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精神分析的人間理解の研究

研究の概要
　精神分析の実践を重ねながら、日々、人々のこころの健康、生きがいなどについて思索しています。それ
は以下のようなことです。

　例えば……人は誰でもいつかは死ぬ。ということは、合理的に考えると生きていることに意味はないので
はないか？こうした命（や無償の愛など）の「限界」を知りながら、（あるいは、知っているからこそ？）、
豊かに生きるとはどのようなことなのだろうか。処世術的なスキルを磨き、その場その時に、より「適応」
して行くことなのだろうか。あるいは、磨いたスキルで適応しようとしている自分や、そうしないと適応で
きない自分と徹底的に向き合おうとすることなのだろうか？　
　「より上へ」「前へ」と、幻想かもしれないファルスを追い求め続ける（そして死ぬ）ことより、一見非合
理的で無駄に見える営みの中にこそ、truth , あるいは authentic なものがある可能性はないのか。
　それは「家族との日常生活」「長い下積みの修行」「自然」「普通」などなのか。
　しかしそこには常に二面性、いや多面性がある。” 相反するものの同時存在の中にこそ、私たちの偉大なる
＜普通性＞があるのではないか。”（村上春樹）
　「目指すもの」ではなく、結果としてそこに到達する「真なるもの」
とはなにか？
　依存、分離、競争にまつわる葛藤を、治療関係に集約して再演し、
それを転移として体験し、解釈することを通して、患者が自己理解
を深める。それは何のためなのか？
　微視的にも巨視的にも「無駄」にも感じられる多くの時間は、ウ
チとソトの区別、必ず訪れる「老」」「死」、などという問題とどう関
係するのか。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　私の行っていることは、おそらく直接には社員のメンタルヘルスにも、動機付け向上にも役立ちません。
しかし、仕事をすること、さまざまな要因で仕事ができなくなること、復職すること、ワークライフバラ
ンスをとること、年を取っていくこと、一見無駄に見える作業をすること、自分の行っていることに意味
を見出すこと、あるいは見出し得ないこと、そして究極には生きていくこと、などについて、それぞれの
人の個別性の高い心の歴史の中での意味を深く考えていくことには役立つだろうと思います。深い意味で
のメンタルヘルスに寄与するところは大きいと考えます。

知的財産・論文・学会発表など
2018　精神分析状況・設定論、精神療法増刊第 5 号
2017　心理支援のゴールについて考える、帝京大学学生カウンセリング研究 5，2016　運動の精神病理、
　　　  心理臨床の広場 8（２）
2015　生きていることを抱えていくこと−面接室の中の女性性、精神分析研究 59（4）
2014　自殺予防につながるサイコセラピー−精神分析の観点から、日本サイコセラピー学会雑誌 15（1）
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論精神分析の実践を重ねながら、日々、人々のこころの健康、生きがいなどについて思索しています。それ
は以下のようなことです。

例えば・・人は誰でもいつかは死ぬ。ということは、合理的に考えると生きていることに意味はないのではな
いか？こうした命（や無償の愛など）の「限界」を知りながら、（あるいは、知っているからこそ？）、豊かに生き
るとはどのようなことなのだろうか。処世術的なスキルを磨き、その場その時に、より「適応」して行くことなの
だろうか。あるいは、磨いたスキルで適応しようとしている自分や、そうしないと適応できない自分と徹底的に
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ないか。”（村上春樹）
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なにか？
依存、分離、競争にまつわる葛藤を、治療関係に集約して再演し、
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深める。それは何のためなのか？
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ウチとソトの区別、必ず訪れる「老」」「死」、などという問題と
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実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

精神分析的人間理解の研究
文学部 心理学科 教授
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キーワード：死別、悲嘆、プロセス研究

死別や、悲嘆、グリーフワークに関する研究

研究の概要
　人間はなんらかの喪失を体験した後、悲しみなど
の感情である、悲嘆が生じる。
　悲嘆は大きく 2 つに分類される。つまり、「通常
の悲嘆反応」と「病的な悲嘆反応」である。病的な
悲嘆が生じると、抑うつに似た症状が生じ、日常生
活を継続することが困難になる場合さえある。親し
い人との死別は、特にストレスフルな体験であると
されているが、その中でも、親から見た子どもの死
は、「特別な死」と位置づけられ、悲嘆が強くなる。
　今回紹介する研究は、病気で子どもを亡くした親
を対象に、子どもの病気の発覚から、子どもとの死
別を経験し、現在まで、どのような体験をされてき
たかについてインタビュー調査を行ったものであ
る。結果は右図であり（石田 , 2016）、子どもとの
死別後、どのような経過を辿るかを示した。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　親しい人との死別は、誰しもが体験する事柄のひとつであり、これについて考えることは実学と言えるだ
ろう。人が亡くなる際には、病気はもちろんであるが、事故や犯罪による死、加えて日本という国は、災害
とも付き合っていけなければならない。その中で、いつどこで生じるかわからない、死別にどのように適応
するかについて知ることは、苦しい体験を抱えながらも、生き続けることにもつながる。また、「終活」とい
う言葉が流行したが、高齢者の独居世帯が多い中、亡くなる者の心について考えていくことも重要だろう。
　亡くなる者と遺される者は、必ず存在するため、その心を理解し、ニーズにあった支援を考え、実施して
いくことは、人間にとって重要な活動だろう。

知的財産・論文・学会発表など
論文　�石田　航 (2016). 病気で子どもを亡くした親の心理的プロセス解明の試みとその支援，日本小児看護
　　　学会誌，25(1),101-107.
国際学会での発表
Wataru Ishida (2015).A qualitative analysis of psychological process of parents who lost their children to illness 
in Japan: An exploration into the parents’ experience over their children’s illness process with implications for 
psychological help. A poster presented at the 4th World Association of Cultural Psychiatry, Puerto Vallarta, Mexico.
Wataru Ishida・Sayaka Jinno(2018).A qualitative analysis of psychological process of adolescence who lost their 
grandparents to illness in Japan. A poster presented at the 5th World Association of Cultural Psychiatry, New York.
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研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

死別や、悲嘆、グリーフワークに関する研究

文学部 心理学科 助教

石田 航
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3300/25 
連絡先：

TEL：042-690-8197 E-mail： ishida-w@main.teikyo-u.ac.jp

Ishida, Wataru

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

論文
石田 航(2016).病気で子どもを亡くした親の心理的プロセス解明の試みとその支援. 日本小児看護学会誌, 25(1),101-107.
国際学会での発表
Wataru Ishida(2015).A qualitative analysis of psychological process of parents who lost their children to illness in Japan: An 
exploration into the parents’ experience over their children’s illness process with implications for psychological help. A poster 
presented at the 4th World Association of Cultural Psychiatry, Puerto Vallarta, Mexico.
Wataru Ishida・Sayaka Jinno(2018).A qualitative analysis of psychological process of adolescence who lost their grandparents to 
illness in Japan. A poster presented at the 5th World Association of Cultural Psychiatry, New York.

（写真）
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キーワード：臨床心理学、力動的心理療法、家族療法

個と関係性への心理臨床的アプローチ

研究の概要
　発達の偏り、不登校、摂食障害など、つまずきを抱える子ども青年と家族・周囲のあいだでは、ある困難
な局面により関係がこじれてしまったり、停滞してしまうことがある。このことが多世代にわたって脈々と
連なり、似たようなパターンを繰り返していることもあれば、新たな循環のパターンを模索し続けているこ
ともある。こうした事態に心理職はじめ関係者が援助者として介入するなかで、これまでの諸相における各
メンバーの葛藤や努力、意味に目が向けられ、パラドックスを抱えながらも少しずつ個人や状況が再構成さ
れ進展してゆくことがある。こうした相互作用を、下図のような内的力動プロセス、ライフサイクルからみ
た発達課題、関係システムといった３つの層から多角的に捉え、個と関係性の双方に貢献しうる心理臨床的
援助方策について検討している。
　具体的には以下の３点について、臨床事例研究と調査研究を踏まえ考究している。

　①つまずきをもつ子ども青年や親のアイデンティティ発達に力動的視点とその援助が果たす役割
　② それらを支える環境としての関係システム的視点と家族療法的援助
　③ 発達の偏りなどをもつ子ども青年との相互作用に関するグループセラピー・カップルセラピー
　 　：多世代的視点を含めて

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　上記の研究テーマはすべて、児童精神科クリニックや学校、福祉施設などにおける臨床実践のなかで進
めてきたものである。関係性からみた、力動的・発達的・システム的視点をどのように援助方策として生
かしていくのかについて、さらに事例・実践・調査研究を積み重ねてこの多元性を系統立てていくこと、
それを現場と対話しながら根付かせていくことを長期的な目標としている。

