞǕŴોծŴᡶഩƢǔƜƱƕ൭ǊǒǕǇƢŵƦƷƨǊƴƸٶƘƷᄂ

ᆮƕᙲưƢŵƦƠƯᐮܖྸᄂᆮƸŴƜǕǒƷƜƱǛƝྸᚐƍƨƩ

ƖŴƝңщƍƨƩƚǔ૾ŷƴǑƬƯǓᇌƬƯƍǇƢŵ�

ǷǹȆȠȷǻȳǿȸȉȷǢȗȭȸȁᄂᆮ˟ưƸŴǰȫȸȗưƷᛅƠӳƍ

ǛဇƍƨᐯྸࠁᚐŴ˂ ᎍྸᚐƷ૾ඥưƋǔǷǹȆȠȷǻȳǿȸȉȷǢȗȭ

ȸȁǛᄂ̲˟ሁǛᡫơƯܱោƠŴǇƨƜƷ૾ඥƷјဇƴƭƍƯᐮྸ

ᄂᆮǛᘍƬƯƍǇƢŵƦƠƯᄂᆮƷௐǛǷǹȆȠȷǻȳǿȸȉȷǢȗܖ

ȭȸȁƴƱƲǇǒƣŴ࠼ƘᐮܖྸƷܱោѣƴƔƠŴ̾ ʴǍᅈ˟ƕ

ৼƑǔƷಮŷƳᛢƷᚐൿƴ݃ɨƠƨƍƱᎋƑƯƓǓǇƢŵ�

ᄂᆮƷܱƴƋƨƬƯƸŴңщƠƯƍƨƩƘ૾ŷƷʴೌǍܤμǁƷᣐ

ॾƕஇǋٻЏưƢŵƦƷƨǊஜᄂᆮƸŴᄂᆮˊᘙᎍƕޓƢǔ҅ٻטܖ

ƨƏƑưܱƍࢽǛƏƚŴ১ᛐǛ௹ݙՃ˟Ʒۀ௹ݙƴᚨፗƞǕƨ͒ྸܖ

ƨƠǇƢŵ�

� � � �

Წ� ƜƷᄂᆮƷॖ፯ƱႸႎ�

ʻׅƷᄂᆮƸŴƕǜ˳᬴ᎍƷ૾ŴƕǜƱƍƏசჷƳǔǋƷŴԡǛᙸƭǊ

ƳƓƢ˳᬴ƴႺ᩿ƠƯƍǔ૾ƕŴǷǹȆȠȷǻȳǿȸȉȷǢȗȭȸȁƷɶ

ఋႎඥßೞᏡႎǵȖǰȫȸȗàƴǑǔǰȫȸȗƷщǛဇƠŴܤज़Ǜ

ਤƯǔؾƷɶưŴᐯǒƷƕǜ፝ध˳᬴ƷਰǓᡉǓǍŴᐯ៲Ǎ˂ᎍƷƴ
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˴ƕឪƖƯƍǔƷƔŴ൭ǛƠƯƍƨƩƘǋƷưƢŵ�

