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言語聴覚士学生 26名に 2日間のアサーション・トレーニングを実施し， r椙互非用不安尺度J(IAS)， r特性

的自己効力感尺度J(SES) ， rアサーティブ・マインド・スケールJ(AMS) を毘いて効果を検討した。いずれ

の尺度でも， トレーニング前後で得点は望ましい方向ヘ有意に変化(IASでは抵下， SESとAMSでは上昇)し

た。トレーニング前の得点をもとに参加者を 3群に分けると，もともと望ましさの高かった群(IASで詰低得点，

SESとAMSでは高得点〉で法トレーニング前後で誌とんど得点誌変わらなかったが その地の群では 1つの間

外を除いて有意な改善が為った。調外だった SESの低得点群でも，統計的検定の F植は 0.06で，有意レベルに

近かった。アサーション・トレーニングは 杷互作用不安の低減や自己効力感およびアサーティブネスの向上

に有効で毒り，学生のコミュニケーション能力向上を支援する方法のひとつとして適切だと考えられる c

キーワード:言語聴覚士，アサーションートレーニング，効果灘定，コミュニケーション能力，識業教育
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1 緒言

保提・福祉・医療に関わる職種にとって，コミュニ

ケーション能力法 サービス対象者への対応において

も，専門職間の連携においても必、須の能力とされる G

中でも，コミュニケーションの障害を扱う言語聴覚士

にとっては，特にf必要な能力と言えるであろう O した

がって，言語聴党士の養成にあたっては，専門知識・

技街の教育と同様学生のコミュニケーション能力向

上を支援することも重要な課題と考えられる O し;かし，

言語聴覚士養成カリキュラムのJ必修科目でコミュニケ

ーション能力そのものを課題として直接取り上げるこ

と誌通常なく，検査法・訓練法の演習や臨沫実習の授

業において専門技術を修得する過軽で，それに付随し

てコミュニケーション面への指導が教員や実習指導者

によってなされている O そうした専門教育の中で行な

われるコミュニケーション指導ももちろん重要である

が，その準備として，コミュニケーションについての

一般的な知識やスキルを学ぶ機会をもつことも有馬で

あると考えられる。そこで言語聴覚士養成課程の学

生を対象にアサーション・トレーニング (assertion

tr足並ng) を行主い，その効果を検討した。

アサーション，ないしアサーティブネス (assertive司

ness) は， r自分も杷子も大切にした自己表現J1) 