知的財産・論文・学会発表など
稲垣綾子　2016　「人の気持ちがわからない」ことに気づいたあるアスペルガー症候群男児との心  理面接過
程 −他者に同一化する能力に注目して−.  児童青年精神医学とその近接領域，56 巻，３号，385−407.
稲垣綾子 2015-2017 「思春期以降の発達障害をもつ子ども青年のいる親へのグループアプローチ−家族・
関係発達的視点からの検討」　第８回 住友生命女性研究者奨励賞 ( 競争的研究基金）．

キーワード：臨床心理学、力動的心理療法、家族療法

個と関係性への心理臨床的アプローチ

キーワード： 臨床心理学，力動的心理療法，家族療法キーワード： 臨床心理学，力動的心理療法，家族療法

研究の概要

発達の偏り、不登校、摂食障害など、つまずきを抱える子ども青年と家族・周囲のあいだでは、ある困難な
局面により関係がこじれてしまったり、停滞してしまうことがある。このことが多世代にわたって脈々と連なり、
似たようなパターンを繰り返していることもあれば、新たな循環のパターンを模索し続けていることもある。こう
した事態に心理職はじめ関係者が援助者として介入するなかで、これまでの諸相における各メンバーの葛
藤や努力、意味に目が向けられ、少しずつ個人や状況が再構成され進展してゆくことがある。こうした相互
作用を、下図のような内的力動プロセス、ライフサイクルからみた発達課題、関係システムといった３つの層
から多角的に捉え、個と関係性の双方に貢献しうる心理臨床的援助方策について検討している。
具体的には以下の３点について、臨床事例研究と調査研究を踏まえ考究している。

① 発達の偏りをもつ子ども青年や親のアイデンティティ発達に力動的視点とその援助が果たす役割
② それらを支える環境としての関係システム的視点と家族療法的援助
③ つまずきをもつ子どものペアレンティングやコミュニケーションに関するグループ・カップルセラピー
：多世代的視点を含めて

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

上記の研究テーマはすべて、児童精神科クリニックや学校、福祉施設などにおける臨床実践のなかで進め
てきたものである。関係性からみた、力動的・発達的・システム的視点をどのように援助方策として生かしてい
くのかについて、さらに事例・調査研究を積み重ねてこの多元性を系統立てていくこと、それを現場と対話し
ながら根付かせていくことを長期的な目標としている。

個と関係性への心理臨床的援助方策

文学部 心理学科 講師

稲垣綾子
URL：

INAGAKI, Ayako
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連絡先： 帝京大学心理学科準備室
TEL： 042-678-3603 E-mail： ayakoi@main.teikyo-u.ac.jp 
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研究の概要

発達の偏り、不登校、摂食障害など、つまずきを抱える子ども青年と家族・周囲のあいだでは、ある困難な
局面により関係がこじれてしまったり、停滞してしまうことがある。このことが多世代にわたって脈々と連なり、
似たようなパターンを繰り返していることもあれば、新たな循環のパターンを模索し続けていることもある。こう
した事態に心理職はじめ関係者が援助者として介入するなかで、これまでの諸相における各メンバーの葛
藤や努力、意味に目が向けられ、少しずつ個人や状況が再構成され進展してゆくことがある。こうした相互
作用を、下図のような内的力動プロセス、ライフサイクルからみた発達課題、関係システムといった３つの層
から多角的に捉え、個と関係性の双方に貢献しうる心理臨床的援助方策について検討している。
具体的には以下の３点について、臨床事例研究と調査研究を踏まえ考究している。

① 発達の偏りをもつ子ども青年や親のアイデンティティ発達に力動的視点とその援助が果たす役割
② それらを支える環境としての関係システム的視点と家族療法的援助
③ つまずきをもつ子どものペアレンティングやコミュニケーションに関するグループ・カップルセラピー
：多世代的視点を含めて

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

上記の研究テーマはすべて、児童精神科クリニックや学校、福祉施設などにおける臨床実践のなかで進め
てきたものである。関係性からみた、力動的・発達的・システム的視点をどのように援助方策として生かしてい
くのかについて、さらに事例・調査研究を積み重ねてこの多元性を系統立てていくこと、それを現場と対話し
ながら根付かせていくことを長期的な目標としている。

個と関係性への心理臨床的援助方策

文学部 心理学科 講師

稲垣綾子
URL：

INAGAKI, Ayako

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
心理

連絡先： 帝京大学心理学科準備室
TEL： 042-678-3603 E-mail： ayakoi@main.teikyo-u.ac.jp 
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キーワード：自閉スペクトラム症、情報通信技術、早期診断

自閉スペクトラム症の早期行動評価

研究の概要
　自閉スペクトラム症（Autism Spectrum Disorder: ASD）は、対人コミュニケーションの障害とこだわりと主徴
とする、有病率 1 ～ 2％の発達障害である。ASD に対する早期発見・早期支援の重要性は広く認識され、2 歳
での超早期診断のための判別力の高い行動指標（指さし、模倣等）が示唆されている（例：Inada et al.,2011）。
　しかしながら、本邦ではいまだ専門家の数が乏しく、
親が子どもの発達の問題に気づいてからも専門家から

「様子をみましょう」と言われ支援開始の時期が遅れ
たり、専門機関を受診するまでの期間が長いことなど
が社会的な問題となっている。　
　本研究では、情報通信技術を用いた ASD 幼児に対
する非対面型（遠隔）行動評価システムである NODA

（Naturalistic Observation Diagnostic Assessment 
: 日常場面行動観察診断アセスメント；Smith et al., 
2016）の日本語版を開発した。家庭で家族に 4 つの
場面を録画してもらい、安全な方法でアップロードし
てもらうのが特徴である。現在までに予備的研究が完
了し、一定の妥当性が示されている。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　現在、情報通信技術および人工知能の進歩は目覚ましく、従来ある社会的問題の解決のための重要なツー
ルとなっている。ASD 児者に対する行動アセスメントや支援に関しては、質のバラツキや地域格差が取り
沙汰されており、産業界と連携し、アプリケーション開発や人工知能の活用により、全国どこにいても一
定の質が担保された行動アセスメントおよび支援の提供を実施していきたい。
　本研究は、ASD の早期行動アセスメントに関するものであるが、他にも ASD の社会性向上のための支
援プログラムおよび一般児童のアンガーマネジメント・プログラム等、多様な支援プログラムを開発して
おり、効果が確認されたものに対して、今後はゲーム感覚で楽しく学べるようなアプリケーションや専門
家向けの E-learning システムを開発していきたい。

知的財産・論文・学会発表など
（論文）
井上雅彦・稲田尚子・大羽沢子他 : 遠隔地域における ICT を用いた自閉症の早期評価システムの開発 . 明
治安田生命こころの健康財団研究助成論文集 . 51, 43-50, 2015 
Inada N, Ito H, Yasunaga K, et al.: Psychometric properties of the Repetitive Behavior Scale-Revised for individuals 
with autism    spectrum disorder in Japan. Research in Autism Spectrum Disorders. 15-16, 60-68, 2015
Inada N, Koyama T, Inokuchi E, Kuroda M, Kamio Y. : Reliability and validity of the Japanese version of the 
Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT). Research in Autism Spectrum Disorders. 5, 330-336, 2011
（翻訳）
1． Lord, C.et al. (2012) Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition. Los Angeles, CA: Western 

psychological  services. （黒田美保，稲田尚子監修・監訳「ADOS-2 日本語版マニュアル」金子書房，2015）

キーワード：自閉スペクトラム症、情報通信技術、早期診断

自閉スペクトラム症の早期行動評価

キーワード：自閉スペクトラム症 情報通信技術 早期診断キーワード：自閉スペクトラム症 情報通信技術 早期診断

研究の概要
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文学部 心理学科 講師

稲田 尚子
URL：https://researchmap.jp/inadanaoko/?lang=japanese 
連絡先：帝京大学文学部心理学科

TEL：042-678-3327 E-mail：n-inada@main.teikyo-u.ac.jp

INADA, Naoko

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

1. : ICT .
. 51, 43-50, 2015 

2. Inada N, Ito H, Yasunaga K, et al.: Psychometric properties of the Repetitive Behavior Scale-Revised for individuals with autism    
spectrum disorder in Japan. Research in Autism Spectrum Disorders. 15-16, 60-68, 2015

3. Inada N, Koyama T, Inokuchi E, Kuroda M, Kamio Y. : Reliability and validity of the Japanese version of the Modified 
Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT). Research in Autism Spectrum Disorders. 5, 330-336, 2011

