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教育テスト研究センター 第 17 回研究会報告書 

    

インターネットによるインターネットによるインターネットによるインターネットによる社会性訓練社会性訓練社会性訓練社会性訓練のののの方法方法方法方法    

およびおよびおよびおよび効果効果効果効果についてについてについてについて    
    

（研究会実施日：2010 年 2 月 19 日） 

 

講師：木村文香木村文香木村文香木村文香［江戸川大学社会学部人間心理学科専任講師］  

学校心理学，社会心理学を基盤とした，学校不適応の児童・生徒への効果的な支

援システムの研究。小中移行期や，生活習慣，家庭環境とあわせ，ICT 利用が学

校適応に及ぼす影響，効果に関心を持っている。  

 

お茶の水女子大学 21 世紀 COE プログラム「誕生から死までの発達科学」リサー

チアシスタント等を経て，現職。あわせて臨床心理士としての活動を行っている。 

日本心理学会，日本教育心理学会，日本教育社会学会，日本社会心理学会，日本

パーソナリティ心理学会，日本発達心理学会，日本健康心理学会，日本教育工学

会  

 

・木村文香（ 2000） インターネットセラピー 坂元  章（編）『インターネット

の心理学‐教育・臨床・組織における利用のために－』 学文社 pp.60-71.  

・木村文香（ 2003） テレビゲームと社会的不適応 坂元章（編）『メディアと

人間の発達』 学文社 pp.115-124.  

・木村文香（ 2004） テレビゲームを介した子どもの人間関係 酒井朗・伊藤茂

樹・千葉勝吾（編）『電子メディアのある日常 新時代の青少年指導の課題』 

学事出版 pp. 99-118.  

 

要要要要    約約約約     

    

研 究 領 域  

著 書  

ICT といわれる，Information Communication Technology の進歩は日進月歩であり，

またそれらを早い時期にマスターするのは，青年期を筆頭に若い世代である。小学生

でビデオゲーム，中学生でインターネット，携帯電話，高校生では携帯電話が広く普

及し，必要不可欠なものとなるものの，様々なツールの使い分けが可能となる。しか

し， ICT を用いることによる悪影響の懸念がなされてきた。携帯電話やインターネッ

トなど，顔の見えない不特定多数の人とつながることの危険が指摘されてきたものの，

実際には， ICT を用いる上でのリテラシーは，かなりの面で彼らの身についており，

既存の人間関係を強化するような使い方をしている。また，ビデオゲーム，インター

ネット，電子メールのいずれも，すでに社会性の訓練ツールとしての効果が実験研究

によって実証されており，ユーザーの特性を見極めることによって，十分，社会性訓

練ツールとして機能することが示唆されているといえる。  

 

経 歴  

所 属 学 会  
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ⅠⅠⅠⅠ．．．．    ICTICTICTICT 利用利用利用利用のののの実態実態実態実態     
 

（（（（１１１１））））    各年齢層各年齢層各年齢層各年齢層におけるにおけるにおけるにおける ICTICTICTICT 利用利用利用利用のののの実態実態実態実態     

国内でのインターネット利用の普及率は，

総務省による 2008 年通信利用動向調査によ

ると，2008 年末に 75%を越えたとされてい

る。しかし，インターネットに代表される ICT

利用の状況は，発達段階によって異なると考

えられる。これまでに行われた調査の結果を

総合的に考えると，生まれて初めて出会うの

がテレビであり，その後，小学生でビデオゲ

ーム遊びを始め，中学生になると携帯電話を

持ち始め，さらにインターネットを使うよう

になり，高校生になると携帯電話は「なくて

はならないもの」とそのポジションを変え，

さらに，さまざまな ICT を自らの好みに応じ

て使い分けをするようになると考えられる。

もちろん，小学校入学以前からビデオゲーム

を始める子どももいるであろう。また，小学

校での取り組みとして，調べ学習等でインタ

ーネットを利用している児童は多くいると考

えられる。しかし，自らの意志で使い始める，

もしくは家にあるインターネットを積極的に

使いたがるのは，中学校に入ってからではな

かろうか。携帯電話も同様で，初めて持ち始

めたきっかけは，家族との連絡用など，初め

て持った時点での年齢が低ければ低いほど，

家族（親）に「もたされた」というケースが

多い。しかし，中学，高校と同級生の間での

普及率が上がるにつれて，使い方も異なって

きている。  

ここでは，このように発達段階によって，

ICT の使い方が異なっていることから，はじ

めに特に最も身近な ICT ともいえる携帯電

話を取り上げ，学校段階ごとの使い方の実態

を述べる。  
 

（（（（２２２２））））携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話のののの所有状況所有状況所有状況所有状況とととと利用利用利用利用へのへのへのへの意識意識意識意識     