f自分の欲求，考え，感情を大切にしながら，他人の

それをも充分考慶するような生き方・対人関捺の持ち

方J2) などと説明され アサーション・トレーニング

誌「アサーションをある一定の顕序と方法で学ぼうと

する人びとのための調練プログラムJ1)をさす。平本

は 1980年代はじめにアメリカからアサーション・ト

レーニングを導入し 吾本人向けに修正を加えたプロ

グラムを開発した1)0 そのプログラム法理論編と実習

編で構成され，理論編はさ〉アサーション理論一アサー

ションとは，金自己信頼とアサーション権，己主考え方

のアサーション，@言語レベルのアサーション，⑤非

言語レベルのアサーションの 5つの領域について，講

義・話し合い・実習を通してアサーションの基礎を学

ぶというものである。このプログラムでは，言語・非

言語での具体的な自己表現やコミュニケーションのス

キル習得だけでなく そうした行動をする話提となる

自己信頼 (self-confidence) 基本的人権としてのアサ

ーション権，アサーティブな考え方(認知)といった

内容にも重点がおかれている。今回行者ったトレーニ

ングは，この平木による理論編のプログラムに基づい

たものである O なお 実習編は 自己表現が国難と思

う場面をそれぞれの参加者が自ら設定し，小グループ

でのロール・プレイを通してアサーションを練習する

という方法で、行なわれる。

平木によるプログラムに近い内容でトレーニングを

苛ない，心理灘定尺度を用いてその効果を検討した研

究としては，次のようなものがある。鴎iま，就職活動

期間にあたる大学 3年生 21名を対象;こ 1回 90分X

11屈の演習授業を行ない， r相互作用不安尺度jで有

意志改善(不安の低減)が認められたと報告している

3h田中らは，看護専門学校の学生 52名に 38間の

合語形式でトレーニングを行ない， r特性的自己効力

惑尺度」で得点の有意な上昇を認めた 4)。伊藤は，中

年期の女性 12名を対象に週 1回2時間X10屈のスケ

ジュールで実施したトレーニングの効果を，自ら開発

した「アサーティブ・マインド・スケ-)vJで測定し，

総得点の有意な上昇があったと報告している九堀川

らは，大学2年生8名に対し 約 1か月の関に 5セッ

ションのトレーニングを行主い 菅沼による「アサー

ティブ・チェックリストjを用いて効果を測定した 6)0 

その結果， 6つの国子のうち 5揚水準で得点の有意な

上昇があったのは「自己信頼Jr受容性Jr断る力jの

3因子で，残ちの[正当な権利主張Jr自己開示Jr対
決jでは有意立変化は認められなかったG

fアサーティブ・チェックリスト」を開発した膏沼

は6つの因子を 2因子ずつ 「対自的コミュニケーシ

ョンJr対地的コミュニケーションJr対集間的コミュ

ニケーションJの3種類に分類しているが，堀川らの

研究で得点が有意に上昇した 3因子のうち 2因子 f自

己信頼Jr受容性Jがミ「対自的コミュニケーションJ
に品たる九菅沼法これらの昌子をそれぞれ「自己肯

定的態度Jr自他の存在を認めた生き方jと説明して

いる 7)。これらは自己を対象とする態度・信念といっ

た内面的・心理的な指標であるため，短期間のトレー

ニングの効果をトレーニング産後に測定しでも，比較

的効果が現れやすいと考えられる。一方，他の 4国子，

f断る力Jr正当な権利主張Jr自己開示Jr対決jは他

者とのコミュニケーションに関する仔動面の指標であ

るため， トレーニングの後，他者との間で実際にさま

ざまなコミュニケーションが行なわれて初めて，宥動

の変化を経験することができるものであろう。したが

って， トレーニングの効果は巨需生活の中でコミュニ

ケーションが繰り返される中で現れてくるものであ

与，トレーニングの直後にトレーニングそのものの効

果を測定しでも，効果誌現れにくいと考えられる C こ

れに対して，同じくアサーションについての尺度であ

っても，伊藤の「アサーティプ・マインド・スケール」

は，行動面ではなく，アサーションについての信念・

態度といったJ心理面を測定することを呂的に開発され

たものである 5) ため トレーニング直後の効票がと

らえやすいと考えられる o

こうした先行研究の結果を踏まえて，本研究では，

「語互作用不安尺度Jr特性的自己効力感尺度Jrアサ

ーティブ，マインド・スケールjを用いてトレーニン

グの効果を鴻定することとした G さらに，参加者に対

してトレーニングの前に「参加動機・期待」を，また，
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トレーニング終了時に「惑想」などを記入してもらい，

その内容も品わせて検言ました。

2 f3的

本研究は，言語聴覚士学生を対象にアサーション・

トレーニングを行ない 「相互作用不安尺震JI特性的

自己効力感尺度JIアサーティブ・マインド・スケ-

)L-Jを用いてトレーニングの効果を灘定し， トレーニ

ングの有効性を検証することを巨的とする O さらに

参加者の自由記述による「参加動機・期待JI感想」

右どの結果もあわせて験討する O

3 対象および方法

3.1 対象

4年制大学の言語聴覚士養成課程第 2学年に所属す

る学生 26名(女性 23名 男性 3名〉である。 2年生

を対象としたのは 3年次から始まる臨床実習む準備

として，コミュニケーション講座を行なうのに適切な

時期であると考えたためである。 31名の学生に対し，

アサーション・トレーニングに基づいたコミュニケー

ション講座を自由参加で行者うことを案内し，参揺者

には研究協力として賛同紙に田苓してもらうこと，そ

の結果を個人が特定されない形で発表する予定である

こと，参加は自由であり参加しなくても不利益を受け

ることはないこと 研究協力はいつでも撤回できるこ

と，研究に協力し立くても講産に参加できることなど

を，文書と口頭で説明した。 27名から参加希望があ

tJ，書面で研究協力の同意を得た。トレーニング当呂

に都合が悪く立った 1名を除いた 26名がトレーニン

グに参加した。

3.2 トレーニンダープログラム

トレーニングは，平木による理論編のプログラム 1)