1 Lord, C.et al. (2012) Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition. Los Angeles, CA: Western psychological   
services. ADOS-2 2015
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キーワード：社会心理学、環境温度、潜在的認知、実験と調査

環境と身体と心の相互作用

研究の概要
　人の心の活動は、多かれ少なかれ、その場
の環境と身体を用いて行われている。自分や
他者の姿勢、視線、表情、声、匂い、心拍数
や血流量など、その時々で身体で処理される
情報の助けを受けて、人は自分や他者をとら
えることができ、さらには、その場の状況に
応じた柔軟な判断や行動を生み出している。
　このような情報処理のなかでは、本人ですら
自覚できない心の過程が作用し、人や物に対
する判断や行動（好ましさ、偏見、差別、攻撃、
援助、購買行動など）を方向づけている。そ
こで生じる潜在的な過程を、心理学で開発さ
れた実験や調査の手法を用いてとらえている。
　近年、特に力を入れて研究しているのは環境
温度が対人的な判断や行動に与える影響であ
る。自分が温かい状態に置かれているか否か
は、身体的にも社会的にも、ヒトの生存にとっ
て重要な情報であることから、温度は認知や
行動を方向づける力をもつと考えている。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　環境と身体にある様々な要因が人間の判断や行動にどのように影響するか（あるいは影響
しないか）を判断する手段を考案し、実験や調査の手法を用いてデータを収集し、分析する
ことができる。

知的財産・論文・学会発表など
Oe, T.  2019  Manipulated booth temperature and outside air temperature both predict explicit 
social warmth after food deprivation.  Poster presented at the 20th annual meeting of the Society 
for Personality and Social Psychology, Portland, Oregon. ／ Oe, T., Aoki, R., & Numazaki, M.  
2016  Perceived causal attributions of body temperature increase as a moderator of the effects of 
physical warmth on implicit associations of social warmth.  Poster presented at the 17th annual 
meeting of the Society for Personality and Social Psychology, San Diego, California.
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環境と身体と心の相互作用
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八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
心理

環境の温度

外気温，室温

対象物の温度

自分の温度

身体各部の温度

e.g., 体温，皮膚温

行動性の制御

衣類の着脱，運動

食物摂取

自律性の制御

発汗，立毛

ふるえ

＋

②空白
125ms

③図形
100ms

①人や物
75ms

④マスク
反応キーが
押されるまで

好き?
嫌い?

文学部・心理学科　准教授

大江　朋子 OE, Tomoko

URL： https://researchmap.jp/tomoko.oe/

心理
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キーワード：　社会心理学，環境温度，潜在的認知，実験と調
査研究の概要	

　人の心の活動は，多かれ少なかれ，その場
の環境と身体を用いて行われている。自分や
他者の姿勢，視線，表情，声，匂い，心拍数
や血流量など，その時々で身体で処理される
情報の助けを受けて，人は自分や他者をとら
えることができ，さらには，その場の状況に応
じた柔軟な判断や行動を生み出している。 
　このような情報処理のなかでは，本人ですら
自覚できない心の過程が作用し，人や物に対
する判断や行動（好ましさ，偏見，差別，攻撃，
援助，購買行動など）を方向づけている。そこ
で生じる潜在的な過程を，心理学で開発され
た実験や調査の手法を用いてとらえている。 
　近年，特に力を入れて研究しているのは環
境温度が対人的な判断や行動に与える影響
である。自分が温かい状態に置かれているか
否かは，身体的にも社会的にも，ヒトの生存に
とって重要な情報であることから，温度は認知
や行動を方向づける力をもつと考えている。

実学へのつながり・産業界へのアピールポ
イントなど	

　環境と身体にある様々な要因が人間の判断
や行動にどのように影響するか（あるいは影響
しないか）を判断する手段を考案し，実験や調
査の手法を用いてデータを収集し，分析する
ことができる。

環境と身体と心の相互作用
文学部　　心理学科　　准教授
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知的財産・論文・学会発表など	
Oe, T.  2019  Manipulated booth temperature and outside air temperature both predict explicit social warmth 
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キーワード：心理療法、質的研究、成人・高齢者

心理療法からみる人の限界と可能性

研究の概要
１．心理療法からみる人の限界と可能性について
　心理療法を通じて、その人の限界と可能性について知ることは、苦痛を伴うかもしれませんが、その
後の生き方を穏やかにするのではないでしょうか。事例研究を通じて人が変化するプロセスについて考
察しています。人が変わりたいと思うとき、何かきっかけがあるかもしれません。その手助けができれば、
と思っています。

２．心理臨床家のトレーニングについて
　心理臨床家のトレーニング体系はいまだ整っておらず、個人的な
努力に帰するところも多々ある。公認心理師法が施行され、国家資
格となったとき、トレーニングは心理臨床家のギルドを守るために
は、必須ではないかと思われます。
　大学でのトレーニングのみならず、臨床現場におけるトレーニン
グ体系も体系化する必要があると感じています。臨床現場に赴き、
インタビュー調査を実施しています。

３．高齢者として生きる
　寿命は延び、定年退職してからも人生は続きます。
　仕事を終えて燃え尽きてしまう人もいれば、生き生きと人生を送
る人もいます。その違いは何でしょうか。健康であることとは何だ
ろうか。
　まずは心理臨床家へのインタヴューを通じて、人生をどのように
送るのか、引退をどのように捉えるのかを調査しています。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　心理療法を通じて人は、自らの欠点や短所と向き合うことになり、自分では気づかなかった長所が
わかるようになってきます。そして、周囲の状況が見えるようになってきます。即座に問題解決をする
ことはできないけれども、自分の置かれた状況を客観的に見ることができるようになることを通じて、
自らの可能性に開かれていきます。同時に、苦しいことをすぐに手放すのではなく、苦しいけれども
頑張れば何とか乗り切ることができるという感覚も身につけることができるようになります。心理療
法を体験することによって、社会で生きる上で必要な能力が開拓されていくのではないでしょうか。

知的財産・論文・学会発表など
2018　合理的配慮をめぐる心理的準備について　帝京大学学生カウンセリング研究 6 号
2014　精神分析的視点から見た高機能広汎性発達障害を有する青年との心理療法　心理臨床学研究

30 号
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研究の概要

心理療法家は心理療法の研鑽を積むために日々論文を読み研究することが求められている。しかし，学生
が実際の臨床場面を研究対象とすることは難しい。そこで，このゼミではインタヴュー法を取り上げたい。イ
ンタヴュー法は，人間の内面を豊かに捉えることができる臨床心理学の研究法の一つであり，人間と対面し
て話をするということは臨床場面に資する体験になると考えられる。
学生が興味・関心に基づき，主体的に研究を計画・実施・分析することが求められる。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
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ンタヴュー法は，人間の内面を豊かに捉えることができる臨床心理学の研究法の一つであり，人間と対面し
て話をするということは臨床場面に資する体験になると考えられる。
学生が興味・関心に基づき，主体的に研究を計画・実施・分析することが求められる。
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キーワード：巡回発達相談、組織コンサルテーション、保育

組織コンサルテーションとしての
巡回発達相談の検討

研究の概要
　保育の場に心理の専門家が出向く巡回発達相談は、障がい児への支援において医療モデルを基本に制度化
されてきた。これに対し、本研究では、インクルーシブ保育システムを支援する組織モデルに基づく実践の
可能性に注目した。即ち、巡回発達相談は、図 1 の通り、園生活におけるインクルーシブ保育システムと国
や自治体により策定された保育システムをつなぐシステムであると考える。こうしたシステム論に基づく巡
回発達相談を「組織コンサルテーション」と呼ぶ。本研究は、組織コンサルテーションとしての巡回発達相
談の実践のポイントとモデルを提示することを目的とした。

図１　巡回発達相談を介して構成されるインクルーシブ保育システムモデル

組織コンサルテーションとしての実践のポイント
１． 巡回発達相談を 1 回１ケースに限定し、多

くの保育者が出席するカンファレンスで保
育を検討することが保育の組織化を促す。

２． 保育研修会は、他園の保育を通して自園の
保育システムを知る機会となる。

３． 発達相談員は、地域のインクルーシブ保育
システムの一翼を担っていることに自覚的
に取り組む必要がある。

４． 巡回発達相談は、保育及び社会システム
の変化に伴い変化するオープンシステム
である。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　本研究は、30 年に及ぶ大学近隣の行政機関とのタイアップにより実現している。成果として、巡回発
達相談の依頼件数が大幅に増えたこと、その結果、行政内部に非常勤ではあるが、心理の発達相談員を３
名雇用したこと、後半、行政側が主体的に巡回発達相談の組織的保育支援と位置づけシステム構築したこ
との３点が挙げられる。組織コンサルテーションとしての巡回発達相談活動は、自治体における保育政策
の指針ともなりうることが示された。