小学生から高校生までの携帯電話の所有状

況については，Benesse 教育研究開発センタ

ー（2009）によると，Figure1 のようになっ

ていた。所有率は，学校段階が上がるにつれ

て高くなっているが，注目したいのは，中学

校から高校に上がる時点である。小学生と中

学生の所有率の差は，20%弱であるのに対し，

中学生と高校生の所有率の差は，45%近い。

つまり，中学校から高校に上がる際に，所有

率が 2 倍になるということである。また，同

報告では，小学生から中学生にかけての男女

差が大きく，女子の所有率が高いことも指摘

されている。しかしこれは同時に，高校生に

なると，所有率に男女差がなくなることも示

しているといえる。  

 

Figure 1 携帯電話の所有状況 

 

携帯電話を手放せなくなり始める高校生は，

携帯電話のどのような機能を使っているので

あろうか。これについても同じく，Benesse

教育研究開発センターの結果をみると，通話

よりもメールを多く使っており，コミュニケ

ーションをとっている相手は友人であること

が報告されている。つまり，前述したように，

はじめは家族とのコミュニケーションツール

であったものの，高校生になり，使い慣れた

頃には，友だちと「いつでもどこでも簡単に

つながることができるツール」となっている

ことがわかる。また，同調査では，中学生と

高校生が，携帯電話を利用することへの意識

もあわせて尋ねており，それによると 9 割弱

の生徒が「携帯電話を使うのが楽しい」とし

ており，「メールが来たらすぐに返事を出す」

という生徒も 7 割程度いることが示されてい

る。また，「携帯電話がいつも手元にないと不

安だ」，「直接話すよりも，メールの方が気持

ちを伝えやすい」との回答も 4 割程度みられ

ており，携帯電話は中学生，高校生にとって，

友人との密接なつながりを楽しくもつことが

できるツールであると同時に，携帯電話に振

り回されたり，依存していたりする側面もも

つことがわかる。一方，「携帯電話で知らない

人とやりとりをするのは怖い」との回答は 7

割を越えている。実際，プロフといわれる自
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己紹介サイトの利用についても，中学生高校

生の利用が多いものの，コミュニケーション

をとっている相手は，「今の学校の友だち」も

しくは「前に通っていた学校の友だち」であ

るため，従来危惧されてきた「不特定多数と

のやりとり」についての懸念については，そ

の危険性の理解が意識レベルでは進んでおり，

リテラシーがある程度は身に付いていると考

えることもできよう。  
 

（（（（３３３３））））パソコンのパソコンのパソコンのパソコンの利用状況利用状況利用状況利用状況とととと利用利用利用利用へのへのへのへの意識意識意識意識     

ここまで携帯電話の利用実態についてみて

きたが，小学生から高校生にかけてのパソコ

ンの利用状況について検討する。Benesse 教

育研究開発センター（2009）によると，家で

のパソコン利用率は，学年が上がるにつれて

高くなっており，小学生で約 6 割だったのが，

高校生になると約 8 割となっていた。利用内

容については，学校段階で異なっており，小

学生から高校生に共通していたのは，「調べも

の」であるが，中学生，高校生に限定すると，

「動画共有サイトの閲覧」，「音楽のダウンロ

ード」といった，学習以外でのインターネッ

ト利用が多くなっていた。  

 