に基づいて行者った。平本によるアサーション・トレ

ーニングの実施機関である日本・精神技街研究所の認

定トレーナーが，単独でトレーナーを務めた。日程は

2丹下留の連続した 2日間で毛両日とも 10持から 17

時 30分まで， 1時間の査体憩をはさんでトレーニン

グを行なった。

プログラムは一部改変し，元のプログラムにはない

「聴く実習J(fl頃聴説練)を取り入れた。「傾聴」につ

いては，プログラムを構成する 5つの領域(前述)の

うち③言語レベルのアサーションで扱われるが，これ

のみを中心的立課題として取り上げた実習は含まれな

p。傾隷によって相手の意図を正謹に理解することは，

言語聴覚士にとって特に重要な能力と考えられるた

め，この改変を行立った。これに伴って，時患の関係

で，三島言語レベルのアサーションの課題のひとつであ

る「頼む(依頼する)一断る」の実習法曹j愛した。割

愛する内容としてこの課題を選択したのは，この課題

が，実習編のトレーニングで行立うようなロール・プ

レイ形式での応用的な内容であるためである O

参加者にはテキスト 1) を貸し出し，事前に読んだ

うえでトレーニングに参加するよう依頼した。テキス

トを読んだかどうかを トレーニング開蛤時に書面で

尋ねたところ，約 90掲の参加者が読んだと酉答して

いた。

3.3 効果灘定

効果灘定の指壊として 諸言に述べたような先行研

究の結果を踏まえて 以下の 3つの質問紙を用いた。

各尺度の質問項目を付録 1として付した。

「相互作用不安尺度J(Interaction Anxiousness 

Scale .以下， IASとする)8) 

Learyによって 1983年に開発された，人と棺互作

用することで生じる主観的対人不安惑を測定する 15

項目 (5件法)からなる尺慶 8，9)。得点の範密は， 15 

-75点である G この尺度をトレーニングの効果潤定

i二用いた嶋は， I対入場面で自己を積極的に表現でき

ない等の要素を灘定するものであり 非主張的な態度

と関連が深いと考えられるJと述べており 3) この尺

衰の点数が下がる(不安が低く立る)ことによって，

自己表現がしやすくなると考えられる。

「特性的自己効力感尺度J(Genera1ized Self-efficacy 

Scale 以下， SESとする) 10) 

自己効力感は f個人がある状、況において盛要な行動

を効果的に遂行できる可能性の認知」のことで， Iあ
る問題や課題に対する自己効力惑を自分がどの程度持

っているかが， f国人の行動の変容を予灘し，不適応な

情動反応や在勤を変化させるjとされる 10)。特性的

自己効力感尺度は 「具体的な領々の課題や状況に依

存せずに，よち長期的に，より一般ftした日常場面に

おける行動に影響するJ自己劫力惑を測定するもので，

Shererらが 1982年に開発したものをもとに成田らが

作成した， 23項ヨ (5件法)からなる尺度IOK得点

の範囲は， 23 -115点である O この尺度をトレーニ

ングの効果測定に用いた田中らは 自己効力感を[自

ら行動を起こす意志、 あきらめないで行動を完了しよ

うとする意事や逆境にめげ立い忍耐強さ立どJと説明

し，自己効力惑が高まることは「すぐあきらめがちで，

指示を待つことが多く主体性に欠ける現代の若者にと

って」重要立ことであると述べている 4)。自己効力惑

が高まることによって，困難な状況にあっても，忍耐

強く積極的に自己表現を告なうことが可能になると考

えられる。

「アサーティブ・マインド・スケールJ(Assertive 

Mind Scale .以下 AMSとする) 11) 