知的財産・論文・学会発表など
論文（査読あり）
１． 木原久美子（2016）巡回発達相談の組織開発を支援する行政との組織コンサルテーション , 臨床発達

心理実践研究 1,63 − 75．
２． 木原久美子（2018）　組織コンサルテーションとしての巡回発達相談の検討 , 帝京大学心理学紀

要 ,22,1 − 18．
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キーワード：心の理解、共感、協力、モチベーション・ビデオキーワード：心の理解、共感、協力、モチベーション・ビデオ

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

推察に関する実験的分析
文学部 心理学科 准教授

草山太一
URL：
連絡先：

TEL： 042-678-3603 E-mail： kusa@main.teikyo-u.ac.jp

KUSAYAMA, Taichi

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
心理

キーワード：心の理解、共感、協力、モチベーション・ビデオ

推察に関する実験的分析

研究の概要
　他者の心的状態を推察する「心」の仕組みについて、次の 3 つの研究を行なっています。
１） ヒト以外の動物の共感性：げっ歯類（ラット）や鳥類（ハト、オカメインコ）を対象に、「個体同士が同

一の目的を果たすために協力することができるか？」また「他個体の心的状態を理解し、援助できるか」
という問いについて、オリジナルの装置を用いて検討しています。現時点で、他者の協力が欠かせない
状況において、ラットはケージメイトと協力できることが分かっています。

２） モチベーション・ビデオの有効性：動画刺激を視聴することによって、特定の行動の動機づけを高める
ことができるか、生起の有無や効果的に高めることができる要因について検討しています。

３） 非生物に対するメンタライジング：非生物に “ こころ ” があるように見るためにはどのようなデザインが
必要か、心を見出す成立要因について調べています。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　ヒト、ヒト以外の動物、人工物（モノ）を対象とすることで、心に関する統合的な理解を目指しています。
動物の協力行動を調べることは、私たちヒトの協力の在り方を考えることにつながります。モチベーショ
ン・ビデオについては、特定の個人やチームに向けるのではなく、出来るだけ多くの人が利用できるよう
にビデオの内容を一般化することで、世の中を元気にする一助となりえます。また “ こころ ” があるよう
見えるデザインの検討は、既存の製品に付与することで、その製品に対する愛着度が増し、結果的にモノ
を大事に扱う意識を高めることにつながることが考えられます。また、今後に普及するであろう様々なロ
ボットに親しみを持たせるような外観デザインにも貢献できます。

知的財産・論文・学会発表など
草山太一・齋藤正宜・早川輝・高木真優・大高紗雪 .(2017). 図形アニメーションに対するメンタライジン
グの実験的分析—RME 課題との関連，効果音の影響—. 帝京大学心理学紀要 ,22, 19-34.
草山太一・青木佑佳 .（2016）. 物体に対するメンタライジングの生起要因 −顔付与の効果− . 帝京大学
心理学紀要 ,20, 1-9.
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キーワード：アタッチメント、親子関係不全、発達・育児支援

アタッチメントの発達と親子関係支援

研究の概要
　アタッチメントは、愛着と訳されることもあり、スキ
ンシップや愛情と区別されないで使われ、誤解が多い概
念である。
　そこで、私は、アタッチメント概念と理論の普及を重
要課題として取り組んでいる。また、アタッチメントが
親子の関係性と子どもの発達にどのように関わるのかを
明らかにするため、以下の研究を行っている。
①　アタッチメント関係の世代間伝達
②　アタッチメントの発達に関わる養育者の要因
③　発達障害児のアタッチメントの発達の特徴と関係性支援
④　親子の関係不全に対する介入方法の開発、特に、ビデオ育児支援法
⑤　甘えとアタッチメントの関係
　また、文化間比較研究も積極的に行い、海外の研究者と日常的に共同研究を行っている。さらには、アタッ
チメント研究の成果を発達支援・育児支援に活かし実践活動をするとともに、保育者や支援者に対しての研修
やコンサルテ―ションを行っている。
　こうした活動を通して、アタッチメント研究での国際的な賞である Bowlby-Ainsworth 賞（2013）を受賞した。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　男女共同参画社会となり、保育所を含めて子どもを社会の中で育てる方向が明確になってきている。こ
うした中で、アタッチメント理論は、子どもにとっての心の安全基地の重要性と、子どもの健全な発達の
方向性を指し示している。それは、旧来の性別役割観に基く母親中心の育児観ではなく、人間本来がもつ「共
同育児」のシステムを裏付けるものである。産業が成り立つためには基盤となる家庭生活と将来の担い手
である子どもの健全育成が前提としてあるが、アタッチメント理論とその研究成果は、それを支える知見
と実践方法を提供している。

知的財産・論文・学会発表など
（最新の著書）
近藤清美・尾崎康子（編著）（2017）　社会情動の発達とその支援，ミネルヴァ書房
（最新の研究論文）
Kondo-Ikemura, K., Behrens, K. Y.　Umemura, T. & Nakano, S. (2018).  Japanese mothers’ prebirth Adult 
Attachment Interview predicts their infants response to the Strange Situation procedure: Revival of Strange 
Situation in Japan three decades  later. 　Developmental Psychology. 54, 2007-015.
近藤清美 (2018). 発達障害とアタッチメント，こころの科学，198，56-59，
近藤清美　（2016）. アタッチメント関係の生涯発達　「特集：子どものこころの安全基地を育てるーアタッチメ
ントをめぐって」　教育と医学，No761, 908-915.
Mesman, J. …… Kondo-Ikemura, K. et al. (2016).  Is the ideal mother a sensitive mother?:  Beliefs about early 
childhood parenting in mothers across the globe. International Journal of Behavioral Development, 40, 385–397.

キーワード：アタッチメント、親子関係不全、発達・育児支援

アタッチメントの発達と親子関係支援

研究の概要

キーワード： アタッチメント，親子関係不全，発達・育児支援キーワード： アタッチメント，親子関係不全，発達・育児支援

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

アタッチメントの発達と親子関係支援

文学部 心理学科 教授

近藤 清美
連絡先：

TEL：042-678-3375 E-mail：kkondo@main.teikyo-u.ac.jp

KONDO-IKEMURA, Kiyomi

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

心理
URL:https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2623/25

安心感

文学部・心理学科　教授

近藤　清美 KONDO-IKEMURA, Kiyomi 

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2623/25

心理

八王子キャンパス

研究の概要

キーワード： アタッチメント，親子関係不全，発達・育児支援キーワード： アタッチメント，親子関係不全，発達・育児支援

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

アタッチメントの発達と親子関係支援

文学部 心理学科 教授

近藤 清美
連絡先：

TEL：042-678-3375 E-mail：kkondo@main.teikyo-u.ac.jp

KONDO-IKEMURA, Kiyomi

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

心理
URL:https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/2623/25

安心感



帝京大学・帝京大学短期大学　研究シーズ集 2019

心 

理

─ 307 ─

キーワード：視覚認知、バーチャルリアリティ、CG/ ロボットの認知

視覚認知に関する研究

研究の概要
視覚認知に関する研究
　主に大きさや奥行の知覚・錯覚について研究を行っている。例えば手が届く空
間と届かない空間では知覚・認知が異なると報告されており、身体からの距離で
視覚認知が変化するかどうかを検討している。　

Oculus�Rift を用いたバーチャルリアリティに関する研究
バーチャルリアリティを用いた面接体験　VR 空間での面接を設定しストレスや
緊張を生理指標、心理評価を用いて検討している。引きこもりや外出が難しい
ケースに対する VR の利用可能性が考えられる。
バーチャルリアリティ空間における視覚認知　バーチャルリアリティ空間では、
現実の空間と同等に知覚されるのかについて検討を行っている。

CG・ロボットの顔認知に関する研究
　ほぼ人間と見分けがつかない（が人とは異なる）ロボットや CG は非常に不気味
に感じられてしまうという「不気味の谷」について検討を行っている。この不気味
という印象が、観察者とロボットが異なる人種である時に弱まる可能性を日本人と
欧米人を対象とした実験で示した。

文字の認知発達：鏡文字についての研究
　幼児を対象とし、左右の概念が身についていない発達段階では、鏡文字を容易に「読め
てしまう」というデータを得ており、さらに検討を行っている。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　目を通して入力された情報が、脳を神経基盤とする心というシステムでどのように処理されているのか
を研究しています。錯覚に代表されるように私たちが認識している世界は物理的な世界そのままではあり
ません。VR やロボットという分野に限らず、提供されたコンテンツが実際はヒトにどのように認識され
るのか、主観的な知覚体験や評価について、実験を通して客観的な測定を行い、データを提供し、効果的
なコンテンツ作成の一助となると思います。

知的財産・論文・学会発表など
Saneyoshi, A. (2018) The Ebbinghaus illusion with small inducers appears larger on the right side, 
Experimental Brain Research 236(1), 933–944.