ⅡⅡⅡⅡ．．．．社会性訓練社会性訓練社会性訓練社会性訓練へのへのへのへの応用応用応用応用のののの可能性可能性可能性可能性     
 

以上のように，現代の子ども達は，小学生

の頃から ICT に親しんでいる。携帯電話への

アクセシビリティは中学生以上で高く，その

一方，パソコンについては，インターネット

を利用してはいるものの，携帯電話と比べる

と，アクセシビリティはさほど高くはなさそ

うだ。また，携帯電話，パソコンなどの ICT

への親和性は，学校段階が上がるにつれて高

くなることがわかっており，さらに，彼らは

身近な人とのコミュニケーションを，さらに

密接に行うためのツールとして使いこなして

いる実態も示されたといえる。では，既にこ

のようにコミュニケーションを促進するよう

な使い方がなされている ICT を，社会性の訓

練に用いる可能性はどのくらいあるのだろう

か。  

 

（（（（１１１１））））ビデオゲームのビデオゲームのビデオゲームのビデオゲームの    

社会性訓練社会性訓練社会性訓練社会性訓練へのへのへのへの応用応用応用応用のののの可能性可能性可能性可能性     

現在の形のビデオゲームの普及のきっかけ

は，1983 年の任天堂ファミリーコンピュータ

の発売であるとされている。ビデオゲームへ

の批判も，この頃から始まっているが，当時

のビデオゲームのユーザーの中心が小・中学

生であり，不登校の児童・生徒数と，このテ

レビゲームの普及率は同時期に伸びていたこ

とも，マスコミによるテレビゲーム批判を促

進したと考えることもできる。例えば，いじ

めから不登校になった中学生の自殺事件への

コメントとしての記事には「テレビゲームで

の遊びによって，対人関係能力が低下してい

る。自分を保護してくれる人以外の人間とは

つきあえなくなるなど，傷つきやすい人間に

なってしまう」（朝日新聞 , 1995）というもの

もみられた。さらに，一連のオウム事件の際

には，ビデオゲームによって虚構と現実が混

ざってしまい，それがひきこもりへとつなが

るという懸念がなされたこともあった。この

ように，ビデオゲーム遊びが人々に様々な悪

影響を及ぼすのではないかという懸念は，マ

スコミ以外でもしばしば見られてきている

（坂元 ,1998; 橋元 ,1996; Griffiths,1996）。  

日常生活に支障をきたすほどのゲーム中毒も，

海外では報告されているが（Keepers, 1990; 

Kuczmierczyk, Walley, & Callhoun, 1987），

日本での懸念の中心は，子どもの対人関係ス

キルの形成に関するものであった。いずれも

その論調は，テレビゲーム遊びでは対人相互

作用が減り，他者との適応的な関係に必要な

技能，知識を身につけられないということか

ら，社会的適応性に対して悪影響があるので

はないかというものであった（e.g., 坂元 , 

1998; 橋元 , 1996）。しかし実際には，いくつ

かの調査研究がこの問題を検討してきたが

（e.g., Lin & Lepper, 1987; 橋元 , 1997; 

Sakamoto, 1994），いずれも，このような「ビ

デオゲームが社会性の発達を妨げる」という

懸念を裏付ける結果は示していない。それど

ころかむしろ，ポジティブな側面についても

研究報告がなされている。  

McClure & Mears（1986）は，テレビゲー

ム遊びをよくする学生の方が，しない学生よ

りも外向的であるという研究結果を発表して

いる。高校生と大学生を対象として，社会的
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適応性に関する因果関係の検討を行った研究

では，高校生においては，テレビゲーム遊び

が，共感性を高めたり，社会的不安を軽減し

たりする機能を持っているという結果が報告

され，単純にテレビゲーム遊びの悪影響を支

持することができないことが示唆されている

（木村・坂元章・相良・坂元桂・稲葉 , 2000）。  

さらに，心理臨床現場でも，1990 年代から

その有効性が指摘されてきた。ビデオゲーム

のユーザーが多い，青年期のクライエントを

対象とする場合，ビデオゲームに癒しの効果

があることを指摘し，ビデオゲームを用いた

心理療法を，「テレビゲーム療法」として確立

しようという声もある（香山 ,1996）。名前こ

そついていないが，ビデオゲームが心理療法

の場で有効に用いられている事例も多く報告

されており（天野・福島 ,1998; Phillips,1991; 

S i e t s e m a ,  N e l s o n ,  M u l d e r ,

M e r v a u - S c h e i d e l ,  &  W h i t e ,  1 9 9 3 ; 