ƜƷ˳᬴ƸŴƕǜǛǊƙǔɧܤǍྸႎਃǛ᠉ถƢǔƱᎋƑǒǕǔ

ƜƱŴǇƨǰȫȸȗưƷݣʴʩ්ƴǑǓŴᐯྸࠁᚐǍ˂ᎍྸᚐƕᡶǉӧᏡ

ࣱƕƋǓǇƢŵǇƨƦƏƳǒƳƔƬƨئӳưǋŴƜƷᄂᆮƴƝӋьƍƨƩ

ƘƜƱưŴᐮྸƷᄂᆮƱܱោƷݩஹƴᝡྂƠƯƍƨƩƚǔӧᏡࣱƕ

ƋǔƱᎋƑƯƍǇƢŵ�

ƦǋƦǋԡǛᙸƭǊƳƓƜƱŴᨂǓƋǔဃǛƍƔƴဃƖǔƔƱƍƏƜ

ƱƸŴƕǜ˳᬴ᎍƷ૾ƴᨂǒƣŴɹ ŴƢǂƯƴσᡫƢǔȆȸȞưǋƋǓǇ

ƢŵǇƨɧܤǍᒃᇌƪƴƱǒǘǕǔƜƱƳƘᐯЎǒƠƍဃƖ૾ǛƢǔƜ

ƱƸŴᛡǋƕஓǉƱƜǖưƸƳƍưƠǐƏƔŵƜƷᄂᆮƷௐǛƕǜ˳᬴

ᎍƷ૾ǛƸơǊŴ࠼ƘɟᑍƷ૾ŷƴǋᢩΨƢǂƘᄂᆮǛܱƍƨƠǇƢŵ�

� � � � �

��� ᄂᆮƷ૾ඥ� � �

Ტ�ᲣݣᝋƱƳǔ૾�

ƕǜƷ፝धኺ᬴ƕƋǓŴଐࠝဃƕٻƖƳૅᨦƳƘփǊƯƍǔ �� ബ

ˌɥƷ૾ǛݣᝋƱƠǇƢŵƨƩƠችᅕ၌धưҔၲೞ᧙ƴᡫᨈɶƷ૾ƸŴɼ

ҔƕᄂᆮƷӋьǛᚩӧƠŴƔƭᄂᆮܱᎍƕɼҔƷਦᅆǛƏƚǔƜ

ƱƕӧᏡƳ૾ƷǈݣᝋƱƠǇƢŵ�

ஜᄂᆮƸɦᚡƷᲢᲭᲣƴᅆƢᙐૠଐƴǘƨƬƯܱƍƨƠǇƢŵƦƷƢ

ǂƯƴӋьӧᏡƳ૾ǛݣᝋƱƍƨƠǇƢŵ�

�

ᲢᲬᲣᄂᆮƷϋܾ�

ǷǹȆȠȷǻȳǿȸȉȷǢȗȭȸȁƷɶఋႎඥßೞᏡႎǵȖǰȫȸȗà

ǛဇƍƨǰȫȸȗưƷᛅƠӳƍᲢˌɦŴǰȫȸȗ˳᬴Ʊᚡ᠍ᲣǛŴƕǜ˳

᬴ᎍƷ૾ǛȡȳȐȸƱƠƯܱƠŴßೞᏡႎǵȖǰȫȸȗàƷјဇƴƭƍ

Ư౨ᚰƢǔƜƱǛႸႎƱƠƯƍǇƢŵ�

ƜƷႸႎƷƨǊŴྸཞ७ǛยܭƢǔឋբኡŴƓǑƼǰȫȸȗ˳᬴ƷЭ

Ʊࢸƴ̾КǤȳǿȓȥȸǛƋǘƤƯܱƍƨƠǇƢŵ�

ßೞᏡႎǵȖǰȫȸȗàưƸŴǰȫȸȗȡȳȐȸƱȪȸȀȸƕɟόƴ

ᣐፗƠƨ܇ƴࡈǓŴƦǕƧǕƷൢਤƪǍ˳᬴ǛЈƠӳƬƯƍƖǇƢŵƦ

ƷᨥŴ˂ƷȡȳȐȸƷႆᚕǛᎥƍƯž˩ƯƍǔƳſƱज़ơƨȡȳȐȸƕഏ

ƴႆᚕƠƯː᧓ᲢǵȖǰȫȸȗèද �ᲣƴƳǓŴӷơൢਤƪǍ˳᬴Ǜਤƭʴ

ƨƪƕƭƳƕǓƳƕǒŴᛅƠӳƍǛᡶᘍƠƯƍƖǇƢŵƦƏƠƯȡȳȐȸ

ƲƏƠƕңщƠƋƍŴƦƷƷᐯЎǍǰȫȸȗƴ˴ƕឪƖƯƍǔƔǛྸᚐ

ƠŴǛ൭ƠƯƍƖǇƢŵ�

� � � èදᲫ� ǵȖǰȫȸȗƱƸŴٻƖƳǰȫȸȗƷɶƴưƖǔݱƞƳǰȫȸȗƷƜƱưƢŵ�
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ᲢᲭᲣᄂᆮǁƷңщǛƓƍƢǔ᧓�

� ᄂᆮƸഏƷᲫᲣᲬᲣᲭᲣƷဪưᡶᘍƠǇƢŵᛇƠƘƸßᲢᲮᲣᄂᆮƷ

૾ඥàǛƓᛠǈƘƩƞƍŵǇƨŴᄂᆮңщᎍƴǑƬƯƸᲫᲣƷǈưᄂᆮ

ӋьƕኳʕƢǔئӳƕƝƟƍǇƢŵ�

�

� � � ᲫᲣ̾КǤȳǿȓȥȸ� ᄂᆮܱᚩӧଐ᳸�� உɶକ�

� � � � � � èƜƜưᄂᆮӋьƕኳʕƢǔئӳƋǓ�

�

� � � ᲬᲣǰȫȸȗ˳᬴� #Ŵ$ᲢμᲬǻȃȈŴ� ଐ᧓Უ�

#Უ���� ࠰ �� உ � ଐᲢםᲣŴ� ଐᲢଐᲣ�

$Უ���� ࠰ �� உ �� ଐᲢםᲣŴ�� ଐᲢଐᲣ�

�

� � � ᲭᲣ̾КǤȳǿȓȥȸ� ǰȫȸȗ˳᬴ኳʕࢸᲢ�Ძ���Უ᳸� உɦକ�

ᲢᲮᲣᄂᆮƷ૾ඥ�

� ǰȫȸȗ˳᬴ǛᲬǻȃȈƴǘƚƯܱƍƨƠǇƢŵǇƨǰȫȸȗưƷ

ᛅƠӳƍƷЭƱࢸƴ̾КƷǤȳǿȓȥȸǛܱƍƨƠǇƢŵ�

ǰȫȸȗ˳᬴ƸŴ̾ КǤȳǿȓȥȸưƓᛅƠƍƨƩƍƨϋܾǛǋƱƴŴ

ӋьȡȳȐȸƷ࠰ᱫŴࣱКŴ၏ഭሁƷȐȩȳǹǍᄂᆮӋьƷѣೞȷႸႎ

ሁǛѥకƠŴ�᳸ᲳӸƷ૾ƴӋьǛƓƍƢǔʖܭưƢŵ�

ᄂᆮӋьƴӷॖƍƨƩƖŴ̾КǤȳǿȓȥȸǛƞƤƯƍƨƩƍƯǋŴ

ǰȫȸȗ˳᬴ƷӋьǛƓƍƠƳƍئӳƕƝƟƍǇƢƷưŴƝʕ১ƘƩ

ƞƍŵƦƷئӳƸŴ̾КǤȳǿȓȥȸǁƷңщǛǋƬƯᄂᆮӋьƕኳʕ

ƍƨƠǇƢŵ�

ᄂᆮƸഏƷǑƏƴᡶᘍƍƨƠǇƢŵ�

�

ᲫᲣ̾КǤȳǿȓȥȸǛܱ�

ƕǜǛԃǉ၏ൢƷ˳᬴ƓǑƼၲኺᢅŴᄂᆮӋьƷѣೞȷႸႎƴƭ

ƍƯƏƔƕƍǇƢŵ�

ǤȳǿȓȥȸƸ +% ȬǳȸȀȸư᪦ƞƤƯƍƨƩƖǇƢŵ�

�

� ȷଐᲴᄂᆮܱᚩӧଐ᳸�� உɶକƷ᧓ưŴ̾КƴଐᆉǛᛦૢ

ƞƤƯƍƨƩƖǇƢŵ�

� ȷᙲ᧓Ჴኖ �� Ў�

� ȷئᲴ҅ܖٻטܖᲢࠊࠤҽКғٻעᙱ �����Უ�

èƲƏƠƯǋஹƯƍƨƩƘƜƱƕᩊƠƍئӳƸŴƝࠎஓƷئ

ưܱƍƨƠǇƢŵ�
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� ȷᜓᅇᲴ371 ǫȸȉ ����� ό�

� � � � � � � � � èƓᎥƖƠƨϋܾǛᙀឱƢǔႸႎሁưᡙьƷǤȳǿȓȥȸ

ǛƞƤƯƍƨƩƘئӳƕƝƟƍǇƢŵƦƷᨥƸᄂᆮᎍƕ

ᄂᆮӋьᎍƷǋƱƴЈӼƘŴƋǔƍƸᩓᛅሁƴǑǓܱ

ƢǔƳƲŴᄂᆮӋьᎍƷਃǛưƖǔƩƚถƣǔǑƏѐ

щƍƨƠǇƢŵ�

� � � �

� � � ᲬᲣǰȫȸȗ˳᬴ӋьƷƓƍ�

� � � � � � ̾КǤȳǿȓȥȸưƓᛅƠƍƨƩƍƨϋܾǛǋƱƴŴӋьȡȳȐ

ȸƷ࠰ᱫŴࣱ КŴ၏ഭሁƷȐȩȳǹǍᄂᆮӋьƷѣೞȷႸႎሁǛѥక

ƠŴ�᳸ᲳӸƷ૾ƴӋьǛƓƍƢǔʖܭưƢŵӋьǛƓƍƠƳƍ

૾ƸŴƜƜưᄂᆮңщƕኳʕƍƨƠǇƢŵ�

� � � � � � ǰȫȸȗ˳᬴ӋьƷƓƍǛƢǔƔƲƏƔƴƭƍƯŴȡȸȫǋƠ

ƘƸᣁ̝ƷŴƝࠎஓƷ૾ඥư̾КǤȳǿȓȥȸܱࢸŴ� ᡵ᧓ˌϋƴ

ƝᡲዂƍƨƠǇƢŵ�

�

� � � ᲭᲣྸཞ७ǛยܭƢǔឋբኡᲢᇹᲫׅᲣ�

� � � � � � ˌɦƷ � ᆔƷឋբኡǛ �� உɶକƴᣁᡛƍƨƠǇƢŵᚡλƴᙲ

ƢǔɟᑍႎƳᙲ᧓Ƹ � ƭƋǘƤƯ �� ЎᆉࡇưƢŵ�

�

Ĭ ǻȫȕǳȳȑȃǷȧȳࡇݿᲢஊή������Უ�

ĭ ƕǜधᎍဇ៲ೞᏡƱችᅕࣱยࡇݿܭ
(#%+6�5R�� ଐஜᛖ༿�

�

� � � ᲮᲣǰȫȸȗ˳ Ტ᬴ឋբኡĬĭԃǉᲣܱ ä#Ŵ$ᲢμᲬǻȃȈŴᲮଐ᧓Უ�

ǰȫȸȗ˳᬴ƸμᲬǻȃȈᲢᲮଐ᧓ᲣŴӷơȡȳȐȸƱ � ӸƷӷơ

ȪȸȀȸᲢᄂᆮܱᎍᲣưܱƍƨƠǇƢŵ�

ǰȫȸȗ˳᬴ưƷᛅƠӳƍƸȓȇǪƓǑƼ +% ȬǳȸȀȸư᪦ƍ

ƨƠǇƢŵǇƨᄂᆮܱᎍƸŴӲǰȫȸȗ˳᬴ኳʕࢸƴǰȫȸȗƷᛅ

ƠӳƍƷȗȭǻǹǛŴȎȸȈƴᚡƍƨƠǇƢŵ�

�

#Უ���� ࠰ �� உ � ଐᲢםᲣŴ� ଐᲢଐᲣ�

$Უ���� ࠰ �� உ �� ଐᲢםᲣŴ�� ଐᲢଐᲣ�

�

� � � � � ǰȫȸȗ˳᬴ǹǱǸȥȸȫᲢ#Ŵ$ σᡫᲣ�

� � � � � Ƃם୴ƃ�

�����᳸������ Ӗ˄�

� � � � � �����᳸������ ȬǯȁȣȸŴǰȫȸȗ˳᬴�
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� � � � � �����᳸������ ਰǓᡉǓ�

�

� � � � � Ƃଐ୴ƃ�

� � � � � �����᳸������ Ӗ˄�

� � � � � �����᳸������ ȬǯȁȣȸŴǰȫȸȗ˳ Ტ᬴Ძ᧓Ʒଷ˞কԃǉᲣ�

� � � � � � � � � � � � � � èଷƴƓǛ੩̓ƍƨƠǇƢŵɧᙲƳ૾ƸƋ

ǒƔơǊƓჷǒƤɦƞƍŵܱᝲưƷૅዅƸƍƨ

ƠǇƤǜŵ�

� � � � � �����᳸������ ਰǓᡉǓ�

ឋբኡĬĭŴೞᏡႎǵȖǰȫȸȗࡇݿ�

�

ᲯᲣ̾КǤȳǿȓȥȸǛܱ�

ǰȫȸȗ˳᬴ƴ᧙Ƣǔज़ेǛƓƏƔƕƍƠǇƢŵ�

ǤȳǿȓȥȸƸ +% ȬǳȸȀȸư᪦ƞƤƯƍƨƩƖǇƢŵ�

�

� ȷଐᲴǰȫȸȗ˳᬴ኳʕࢸᲢ�Ძ��ᲯᲣ᳸� உɦକƷ᧓ưŴ̾

КƴଐᆉǛᛦૢƞƤƯƍƨƩƖǇƢŵ�

� ȷᙲ᧓Ჴኖ �� Ў�

� ȷئᲴ҅ܖٻטܖ�

èƲƏƠƯǋஹƯƍƨƩƘƜƱƕᩊƠƍئӳƸŴƝࠎஓƷئ

ưܱƍƨƠǇƢŵ�

� ȷᜓᅇᲴ371 ǫȸȉ ����� ό�

� � � � � � � � � èƓᎥƖƠƨϋܾǛᙀឱƢǔႸႎሁưᡙьƷǤȳǿȓȥȸ

ǛƞƤƯƍƨƩƘئӳƕƝƟƍǇƢŵƦƷᨥƸᄂᆮᎍƕ

ᄂᆮӋьᎍƷǋƱƴЈӼƘŴƋǔƍƸᩓᛅሁƴǑǓܱ

ƢǔƳƲŴᄂᆮӋьᎍƷਃǛưƖǔƩƚถƣǔǑƏѐ

щƍƨƠǇƢŵ�

�

� � � ᲰᲣྸཞ७ǛยܭƢǔឋբኡᲢᇹᲮׅᲣ�

� ᲭᲣƱӷಮƷ � ᆔƷឋբኡǛᲬஉɦକƴᣁᡛƍƨƠǇƢŵᚡλ

ƴᙲƢǔɟᑍႎƳᙲ᧓Ƹ � ƭƋǘƤƯ �� ЎᆉࡇưƢŵ�

�

��� ʖेƞǕǔМႩƓǑƼɧМႩᲢਃƓǑƼȪǹǯᲣ�

ᲢᲫᲣʖยƞǕǔМႩ�

ƜƷᄂᆮưƸŴǰȫȸȗ˳᬴ƷӋьƴǑƬƯŴǰȫȸȗƷщǛဇƠŴ

˂ƷɶưŴᐯǒƷƕǜ፝ध˳᬴ƷਰǓᡉǓǍŴᐯ៲Ǎؾज़ǛਤƯǔܤ
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ᎍƷƴ˴ƕឪƖƯƍǔƔǛ൭ƠƯƍƨƩƖǇƢŵƜƷ˳᬴ƸŴƕǜǛ