Saneyoshi, A. Suzuki, H., Oyama, T., Okubo, M. and Laeng, B. (2018) Uncanny eyes and pupils:　The other-
race effect on the facial uncanny valley.,  59th Psychonomic Society Annual Meeting.
実吉綾子・道又爾 (2018) 身体近傍空間と遠方空間における絶対的大きさ知覚に関する検討 , 第 37 回基礎心理学会大会
Saneyoshi, A., Yano, A., and Ikeda, Y.  (2018) Mirror reading and development of left–right discrimination 
in children,  72nd Annual Conference of Korean Psychological Association. 
岡村澪奈・実吉綾子（2017）360 度映像を用いた仮想現実空間でのスピーチ体験は緊張を誘発するか , 2017 年日本視
覚学会冬季大会
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ほぼ人間と見分けがつかない（が人とは異なる）ロボットや は非常に不
気味に感じられてしまうという「不気味の谷」について検討を行っている。こ
の不気味という印象が、観察者とロボットが異なる人種である時に弱まる可
能性を日本人と欧米人を対象とした実験で示した。

幼児を対象とし、左右の概念が身についていない発達段階では、鏡文字を
容易に「読めてしまう」というデータを得ており、さらに検討を行っている。

目を通して入力された情報が、脳を神経基盤とする心というシステムでどのように処理されているのかを研究
しています。錯覚に代表されるように私たちが認識している世界は物理的な世界そのままではありません。
やロボットという分野に限らず、提供されたコンテンツが実際はヒトにどのように認識されるのか、主観的な知
覚体験や評価について、実験を通して客観的な測定を行い、データを提供し、効果的なコンテンツ作成の一
助となると思います。
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キーワード：性格、知能、学力、家庭環境、遺伝、双生児法

パーソナリティの個人差に寄与する要因の解明

研究の概要
　性格と認知能力の個人差に寄与する要因を、科学的視点から明らかにすることにより、社会化に果たす家
族の役割と、子どもの機会不平等が発生するメカニズムの解明を試みている。依拠するアプローチは、ふた
ごとその両親を対象とした、行動遺伝学の方法論に基づく双生児研究、そ
して全国から無作為抽出された成人及びその配偶者と学齢期の子どもを対
象とした、家族パネル調査研究である。
　現在は、小学 3 年生から中学 3 年生のふたごのきょうだいと両親を対象
とした、『学力と生きる力のふたご家族調査』を実施し、学齢期の子ども
たちが、基礎的な学力（認知能力）と社会的なスキル（非認知能力）を、
どのように形成していくのか、その機序を遺伝要因と環境要因から明らか
にしている。
　また、2019 年から開始する日本学術振興会『国際共同研究事業欧州と
の社会科学分野における国際共同研究プログラム』では、家族パネルデー
タから明らかにされた諸相を、フランス、ドイツ、日本、オランダ、英国、
米国の 6 か国間で国際比較することにより、子どもの機会不平等の拡大と
いう世界的課題に対する政策提言を目指した心理学、経済学、社会学の国
際共同研究を展開する予定である。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　プロジェクトでは、小学 1 年生から中学 3 年生まで学力を 1 次元で測定することのできる、項目反応
理論に基づき等化された、オリジナル学力テストを開発している。今後、テスト項目とパラメタ推定値を
公開することにより、幅広い教育現場における利用が可能となる予定である。

知的財産・論文・学会発表など
関連する最近の出版本：
赤林英夫・直井道生 ,・敷島千鶴（編）(2016). 『学力・心理・家庭環境の経済分析―全国小中学生の追跡
調 査から見えてきたもの』有斐閣．
関連する最近の論文（査読あり）：
Chizuru Shikishima, Kai Hiraishi, Yusuke Takahashi, Shinji Yamagata, Susumu Yamaguchi, & Juko Ando 
(2018).  Genetic and environmental etiology of stability and changes in self-esteem linked to personality: A 
Japanese twin study. Personality and Individual Differences, 121, 140-146.
Chizuru Shikishima, Kai Hiraishi, Shinji Yamagata, Jenae M. Neiderhiser, & Juko Ando (2013).  Culture 
moderates the genetic and environmental etiologies of parenting: A cultural behavior genetic approach.  
Social Psychological and Personality Science, 4, 434-444.
Chizuru Shikishima, Shinji Yamagata, Kai Hiraishi, Yutaro Sugimoto, Kou Murayama, & Juko Ando (2011). 
A simple syllogism-solving test: Empirical findings and implications for g research. Intelligence, 39, 89-99.
Chizuru Shikishima, Kai Hiraishi, Shinji Yamagata, Yutaro Sugimoto, Ryo Takemura, Koken Ozaki, Mitsuhiro 
Okada, Tatsushi Toda, & Juko Ando (2009). Is g an entity? A Japanese twin study using syllogisms and 
intelligence tests. Intelligence, 37, 256-267.
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文学部 心理学科 教授
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キーワード：地域行事、ボランティア、世代交流、青年の発達

地域ボランティアによる青年の発達

研究の概要
注目ポイント　人は誕生後、定型的な側面と個性の側面により発達していく
が、更に家族や親せき・学校や部活・アルバイトや就職先、経済や産業、教
育や文化、家族の在り方等の社会変化が、人の発達に影響を与えていること
が、改めて注目されている。

研究テーマ　人生の発達段階でも、最も変化が大きく、その後の人生に少な
からぬ影響を与えていると思われる「青年期」の発達を取り上げて、青年が、
同世代とはもちろん、他世代とどのように交流をしながら、青年期の発達課
題であるアイデンティティ ( 自我同一性）を獲得しているかを研究している。

研究フィールド　青年が様々な世代と交流し、影響を与え合う可能性があ
る「地域」を、研究の場所とし
ている。データ収集並びに分析
方法は、テーマの背景を、様々
な方向性から広く深く分析し仮
説生成を試みる、才木版グラウ
ンデッド・セオリー・アプロー
チ（才木、2003 等）を採用し
ている。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　ゼミの学生たちや有志の学生たちを募り、夏祭りや運動会、どんど焼きなど、地域の子ども育成活動の
行事や会議に、学生たちと一緒に参加したり、手伝いに出向いている。現代では若者は、塾やアルバイト
など、様々な事情から忙しさを抱えており、地域活動からも姿が見えなくなっている。このような中で、
学生の地域ボランティア活動は、高齢化が進んだ地域を、元々そうであったような、世代バランスが取れ
た地域に再生させる、一つのきっかけを提供していると考えられる。
　また、青年期である学生にとっても、地域活動を通した子どもから高齢者までの様々な年代との交流は、
学生のアイデンティティの獲得という課題に向かわせるきっかけとなる。また地域住民にとっても、学生
との交流は、自分たちの知恵を青年に授けることができるという、自分の人生を再び積極的にとらえ直す、
中高年期の世代継承的な発達課題への積極的な取り組みとなる可能性がある。

知的財産・論文・学会発表など
著書：�新谷 和代 , 地域活動のススメ～すべての世代がひとつになれる、とっておきの方法～ , 幻冬舎ルネッ

サンス新書，2019（2 月刊行）.
新谷 和代，地域の子育て , 日本発達心理学会 ( 編 )，発達心理学事典，2013　

国際学会発表（最新の研究成果）：
Kazuyo Shintani, Social development of adolescents through their volunteer activities in the community 
events, 18th European Conference on Developmental Psychology, Utrecht University, Utrecht, The 
Netherlands, August 29 -September 1, 2017.