Samoilovich, Riccitelli, Scheil, & Siedi, 1992），

特にラポールの形成に有効であるとの報告も

なされている（伊藤 ,1994; Gardner,1991）。

実践的な立場からも，山岸（1997）が，学校

不適応の児童・生徒を対象とした教育相談の

場において，ビデオゲームを用いることの有

効性を説いている。児童・生徒にとって，教

育相談の場というのは，緊張を伴う，新奇な

状況である。しかし，そのような状況におい

て，ビデオゲームという，クライエントにと

って身近なものをセラピストが話題にするこ

とによって，緊張がほぐれ，話の糸口が作れ

ることがあるということである。  

ビデオゲームを心理療法に活用する方法論

としては，伊藤（1994）が 5 つにまとめてい

る。まず，①心の「窓」として使えるとされ

る。これは，クライエントが自己の内面を表

現し，セラピスト及び外界との関係を維持す

る手段のひとつとなり得るということである。

次に，②有能感をもたらすものとして使える

ということである。ビデオゲームというハー

ドウエアを操作するスキルの獲得が，自己評

価の向上をもたらすとしている。そして，こ

れと連動して，③対人関係の橋渡しとして使

えるとされている。また，④自我境界を補強

するものとしての使用法もある。対人関係の

媒介として機能するのである。最後に，⑤ビ

デオゲームは，目の前の現象の背後にあるも

のへの気づきを生むものとして使用できると

している。  

以上のことから，ビデオゲームには，ⅰ）

話題提供やソフトの貸し借りといった側面か

ら，社会的適応性への良い効果をもつという

面，ⅱ）心理臨床場面での有効利用の実態か

ら，信頼関係作りに重要な効果をもつという

側面の 2 つがあることがわかる。つまり，コ

ミュニケーションスキルの向上に，十分効果

的に作用することのできるツールといえるの

ではなかろうか。また，ここで紹介したビデ

オゲームにまつわる研究，報告は，いずれも

インターネットに接続することを前提として

いないものばかりである。現在，普及してい

るビデオゲームのいくつかは，インターネッ

トを通じて，コミュニケーションを行う ICT

のツールである。このように，ツールのあり

方そのものが，コミュニケーションに目を向

けている以上，よりいっそう社会性訓練ツー

ルとなりうる可能性が高まるのではなかろう

か。  
 

（（（（２２２２））））インターネットのインターネットのインターネットのインターネットの    

社会性訓練社会性訓練社会性訓練社会性訓練へのへのへのへの応用応用応用応用のののの可能性可能性可能性可能性     

ここまで，青年期の人たちの普及率が高く，

むしろヘビーユーザーも多いと考えられるビ

デオゲームには，十分に社会性訓練ツールと

なりうる可能性があることを述べてきた。ま

た，インターネットに接続できるビデオゲー

ムも多くみられることから，ここでは，イン

ターネットが社会性訓練のためのツールとし

て機能する可能性を述べる。 

1998 年に，インターネット使用が，対人関

係 の 希 薄 化 を 招 く と い う 結 果 を Kraut , 

P a t t e r s o n ,  L u n d m a r k ,  K i e s l e r , 

Mukophadhyay, & Scherlis（1998）が示し

た。これは，インターネットが対人関係に及

ぼす影響を実証した，先駆的な研究である。

インターネットは，テレビのもつ 1 人で楽し

む娯楽ツールの側面と，電話がもつ遠方の人

とのやりとりを可能にするコミュニケーショ

ン・ツールの側面の両方をもつとされている

（小林，2002）。Kraut et al.（1998）の研究
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は，インターネットのもつ，この 2 つの側面