ǊƙǔɧܤǍྸႎਃǛ᠉ถƢǔƱᎋƑǒǕǔƜƱŴǇƨǰȫȸȗư

Ʒݣʴʩ්ƴǑǓŴᐯྸࠁᚐǍ˂ᎍྸᚐƕᡶǉӧᏡࣱƕƋǓǇƢŵǇƨƦ

ƏƳǒƳƔƬƨئӳưǋŴƜƷᄂᆮƴƝӋьƍƨƩƘƜƱưŴᐮྸƷ

ᄂᆮƱܱោƷݩஹƴᝡྂƠƯƍƨƩƚǔӧᏡࣱƕƋǔƱᎋƑƯƍǇƢŵ

ǇƨƦƏƳǒƳƔƬƨئӳƴǋŴᄂᆮǁƷӋьƴǑǓŴᐮྸƷᄂᆮƱ

ܱោƷݩஹƴᝡྂƢǔƜƱƕưƖǔӧᏡࣱƕƋǓǇƢŵ�

�

ᲢᲬᲣʖยƞǕǔɧМႩᲢਃƓǑƼȪǹǯᲣ�

ƜƷᄂᆮưƸŴ̾ КǤȳǿȓȥȸŴ� ׅƋƨǓኖ �� ЎǛ � ׅŴǰȫȸ

ȗ˳᬴ŴᲫǻȃȈƋƨǓ � ᧓gᲬׅƴңщƢǔƜƱŴ ྸཞ७ǛยܭƢ

ǔឋբኡƴᲫׅƋƨǓኖ �� ЎgᲮׅŴׅሉƢǔ᧓ႎŴ៲˳ႎƳਃƕ

ƋǓǇƢŵ�

ǇƨŴஜᄂᆮƴƓƍƯƋƳƨƕᐯ៲ƷྸϋမǛ൭ƢǔƜƱƷи˺ဇ

ƱƠƯŴྸႎƳၘǈǍƋǒƨƳᛢƕဃơǔӧᏡࣱƕƋǓǇƢŵ�

ƋƳƨǛԃǊŴᄂᆮӋьᎍƴ៲ƷɧᛦƷΫͅŴƋǔƍƸɧᛦƕЈྵƠ

ƨئӳŴƝஜʴƷॖ࣬ǛݭƠƭƭŴᄂᆮᎍƷƏƪƷᐮٟྸƕ̾Кݣ

ࣖƷᙲࣱƷஊŴƓǑƼݦᧉೞ᧙ǁƷȪȕǡȸƷᙲȷɧᙲǛЙૺƠƯ

ᙲƳϼፗǛᘍƍǇƢŵችᅕ၌धưҔၲೞ᧙ƴᡫᨈɶƷ૾ƴƭƍƯƸŴɼ

ҔƷਦᅆǛˏƗǇƢŵ�

�

Ჯ�� ᄂᆮǁƷӋьƱƦƷગׅƴƭƍƯ� � �

ƋƳƨƕƜƷᄂᆮƴӋьƞǕǔƔƲƏƔƸŴƋƳƨƝᐯ៲ƷᐯဌƳॖ

࣬ưƓൿǊƘƩƞƍŵƨƱƑӋьƴӷॖƞǕƳƍئӳưǋŴƋƳƨƸɟЏ

ɧМႩǛӖƚǇƤǜŵǇƨŴƋƳƨƕᄂᆮƷӋьƴӷॖƠƨئӳưƋƬƯ

ǋŴƍƭưǋᄂᆮǁƷңщǛƱǓǍǊǔƜƱƕưƖǇƢŵ�

ƨƩƠƜƷᄂᆮƸŴឋႎᄂᆮƷඥƴƷƬƱǓŴӓᨼƠƨȇȸǿƷЎௌ

Ǜ᨟ᡶǊƯƍƖǇƢŵƦƷƨǊŴӷॖǛગׅƞǕƯǋŴƦǕǇưƴӓᨼ

ƠƨȇȸǿƸᄂᆮƴ̅ဇƞƤƯƍƨƩƖǇƢŵ�

�

Ჰ�� ᄂᆮǁƷӋьǛɶഥƢǔئӳƴƭƍƯ� � �

ƋƳƨƕƜƷᄂᆮǁӋьƞǕƯǋŴഏƷئӳƸӋьǛɶഥƠƯƍƨƩ

ƘƜƱƴƳǓǇƢŵƋƳƨƷॖ࣬ƴӒƠƯɶഥƤƟǔǛƑƳƍئӳǋƋ

ǓǇƢƕŴƋǒƔơǊƝʕ১ƘƩƞƍŵɶഥƢǔئӳƸŴƦƷྸဌƓǑƼ
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ƦǕǇưƷȇȸǿƷဇ૾ඥƳƲǛᄂᆮܱᎍƔǒƝᛟଢƍƨƠǇƢŵ