キーワード：地域行事、ボランティア、世代交流、青年の発達
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SHINTANI, Kazuyo文学部・心理学科　助教

新谷　和代 SHINTANI, Kazuyo 心理
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キーワード：視線計測、視野障害、シミュレーション

視線計測による認知特性の評価

研究の概要
　視覚情報処理において、中心視野は情報の識別に、周辺視野は情報の発見に寄与する。しかしながら、
網膜に与えられた物理情報は、そのまま意識にのぼるのではなく、注意や記憶によってフィルタリングされる。
　網膜に与えられた物理情報と視覚認知の関係を明らかにするために、視線に同期して視野が移動する装置
を開発した（図 1：中心暗点の例）。また、視線位置によって変化する物理情報量を逐次計算するプログラム
を作成して（図 2）、情報量と視覚認知の関係を評価する一連のシステムを構築した。

　　図 1：視線同期型制限視野移動システム　　　　　　　　　　　　　図 2：網膜に与えられる情報物理量の逐次計算

１．実験参加者の眼前に設置した視線カメラで眼前の風景写真等のどこを見ているかが分かる。
２．収集した視線位置 X Ｙを使って、任意の形状・大きさ・透過度の画像を動かす。
３．ボタン押しにより、課題達成時間が取得でき、口頭報告により正答かどうかを確認する。
４．呈示した画像の物理特性を予め計算し、視線移動に伴って変化する刺激の物理情報量を逐次計算する。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
• 視線移動には、ヒトが何に興味をもって見ているか、意識下で決定した結果が現れる。つまり、視線移

動の傾向を分析することで、個人の視覚情報処理の特性を示すことができる。
• 適切な自動車運転やチーム・スポーツには、周辺視野が有効に機能することが必要である。こうした認

知作業における視線や注意の傾け方が評価できる。
• 視野障がい者における、認知的な不自由度を客観的に示すことができる。障がい者の視野を家族や支援

者が理解する時のシミュレータとして使用できる。

知的財産・論文・学会発表など
１） 早川友恵 , 成瀬康 , 他 : 視野狭窄が視覚認知速度および認知精度におよぼす影響 : 健常人におけるシ

ミュレーション II. 信学技報 112: 101-106, 2012.
2） 早川友恵 , 寺園泰 , 他 : 注意スパン制御による認知的不利益の克服−中心暗点のシミュレーションによ

る検討− . 日本ロービジョン学会誌 印刷中 , 2018.

キーワード：視線計測、視野障害、シミュレーション
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視線計測による認知特性の評価
文学部 心理学科 教授

早川 友恵
URL： http://www.teikyo-u.ac.jp/hachioji/top.html 
連絡先： 東京都八王子市大塚359

TEL： (042)-678-3546 E-mail： hayakawa@main.teikyo-u.ac.jp 
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八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
心理

視線移動開始

図1：視線同期型制限視野移動システム 図2：網膜に与えられる情報物理量の逐次計算
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キーワード：公認心理師、国家資格、初期実地研修、対人援助職

公認心理師の初期実地実習の
あり方に関する研究

研究の概要
　公認心理師に限らず対人援助職は、専門的知識や技能のみならず、高い倫理性を持って、援助を受ける人（以
下、「被援助者」と呼ぶ）の心情に寄り添い、被援助者の自己決定を尊重することが求められる。このような
基本的姿勢は、初期実地実習においてどのように育まれるのであろうか。実習における評価レベルを、レベ
ル①～④に設定し、各レベルがどの程度達成されているかを自己評価及び教員による評価を行う（下図左）。
　またこれらのレベルが、学内研修施設における運営実習や学外の医療機関実習、地域機関実習、学内研修
施設におけるケース担当を通して、どのように達成されるかを、初学者の臨床家としての成長という観点か
ら整理を試みた。運営実習や学外実習においては、レポート指導を通して、またケース担当に対しては、スー
パービジョン（SV）のあり方が重要となる（下図右）。これらのプロセスは臨床心理士養成で行われてきたこ
とであるが、公認心理師の養成においても継承されていくこととなる。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　新しい国家資格「公認心理師」は、2015 年の公認心理師法成立後、2018 年に第 1 回国家試験が行わ
れ、2019 年 1 月には誕生する予定である。この資格は、保健医療、福祉、教育、司法・犯罪、産業・労
働の幅広い分野での国民の心の健康に寄与する資格である。質の高い心理的支援を行う人材育成は、実学
として重要である。また産業界における労働者の心の健康の保持増進に寄与するための公認心理師養成は、
産業界のニーズにも応えるものであろう。初期実地教育における心理的支援の教育方法は、医学、看護学、
福祉学、教育学等の多様な対人援助職育成においても応用可能なものであり、対人援助職に標準的な心理
的支援のあり方を開発できる可能性を有している。

知的財産・論文・学会発表など
＜論文＞
1.  元永拓郎： 新しい資格「公認心理師」は心の健康に寄与するか？．こころの健康，30：20-27，2015．
2.  元永拓郎： 新しい国家資格「公認心理師」の学校メンタルヘルスへの貢献．　学校メンタルヘルス，

18：184-190，2015．
3.  金子和夫、津川律子、元永拓郎編著 :  心の専門家が出会う法律［新版］．誠信書房，東京，2016．
4.  元永拓郎編著： 関係行政論，遠見書房，東京 ,　2018.

キーワード：公認心理師、国家資格、初期実地研修、対人援助職

キーワード：公認心理師、国家資格、初期実地研修、対人援助職キーワード：公認心理師、国家資格、初期実地研修、対人援助職

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

公認心理師の初期実地実習の
あり方に関する研究

文学部 心理学科 教授

元永 拓郎
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/233/25 
連絡先： 帝京大学知的財産センター

TEL： 03-3964-1984 E-mail： tttc@med.teikyo-u.ac.jp 

MOTONAGA, Takuro

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

心理
文学部・心理学科　教授

元永　拓郎 MOTONAGA, Takuro

URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/233/25 

心理

八王子キャンパス
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キーワード：災害、被災地復興、危機管理

2000 年三宅島噴火被災者の
復興支援対策の研究

研究の概要
　2000 年に起こった東京都三宅島の噴火は、15 年という長期間にわたり人体や植生に有毒な火山ガスの
放出が継続するなど火山学的にも極めて特異な噴火であった。本研究では、2000 年三宅島噴火の被災者
のような継続する自然災害下で生活再建を営んでいる被災者にとって、どのような支援対策が必要とされ、
求められているのかについて、産業政策や観光政策などの可能性を包括的に検討することを目的とする。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　2000 年三宅島噴火は、長期的な全島避難を経験するだけでなく、避難解除後も 10 年以上にわた
り火山ガスの放出が継続し、被災者にとって生活再建の困難、仕事の再開の困難、経済的回復などの
困難、コミュニティの分散、生きがいの喪失など、それらの復興過程からの教訓は、東日本大震災に
よる原発周辺自治体の被災者の現状や今後の問題と重なることが多い。したがって、三宅島の災害復
興についての知見の積み上げや体系化をすることによって、東日本大震災の被災者の問題の解明や効
果的な支援対策の実現に繋げていくことができると考えている。

知的財産・論文・学会発表など
・ 大森哲至（2010），繰り返される災害下での精神健康の問題　− 2000 年三宅島雄山噴火後の坪田

地区住民の精神健康について− 実験社会心理学研究　第 50 巻１号
・ 大森哲至・藤森立男（2011），繰り返される自然災害と被災者の長期的な精神健康の問題　−

2000 年三宅島雄山噴火後の坪田地区住民の精神健康について− 応用心理学研究　第 36 巻２号 日
本応用心理学会 2012 年度 学会賞（論文部門）受賞

・ 大森哲至（2013），継続する自然災害における高齢者のライフイベントに関する研究 明治安田ここ
ろの健康財団助成研究論文集

キーワード：災害、被災地復興、危機管理
キーワード： 災害 被災地復興 危機管理キーワード： 災害 被災地復興 危機管理

研究の概要

2000年に起こった東京都三宅島の噴火は、 年という長期間にわたり人体や植生に有毒な火山ガスの
放出が継続するなど火山学的にも極めて特異な噴火であった。本研究では、2000年三宅島噴火の被災者
のような継続する自然災害下で生活再建を営んでいる被災者にとって、どのような支援対策が必要とされ、
求められているのかについて、産業政策や観光政策などの可能性を包括的に検討することを目的とする。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

2000年三宅島噴火は、長期的な全島避難を経験するだけでなく、避難解除後も 0年以上にわたり火山ガ
スの放出が継続し、被災者にとって生活再建の困難、仕事の再開の困難、経済的回復などの困難、コミュニ
ティの分散、生きがいの喪失など、それらの復興過程からの教訓は、東日本大震災による原発周辺自治体
の被災者の現状や今後の問題と重なることが多い。したがって、三宅島の災害復興についての知見の積み
上げや体系化をすることによって、東日本大震災の被災者の問題の解明や効果的な支援対策の実現に繋
げていくことができると考えている。

2000年三宅島噴火被災者の復興支援対策の研究

外国語学部 外国語学科 講師

大森哲至
https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3318/27 
連絡先：

TEL：042-678-3621 E-mail：omori-t@main.teikyo-u.ac.jp

OMORI, Tetsushi

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

・大森哲至（20 0） 繰り返される災害下での精神健康の問題 −2000年三宅島雄山噴火後の坪田地区住民
の精神健康について− 実験社会心理学研究 第 0巻１号
・大森哲至・藤森立男（20 ）  繰り返される自然災害と被災者の長期的な精神健康の問題 −2000年三宅島
雄山噴火後の坪田地区住民の精神健康について− 応用心理学研究 第 巻２号 日本応用心理学会 20 2
年度 学会賞（論文部門）受賞
・大森（20 ） 継続する自然災害における高齢者のライフイベントに関する研究 明治安田こころの健康財団
助成研究論文集