のうち，娯楽ツールとしての機能が強ければ，

社会的孤立や心理的健康の阻害といった効果

をもたらすが，一方，コミュニケーション・

ツールとしての機能が強ければ，電話と同様，

対人関係の強化といった効果を与えてくれる

ものと考え，このいずれなのかを実証的に検

討したものである。そのために，大規模な縦

断研究を行った。インターネットが影響を与

える側面として，この研究が焦点を当ててい

るのは，対人関係と心理的健康の 2 側面であ

った。  

この研究の結果は，インターネット導入後，

1～2 年経った時点で，対人関係と心理的健康

にネガティブな変化があったことを示してい

た。対人関係においては，家族とのコミュニ

ケーション時間が減少し，近隣の人との交流

が少なくなるという，社会的ネットワークの

変化がネガティブな方向に変化することが示

唆された。また，心理的健康の側面について

も，インターネットを使用するほど，孤独感

や抑うつが高まることが示された。しかし，

だからといって実験参加者が「一人で楽しむ

娯楽ツール」としてインターネットを利用し

ていたという実態はなく，多くの実験参加者

が，家族や友人とのやりとりや，チャットで

友だちをつくるといった，コミュニケーショ

ンを目的とした利用を盛んに行っていた。そ

れにもかかわらず，インターネット利用がネ

ガティブな対人関係と心理的健康を喚起した

という矛盾を，Kraut et al.（1998）は

Internet Paradox とし，論文のタイトルにも

したのである。このような矛盾の理由として

Kraut et al.（1998）は，インターネットを

通じたコミュニケーションの質の貧しさを挙

げている。親しい間柄でコミュニケーション

をとる際にも，インターネットであれば，電

話や対面よりも，きずなが弱いものであり，

インターネットを介して形成された対人関係

は，現実生活で形成されるものよりも限定さ

れた表面的なものであるために，このような

結果となったのではないかと考察している。

このことから，質の高い相互作用が可能なア

プリケーションの開発と，既存の関係を維

持・強化するような援助団体の育成を課題と

すべきだとまとめている。  

ただし，Kraut et al.（1998）の研究には

限界がいくつか指摘されている。実験参加者

の少なさと，地域性の問題である。つまり，

このようなネガティブな影響は，特定の地域

に住む，特定の住民だけに特徴的なものだっ

た可能性が否定しきれないのである。また，

インターネット使用期間が 1～2 年と短かっ

たことも，このような結果の理由として挙げ

られている（小林 , 2002）。実験参加者はイン

ターネット初心者であり，さらに長期間の使

用を行った場合，どのような影響があるのか，

また，日々進歩しているインターネットテク

ノロジーによって，研究が実施された当時よ

りも，ずいぶん質の高い相互作用が可能にな

っている。このように，様々な課題を抱えて

いるものの，使い方によっては，社会性の訓

練どころか，社会性を低下させるツールにも

なってしまう可能性をもつツールであること

も，配慮しなくてはならいということでもあ

ろう。  

また，インターネットが招く社会的不適応

には，この他にもインターネット中毒を挙げ

ることができる。インターネット中毒には，

明確な定義があるわけではないが，Young

（1998）が中毒者と非中毒者を識別するため

のリストを作成しており，それが参考になる。

小林（2002）が訳したものがあるので，その

リストを以下の Table1 に示す。  
 

Table 1 Young によるインターネット中毒尺度 

①  インターネットに夢中になっている  

②  ある程度の接続時間がないと満足でき

ない  

③  ネットへの接続をやめる（時間を減ら

す）のを失敗したことがある  

④  接続を切断するときに憂うつな気持ち

になる  

⑤  ついつい予定より長く接続してしまう  

⑥  インターネットのせいで，仕事や学校を

休んだことがある  

⑦  家族やセラピスト，その他の親しい人間

に，どの程度ネットに接続しているか正

直に答えられなかったことがある  

⑧  日常生活で嫌なことがあるとネットに

接続してそれを解消する  
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インターネット中毒が引き起こされる原因