ĬƱĮƷئӳƸӷॖગׅƷئӳƱӷಮŴӋьɶഥǇưƴӓᨼƠƨȇȸǿ

Ƹᄂᆮƴ̅ဇƞƤƯƍƨƩƖǇƢŵ�

�

Ĭ ƋƳƨƕᄂᆮǁƷӋьƷɶഥǛࠎஓƞǕƨئӳ�

ĭ ƜƷᐮྸᄂᆮᐯ˳ƕɶഥƱƳƬƨئӳ�

Į ƦƷ˂ŴᄂᆮܱᎍƕɶഥƠƨǄƏƕǑƍƱЙૺƠƨئӳ�

Ჱ�� ƜƷᄂᆮưࢽǒǕƨȇȸǿƷӕǓৢƍƴƭƍƯ�

Ტ�Უ̾ʴऴإƷӕৢƍƴƭƍƯ�

ஜᄂᆮƷǤȳǿȓȥȸƱǰȫȸȗ˳᬴ưࢽǒǕƨȇȸǿƸᡣᛖƴឪƜ

ƠŴȓȇǪᚡƴƭƍƯƸϐဃȷᙻᎮƠƯЎௌƍƨƠǇƢŵƋƳƨƷࣱКŴ

ŴƕǜƷᚮૺӸƸŴƓӸЭǛᨊƘưҕӸ҄ƠƯ̅ဇƞƤƯƍƨƩƖˊ࠰

ǇƢŵǇƨǤȳǿȓȥȸǍǰȫȸȗ˳᬴ưƓᛅƠƍƨƩƍƨϋܾǛŴᢿЎ

ႎƴဇƞƤƯƍƨƩƘئӳƕƋǓǇƢŵᛯ૨ǍإԓሁǛ˺ƠƯπ

ᘙƢǔئӳƴƸŴ̾ ʴƕཎܭƞǕǔऴإƸ̲ദǇƨƸЪᨊƠŴ̾ ʴƕཎܭ

ƞǕǔƜƱƷƍǑƏɢμǛƞƤƯƍƨƩƖǇƢŵ�

Ʒཞ७ǛยܭƢǔឋբኡưࢽǒǕƨȇȸǿƸŴወᚘႎƳϼྸƕƞ

ǕŴ̾ʴऴإƸƢǂƯҕӸ҄ƞǕǇƢŵ�

Ტ�ᲣࢽǒǕƨȇȸǿƷ̬ሥƴƭƍƯ�

ƜƷᄂᆮưࢽǒǕƨȇȸǿƸŴۥ˳ǛᄂᆮˊᘙᎍƷᄂᆮܴϋƷᥪӧ

ᏡƳȇǹǯƓǑƼǭȣȓȍȃȈƴӓኛƠŴ���� ࠰ � உ �� ଐǇư̬ሥ

ƠǇƢŵ̬ሥ᧓ኳʕࢸƸǷȥȬȃǿȸϼྸǋƠƘƸෞӊƍƨƠǇƢŵ�

Ტ�ᲣƜƷᄂᆮˌٳƷМဇƴƭƍƯ�

ஜᄂᆮưࢽǒǕƨȇȸǿƸŴᄂᆮˌٳƴ̅ဇƍƨƠǇƤǜŵ�

Ტ�ᲣᄂᆮௐƷπᘙ�

ஜᄂᆮƷᄂᆮௐƸŴᛯ૨ǍإԓሁƷưπᘙƍƨƠǇƢŵ�

Ჲ�� ᝲဇਃƴƭƍƯ� �

ƜƷᄂᆮƴ᧙ƢǔƋƳƨƷᝲဇਃƸƋǓǇƤǜŵᄂᆮӋьƴƔƔǔʩ

ᡫᝲƸᐯࠁਃƱƳǓǇƢŵ�

ᄂᆮӋьƷᜓᅇƱƠƯŴǰȫȸȗ˳᬴ƷЭƱࢸƴܱƢǔӲǤȳǿȓȥ

ȸƷኳʕࢸƴ ����� όƷ 371 ǫȸȉǛᡶԑƍƨƠǇƢŵȇȸǿƷᙀឱ

ሁƷᙲࣱƔǒᡙьƷǤȳǿȓȥȸǛܱƢǔᨥƸŴᄂᆮܱᎍƕƋƳƨ

ƷǋƱƴЈӼƘŴƋǔƍƸᩓᛅሁƴǑǔܱưƋƳƨƷਃǛưƖǔƩƚ

ถƣǔѐщǛƍƨƠǇƢŵ� �
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ǰȫȸȗ˳᬴ƷܱଐƷƏƪŴଐ୴ଐƴƭƍƯƸଷƷǛ੩̓ƍƨ

ƠǇƢŵ�

�

Ჳ�� ᄂᆮኵጢ� �

ƜƷᄂᆮƸˌɦƷኵጢưᘍƍǇƢŵ�

Ƃᄂᆮˊᘙᎍƃ�

ȷ҅ܖٻטܖ� ᅈ˟ᅦᅍܖᢿ� ᅦᅍྸܖᅹᲩܖٻᨈ� ᅈ˟ᅦᅍܖᄂᆮ�

ᅹ� ᐮݦܖྸૌ� ᲩǷǹȆȠȷǻȳǿȸȉȷǢȗȭȸȁᄂᆮ˟�

ˊᘙᲩᐮٟྸ� � �

ᯨຓƋƔƶ�

�

Ƃᄂᆮܱᎍƃ�

ȷӷɥ� � �

ᯨຓƋƔƶ�

ȷҔၲඥʴᅈׇ࣓ऍ˟� Ⴛ߷ᚡࣞ၏ᨈ� ᐮܴྸᲩǷǹȆȠȷǻȳǿȸ
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