（写真）
心理

外国語学部・外国語学科　講師

大森　哲至 OMORI, Tetsushi

https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3318/27 

心理

八王子キャンパス

キーワード： 災害 被災地復興 危機管理キーワード： 災害 被災地復興 危機管理

研究の概要

2000年に起こった東京都三宅島の噴火は、 年という長期間にわたり人体や植生に有毒な火山ガスの
放出が継続するなど火山学的にも極めて特異な噴火であった。本研究では、2000年三宅島噴火の被災者
のような継続する自然災害下で生活再建を営んでいる被災者にとって、どのような支援対策が必要とされ、
求められているのかについて、産業政策や観光政策などの可能性を包括的に検討することを目的とする。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

2000年三宅島噴火は、長期的な全島避難を経験するだけでなく、避難解除後も 0年以上にわたり火山ガ
スの放出が継続し、被災者にとって生活再建の困難、仕事の再開の困難、経済的回復などの困難、コミュニ
ティの分散、生きがいの喪失など、それらの復興過程からの教訓は、東日本大震災による原発周辺自治体
の被災者の現状や今後の問題と重なることが多い。したがって、三宅島の災害復興についての知見の積み
上げや体系化をすることによって、東日本大震災の被災者の問題の解明や効果的な支援対策の実現に繋
げていくことができると考えている。

2000年三宅島噴火被災者の復興支援対策の研究

外国語学部 外国語学科 講師

大森哲至
https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3318/27 
連絡先：

TEL：042-678-3621 E-mail：omori-t@main.teikyo-u.ac.jp

OMORI, Tetsushi

八王子キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

・大森哲至（20 0） 繰り返される災害下での精神健康の問題 −2000年三宅島雄山噴火後の坪田地区住民
の精神健康について− 実験社会心理学研究 第 0巻１号
・大森哲至・藤森立男（20 ）  繰り返される自然災害と被災者の長期的な精神健康の問題 −2000年三宅島
雄山噴火後の坪田地区住民の精神健康について− 応用心理学研究 第 巻２号 日本応用心理学会 20 2
年度 学会賞（論文部門）受賞
・大森（20 ） 継続する自然災害における高齢者のライフイベントに関する研究 明治安田こころの健康財団
助成研究論文集

（写真）
心理

引用（写真）：三宅島観光協会・三宅村役場
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キーワード：心理的距離、セルフモニタリング、職場うつ病

人間関係のセルフモニタリングツールの開発

研究の概要
　人間関係の改善を目的として自分で自分の状況を把握するための Web アプリを開発している。
言語による記述ではなく、心理的距離に基づいた直感的なパラメータ設定により、手軽に利用できるセルフ
モニタリングツールを開発し、その利用による自己認知の改善を目指す。人間関係の変動を表現するための
理論とコミュニケーションモデルを構築し、それに基づいたシミュレータを開発している。

メッセージ理論：心理的距離の変化の要因をメッセージのやりとりとするもの
・心理的距離…関係性や孤立を表現するために必要なもの
・組織の枠…個人の動ける範囲を表現するために必要なもの
・個人の特性…メッセージの与え方と受け止め方

コミュニケーションモデル：
（1）あらゆるものは他者および自分自身にメッセージを発信しており、受信している。
（2）メッセージのやりとりの質に応じて、個人間の距離が変動する。
（3）個人の位置の変動は「枠」の中に制限される。
（4）メッセージは距離が近い人に発信される確率が高い。

sendP=(n+1-rank)/(n*(n+1)/2)　（n は人数、rank は距離の近さの順位）
（5） メッセージはすべての人に等しく内発するものとし、個人ごとに異なるメッセー

ジの受発信特性によって、様々な質（正負の実数値）を持つものとして発信・受
信される。 
sendMSG=a MSG + b, rcvMSG=a sendMSG + b　（MSG は内発メッセージ、a, b は
個人特性値）

モニタリングツール（シミュレータ）：
　このツールにユーザが自身の周囲の状況（他者との心理的距離、性格特性）を入力する事によって、自分
がどのように人間関係を認知しているかをセルフモニタリングし、自身の世界の捉え方を修正していく。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　本研究では、人間関係のセルフモニタリングツールを使って、人間関係に起因する職場うつ病の予防を
目指しています。年 1 回のストレスチェックよりも簡単に、日常的に自分の状態を把握し、職場全体の環
境改善につなげます。

知的財産・論文・学会発表など
1.  Takeaki Shionome ，A Study on Organization Simulator as a Means to Prevent Workplace Depression，

HCI International 2018 (Human-Computer Interaction International Conference 2018), In: Stephanidis 
C. (eds) HCI International 2018 – Posters' Extended Abstracts. HCI 2018. Communications in Computer 
and Information Science, vol 851. Springer, Cham, pp. 444–450 (July, 2018).　

2.  塩野目剛亮，職場うつ予防のための組織シミュレータに関する一考察（第 3 報）―人数条件とメッセー
ジ受発信特性条件の影響について―，HCG シンポジウム 2016 インタラクティブ発表，I-2-6（Dec.2016）

3.  塩野目剛亮，森浩平，職場うつ予防のための組織シミュレータに関する一考察（第 2 報）―メッセー
ジ受発信関数の実装とシミュレータの試作―，電子情報通信学会技術研究報告，福祉情報工学研究会，
WIT2015-102，115(491)，pp.77-82（Mar.2016）

キーワード：心理的距離、セルフモニタリング、職場うつ病
キーワード： 心理的距離，セルフモニタリング，職場うつ病キーワード： 心理的距離，セルフモニタリング，職場うつ病

研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

人間関係のセルフモニタリングツールの開発

理工学部 情報電子工学科 講師

塩野目剛亮
URL：http://web.ucgw.teikyo-u.ac.jp/~shionome/ 
連絡先：

TEL：028-627-7132 E-mail： shionome@ics.teikyo-u.ac.jp

SHIONOME, Takeaki

宇都宮キャンパス

知的財産・論文・学会発表など

（写真）
心理

スマホで実物を
お試しいただけます

理工学部・情報電子工学科　講師

塩野目　剛亮 SHIONOME, Takeaki

URL：http://web.ucgw.teikyo-u.ac.jp/~shionome/ 

心理

宇都宮キャンパス
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研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

人間関係のセルフモニタリングツールの開発

理工学部 情報電子工学科 講師

塩野目剛亮
URL：http://web.ucgw.teikyo-u.ac.jp/~shionome/ 
連絡先：

TEL：028-627-7132 E-mail： shionome@ics.teikyo-u.ac.jp

SHIONOME, Takeaki

宇都宮キャンパス
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研究の概要

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど

人間関係のセルフモニタリングツールの開発

理工学部 情報電子工学科 講師

塩野目剛亮
URL：http://web.ucgw.teikyo-u.ac.jp/~shionome/ 
連絡先：

TEL：028-627-7132 E-mail： shionome@ics.teikyo-u.ac.jp

SHIONOME, Takeaki

宇都宮キャンパス
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お試しいただけます



帝京大学・帝京大学短期大学　研究シーズ集 2019

心 

理

─ 314 ─

キーワード：放射能心理、質的研究、ナラティヴ分析、リスコミ

放射能心理の質的研究
～放射能リスクコミュニケーションの構成～

研究の概要
　放射能に関するリスクコミュニケーションは、科学者からの理論・原則だけでは成り立たない状況である。本
研究の目的は、精神的不安を引き起こす放射能心理を質的分析（ナラティヴ分析）により明らかにすることであ
り、さらに放射能に関するリスクコミュニケーションの構成を検討することである。なお、図に示したリスクコミュ
ニケーションの構成の一例は、2018 年第 1 回 NHK 番組アーカイブス学術利用トライアルによる成果である。
　ナラティヴ（物語）分析とは、人々が語る自らの経験や人生に着目し物語を読み解いていくことで心の揺れ動
きを捉えることである。本研究では、ナラティヴ分析の一つである構造分析を用い人々によって語られたことに
ストーリー性を見出し、各センテンスにより共通性を選択した。同じ状況下に置かれた場合でも、自ら対応しよ
うと考える方や漠然と不安を感じる方や隠ぺいなどを思い浮かべ信用を失っている方など様々な心理面が見られ
た。経時的なストーリー（青矢印）において、赤枠で記した放射能に関する説明を聞いて不安解消へ向かっても
再び不安感に戻される例（緑矢印）や安心と不安が繰り返される例（赤矢印）が現れた。
　放射能心理は人それぞれ
で異なるものであり、この質
的分析は多くの事象につい
て行う必要がある。そしてリ
スクコミュニケーションの構
成も常に変化している。この
ことからより多くの視点、専
門性と共に研究を継続しな
ければならない。