には，大きく 2 つあると考えられている（小

林，2002）。一つは現実逃避であり，もう一

つは，インターネット特有のコミュニケーシ

ョンである。前者については，逃避が目的で

あり，インターネットの中に，癒しを求めて

いるのだが，インターネット以外のものでも，

同じように大切な癒しの場所が見つかれば，

代替可能である。つまり，治療方法も，従来

の依存症や中毒の考え方を応用することが可

能ともいえる。一方，インターネット特有の

コミュニケーションの特徴を理由として，中

毒になってしまった場合には，代替が不可能

である上に，その改善策も，従来の中毒の考

え方からはなかなか有効なものが考えづらい。

インターネットに特有な特徴とは，テキスト

ベースであったり，匿名性が高かったりとい

ったものが代表的であるが，これらの特徴を

もつコミュニケーションに楽しさや満足を感

じることで中毒になっているということであ

る。現実のコミュニケーションに何らかの不

満や自信のなさを感じていれば，なおのこと

インターネット中毒への親和性は高まるであ

ろう。しかし，彼らへの治療法もまた，イン

ターネットを活用したものが考えられ，効果

を上げている。主に用いられている治療法は，

自助グループ，サポートグループ，メーリン

グリストなどを利用したものである。Young

（1996）は，自力での治療を試みる人に，生

活時間の見直しや，時間の使い方の工夫，イ

ンターネットを使うことで生じる良い面と悪

い面のリストアップといった，行動療法的な

治療法の提案を行っている。  

では，このようにインターネットのもつ陰

の部分について述べてきたが，同時に治療で

インターネットが用いられるなど，使い方を

工夫することによって，悪影響を避けること

も可能であることも示されている。特に，自

助グループやメーリングリストの利用は，イ

ンターネット上でのコミュニティを活用する

という点においては，社会性の訓練に十分通

じるものがありそうだ。実際，Rushkoff

（1999）は，社会形成を楽しむ MUD

（Multiuser Dungeon/Multiuser 

Dimension）というオンラインのネットワー

クゲームを心理療法に活かすことを提案して

いる。Rushkoff は，MUD を一種のロールプ

レイととらえ，実際の人間を相手に，人間関

係についてのロールプレイを行うことが可能

な MUD は，必ず心理療法にとって効果的だ

と主張している。坂元章・磯貝・木村・塚本・

春日・坂元昂（2000）は，女子大学生を対象

として，MUD を用いた実験研究を行ってお

り，その結果，MUD を用いることで外向的

な行動をとるようになるという結果を得た。

特に，シャイネス傾向が元々高い場合に有効

であることを示しているため，インターネッ

トが社会性訓練に十分に効果的に用いること

ができることを示唆したといえる。  
 

ⅢⅢⅢⅢ．．．．    社会性訓練社会性訓練社会性訓練社会性訓練におけるにおけるにおけるにおける    

ICTICTICTICT 活用活用活用活用のののの実態実態実態実態     
 

以上のように，携帯電話，テレビゲーム，

インターネットのいずれも，ヘビーユーザー

である青年期の人たちにとっては親和性が高

く，また使い方によっては，十分，社会性の

訓練に効果的であることが示されている。ま

た，実際に，功を奏しているという報告も既

になされている。では，実用レベルでは，ICT

は，心理的援助において，どのような用いら

れ方をしているのであろうか。  

心理的援助における ICT 利用は，専門家の

関わる心理療法的な関わり，必ずしも専門家

が関わるとは限らないセルフヘルプグループ

のいずれにおいても，電子メール，電子会議

室，web 日記が媒体として用いられている。

また，その具体的な内容は，ⅰ）心理臨床的

な問題に関するもの，ⅱ）身体的な健康の問

題に関するもの，ⅲ）職業アドバイス・キャ

リアカウンセリングに関するもの，3 つに大

別することができそうだ。心理臨床的な問題

については，遠隔地に住んでいる家族も参加

可能な家族療法や，ひきこもり者へのカウン

セリングに有用であり，身体的な健康につい

ては，禁煙，禁酒，ダイエットといった生活

習慣との関連が強いものに用いられているよ

うである。個人的な心理療法的な面接におい

ては，実際の面接の前に，電子メールを介し

て事前にアセスメントを行うといった，イン
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テーク面接の代替機能を ICT が担うことが

多いようだ。  

日本で行われているセルフヘルプ型の心理

的援助については，橋本（2009）がまとめて

いるものを紹介する。実は，書籍によるセル

フヘルプ型の心理的援助は，1980 年代から行

われていた（e.g., Burns, 1980; 大野 , 2003）。

橋本（2009）は，「メンタフダイアリー」と

いうインターネットの web サイトを用いた

実証研究を行い，抑うつと攻撃性の軽減効果

が実証されたことを報告している。この研究

は，認知行動モデルに基づいたプログラムと

して，精神疾患に罹患していない成人男女に，

「思考と行動を改善する web 日記」を 4 週間，

毎日書いてもらうというものであった。この

結果，不安と抑うつの傾向が軽減することが

示されたというものである。この web 日記の

もつ，継続性を促す機能による効果は認めら

れず，また全ての人に高い効果が認められた

わけではないなど，現状での限界も同様に報

告されているものの，国内でもインターネッ

トが十分に社会訓練ツールとして機能するこ

とが示された例ということができるだろう。     

    

ⅣⅣⅣⅣ．．．．    ICTICTICTICT をををを用用用用いたいたいたいた社会性訓練社会性訓練社会性訓練社会性訓練のののの    

今後今後今後今後のののの展望展望展望展望     
 

ここまで述べてきたように，ICT は現代の

日本において，十分に社会性訓練のツールと

して機能する素地が，ユーザーの側も，技術

的な側面も整いつつあるということができそ

うだ。  

ICT による社会性訓練をまとめてみると，

ⅰ）専門家とコミュニケーションをとるタイ

プ，ⅱ）同じような体験や境遇をもつ人と交

流するタイプ，ⅲ）対面による援助の補助と

して用いるタイプ，の 3 つに分類することが

できる。また，このいずれのタイプでも，シ

ャイネス，不安，うつといった社会性の改善

に，一定の効果を上げていることが報告され

ている。ただし，ICT の利用には，いくつか

注意すべき点があるので，最後にそれをまと

めておきたい。  

自己開示には癒しの効果があることは周知

の事実であり，また自己開示せずとも，自己

開示的な内容を何らかの媒体に書くだけで，

癒しの効果が得られることも，80 年代には既

に報告されている（Pennebaker, 1985）。し

かし，自己開示には返報性の側面もあり，テ

キストベースで匿名性が高いという特徴を持

つツールである ICT では，危険も伴う可能性

がある。特に，ICT を用いたセルフヘルプグ

ループでは，「自分が開示したんだから，相手

も開示してくれるはず」という思いを抱きや

すくなり，場合によっては症状の悪化を招く

場合もありそうだ。さらに，ICT を用いたコ

ミュニケーションでは，フレーミングの問題

も生じやすいと考えられる。フレーミングと

は，敵意的言語行動のことで，相手を中傷・

誹謗するようなメッセージを書くことや，そ

のようなネガティブなメッセージの応酬を意

味する言葉である。セルフヘルプグループの

場合，このようなフレーミングが生じたとき

に，ブレーキをかけるべき専門家が不在のこ

ともあるため，危険も多いといえよう。  

また，青年期には，ICT への親和性が高い

ため，ICT を社会性訓練に用いることで，よ

り効果的な成果を上げることができそうでは

あるが，全ての人に ICT を用いた社会性訓練

が適用できるとは考えづらい。これについて

は，前出の橋本（ 2009）がまとめている

（Table2）。 
 

Table 2 ICT を用いた心理的援助の欠点 

①  コンピュータが苦手な人には適さない  

②  専門家が信頼できるのか確認しにくい  

③  プログラムや技法の正確な利用ができ

ない場合がある  

④  非言語的な情報が得られない  

⑤  強制力が弱く継続が困難  

⑥  個々の利用者に合わせた対応が困難  

⑦  基本的に言語を介してしかコミュニケ

ーションが取れない  

⑧  特定の個人や組織に対する誹謗中傷な

どが行なわれるリスクがある  

⑨  やりとりがエスカレートする可能性が

ある  

⑩  現実社会への適応困難を促進する可能

性がある  

註）橋本（2009）による資料から転記したも

のに，木村が一部加筆した。  
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青年期の ICT 利用の特徴には，携帯電話へ

の返信やかけ直し，mixi ボイス（Twitter の

ようなつぶやきを，事前に登録してある特定

の相手に公開する機能）へのコメントなど，

即時性を重視するという点もある。青年期は，

普及率の面からも，リテラシーの面からも，

ICT を用いた社会性訓練への親和性が高く，

その成果も期待できると考えられるが，即時

性を求めるという特徴からは，必ずしも高い

成果が得られるかどうかは，難しい面もあり

そうだ。しかし，ICT の特徴だけでなく，ユ

ーザーの特性を見極め，高い効果を持つ社会

性訓練のツールとして，ICT を用いるという

ことは，十分に可能なことであると示唆され

ているといえよう。今後は，実用レベルでの

豊富な実証研究と，ICT を用いた社会性訓練

の普及が期待される。  
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