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　放射能に対する不安は科学的・理論的に対応しても払拭されない特徴があり、放射能心理学の確立が実
学としての急務である。これは放射能に関する有識者だけではなく、心理学者、社会学者など多岐にわた
る協力体制が必要である。この放射能心理学によってリスクコミュニケーションを構成し、一般公衆に対
応することによって社会的な貢献は大きなものとなる。

知的財産・論文・学会発表など
学会発表：
1.  放射能心理学により分類されたリスクコミュニケーションの構成 .　第 7 回環境放射能除染研究発表会 , 2018 年
2.  環境放射能の推移と人の心理的変化から分析する放射能心理 .  日本保健物理学会　第 51 回研究発表会 , 2018 年
3.  Relation between radiation literacy and mental QOL.   The 5th Asian and Oceanic Regional Congress on 

Radiation Protection,  2018 年

キーワード：放射能心理、質的研究、ナラティヴ分析、リスコミ
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研究の概要

放射能に関するリスクコミュニケーションは、科学者からの理論・原則だけでは成り立たない状況である。本
研究の目的は、精神的不安を引き起こす放射能心理を質的分析（ナラティヴ分析）により明らかにすることで
あり、さらに放射能に関するリスクコミュニケーションの構成を検討することである。なお、図に示したリスクコミュ
ニケーションの構成の一例は、2018年第1回NHK番組アーカイブス学術利用トライアルによる成果である。
ナラティヴ（物語）分析とは、人々が語る自らの経験や人生に着目し物語を読み解いていくことで心の揺れ
動きを捉えることである。本研究では、ナラティヴ分析の一つである構造分析を用い人々によって語られたこと
にストーリー性を見出し、各センテンスにより共通性を選択した。同じ状況下に置かれた場合でも、自ら対応し
ようと考える方や漠然と不安を感じる方や隠ぺいなどを思い浮かべ信用を失っている方など様々な心理面が
見られた。経時的なストーリー（青矢印）において、赤枠で記した放射能に関する説明を聞いて不安解消へ向
かっても再び不安感に戻される例（緑矢印）や安心と不安が繰り返される例（赤矢印）が現れた。
放射能心理は人それぞれで異なるものであり、この質的分析は多くの事象について行う必要がある。そして
リスクコミュニケーションの構成も常に変化している。このことからより多くの視点、専門性と共に研究を継続し
なければならない。与
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学としての急務である。これは放射能に関する有識者だけではなく、心理学者、社会学者など多岐にわたる
協力体制が必要である。この放射能心理学によってリスクコミュニケーションを構成し、一般公衆に対応するこ
とによって社会的な貢献は大きなものとなる。

放射能心理の質的研究
～放射能リスクコミュニケーションの構成～

医療技術学部 診療放射線学科 教授

大谷浩樹
URL：https://www.e-campus.gr.jp/staffinfo/public/staff/detail/3106/35 
連絡先：帝京大学 医療技術学部 診療放射線学科

TEL：03-3964-1211（内線46133） E-mail：ohtani@med.teikyo-u.ac.jp

OHTANI, Hiroki

板橋キャンパス

知的財産・論文・学会発表など
学会発表：
1. 放射能心理学により分類されたリスクコミュニケーションの構成. 第7回環境放射能除染研究発表会, 2018年
2. 環境放射能の推移と人の心理的変化から分析する放射能心理.  日本保健物理学会 第51回研究発表会, 2018年
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ナラティヴ分析により得られた放射能リスクコミュニケーションの構成の一例
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キーワード：スポーツ心理学、コーチング、テニス、対峙型競技

「知覚」と「運動」
─アスリートの予測技能に迫る─ 

研究の概要
　現代のスポーツ競技は劇的に変化する環境に対して素早く対応することが求められます。「次に何が起こる
のだろう？」と状況を的確に予測しなければ勝利を手にすることはできません。情報を効率よく的確に取り
入れ（知覚）、それを理解する（認知）スキルの向上が不可欠です（図１）。そこで、対峙型競技場面の行動
予測に着目して、一流選手（熟練者）が利用する予測手がかりを明らかにすることを目指します。

　この研究は、コーチングやトップパフォーマンス研究への貢献が期待できます。例えば、テニスのコーチ
ング場面において、相手動作と予測の関係性を示すことができれば 1 秒でも１歩でも早くボールに追いつく
ことができ、ゲーム中の優位性を獲得することが可能となります。

　フィジカル面で不利な日本人選手がスポーツの世
界でトップに立つためには、予測判断といった知覚・
認知スキル面で優位性を得ることが重要です。

　　　　図 1．プレイの遂行に至るまでの一連の流れ　　　　図 2．テニスストローク観察中の熟練者と初級者の視線配置割合

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　知覚スキル面での優位性を獲得するために、予測判断スキル向上を目指した予測判断能力向上トレーニ
ングの構築に向けて研究を進めていきたい。熟練者と初心者の比較から浮かび上がってきた熟練者の知覚
技能を初級者へと落としこむようなトレーニングシステムの開発を目指す。

知的財産・論文・学会発表など
論文（査読あり，最新の研究成果）：
1.  ○緒方貴浩，福原和伸，井田博史，高橋まどか，福林徹（2015）：テニスサーバー動作と熟練者の予測

との定量的関係性−ビデオ映像を用いた時間的遮蔽法による評価−．人間工学． 
2.  Kazunobu Fukuhara , Hirofumi Ida, ◯ Takahiro Ogata, Motonobu Ishii, Takahiro Higuchi(2017): The 

role of proximal body information on anticipatory judgment in tennis using graphical information 
richness. PLOS ONE.

3.  Kazunobu Fukuhara, Tomoko Maruyama, Hirofumi Ida, ◯ Takahiro Ogata, Bumpei Sato, Motonobu 
Ishii, Takahiro Higuchi1(2018): Can Slow-Motion Footage of Forehand Strokes Be Used to Immediately 
Improve Anticipatory Judgments in Tennis? Frontiers in Psychology.
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キーワード：教育心理学、演劇、音楽、質的分析

「パフォーマンス」を取り入れた
学習環境デザイン

研究の概要
　近年の「パフォーマンス心理学」と呼ばれる領域では、他者との協働によって、今の自分自身とは異なる
パフォーマンスを行うことが、情動的な発達をもたらすことが注目されている。この観点から、以下のよう
な実践を進め、研究を行っている。

①ミュージカルを取り入れた音楽アウトリーチの実践
・ 幼稚園・保育園において実施（小中学校における実践も計

画中）
・プロのミュージカル俳優及びクラシックピアニストと協働
・ ミュージカルを題材とし，参加者が互いのオファーを受け

入れ・発展させるという「Yes, and」の方法論に基づいた
学習環境デザイン

②大学改革における学生のパフォーマンス
・ SCOT ＝希望する教員に対して、教室内活動に関する情報を収集して提

供するプログラム
・ 教育の受け手としてではなく、積極的な作り手として関わることが、大

学改革と学生の発達の双方にいかに関わるかについて検討中

実学へのつながり・産業界へのアピールポイントなど
　大学教育では、知識の獲得や技術の向上だけではなく、社会に対してどう関わるのか、働くことをどう
捉えるのかといった、成熟した市民としての姿勢・態度の基盤を養うことが重要である。こうした部分は、
理念としては大学のポリシーとして表明されているものの、これに実学としてアプローチした研究や、そ
の理論的基盤の検討は十分ではない。
　上記の研究は、今後大学にとってますます重要となる、大学生の発達の場としての教育の機能を考える
萌芽となるものである。

知的財産・論文・学会発表など
• 新原将義・茂呂雄二（2015）合奏練習場面における指導者の働きかけをいかに捉えるか—社会・文化的アプロー

チの観点から　認知科学 21 巻 4 号
• 新原将義・茂呂雄二（2015）音楽家はアウトリーチ実践をいかに語るか—修正版グラウンデッド・セオリー・アプロー

チを用いた検討　筑波大学心理学研究 49 号
• 新原将義・大澤愛・茂呂雄二（2015）幼稚園・保育園での音楽アウトリーチに関する保育者の語りの質的検討—

修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチを用いて　音楽教育学 45 巻 1 号
• 新原将義（2017）ワークショップ型授業における教授・学習活動の対話的展開過程　教育心理学研究 65 巻 1 号
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