平木iこよる理論 1) を主な素材として評議が作成し

-59-



人種と科学 県立広島大学保提福祉学部誌 8(1) 57 -66 2008 

た 20項13 (4件法}からなる尺度で，行動面でi主主

く心理面を測定することを目的としており， r自己表

現に対する肯定的態度Jr他者尊重Jr合理的信念j

f率甚さへの確信jの4因子で構成される 160 得点、の

範囲は， 20 - 80点である O 平木の理論に基づいたト

レーニング・プログラムに準拠した尺度であり，本研

究でのトレーニングの効果を車接的に灘定できるもの

と考えられる O

参加者に法事前(トレーニングの 12B前}と事後

(トレーニング2B日の終了時)に これら合計 58項

目の質問紙に回答してもらった。また， r参加動機・

期待」を事前に書いて来てもらい トレーニング 1B 
呂開始時に毘収した。さらに， rふりかえりjとして，

fトレーニングに参加して，アサーティブな自己表現

について気づいたことJr自分の自己表現について，よ

り深く検討してみたい点 練習してみたい鱒面Jrト
レーニングについての惑想Jの 3項自について， トレ

ーニング2B自の終了時に自由記述してもらった。

質問紙の得点のトレーニング前後の変化は，対応、の

ある t検定を用いて尺度ごとに統計的検定を苛ない

有意本準は 5拓とした。

4 結果

4.1 質問紙

トレーニング前後に行なった 3つの質問紙の得点を

表 1に示す。参加者全体では， トレーニング前後で，

IASの毎点誌 53.8点から 51.4点へと抵下〈不安が抵

減)し， SESで誌 64.3点から 67.7点へ， AMSでは

56.7点から 59.4点へと それぞれ得点が上昇してお

り，対応のある t検定でいずれも在意差が認められた。

それぞれの尺震のトレーニング前の得点をもとに 3群

に分けると，次のような結果になった。 IASでは得点

が低いiまうが，また SESとAMSでは得点、が高いiま

うが「望ましLミ」とすると，いずれの尺度でも，トレ

ーニング前からすでに望ましさが高かった群(IASで

は低得点群， SESとAMSでは高得点群)ではトレー

ニング前畿の得点差は 1点未満で有意な変化は認め

られなかった。これに対して それ以外の群 (IASで

は高・中得点群， SESとAMSでは抵・中得点群)で

は，いずれも望ましい方向に得点が変化しており，

SESの低薄点群以丹では有意差が認められた。 SESの

低得点群で、誌有意差i主主かったものの， p値は 0.06で

毒り，有意本準 5%との差はわずかで島った。

表 2~ま， トレーニング前後の得点変化の方向ごとの

人数を示したものである O 参加者の 58% (IAS) -

85弱 (AMS) が望ましい方向に得点変北していたが，

マイナス方向(望ましい方向と反対の方向)に変化し

ていた参加者も IASとSESで 6入 (23弱)， AMSで

4入(15話)pた。これはのべ人数であるが， 1つの

尺度のみでマイナス方向へ変化した人から 3つの尺度

すべての人までいるので 実人数は 11入 (42%)で

ある O マイナス方向に変化した参加者の人数の，得点

表 1 アサーション E トレー二ング前議での得点、の変化

平均得点(課準需差)
トレーニング前 トレー二ング接 t1j直 島由度 Pl重{再側)

相互作男不安尺震(lAS) 53.8(9.7) 51.4{9.6) 2.29 25 0.03 

(高得点群 64.7(4.0) 61.0(5.2) 3.67 8 0.006 

{中得点群 53.3(3.1) 49.0(4.3) 2.64 7 0.03 

(~得点群 43.6(4.2) 44.0(8.5) 0.19 8 0.85 NS ) 

特性的自己効力感尺度 (SES) 64.3(12.7) 67.7(11.7) 3.13 25 0.004 

{高得点群 77.4(4.6) 77ぷ6.9) 0.07 8 0.95刊S ) 

{中得点群 65ぷ4.3 71.4(5.4) 4.21 7 立004 ) 

{低得点群 50.1 (6.9) 54.6(6.2) 2.20 8 0.06 NS ) 

アサーティブ・マインド鍾スケール(AMS) 56.7(6.1 ) 59.4(5.4) 3.15 25 0.004 

{高得点群 63.0(4局 63.7(2.9) 0.52 s 立62NS ) 

{中得点群 56.8(1.2) 59.0(1.7) 2.91 7 0.02 

{低得点群 50.4(2.6) 55.4(6.4) 2‘83 8 0.02 

=各尺度む最上段は全体の結果，下の3設は「トレ一二ンケ。前Jの得点で3群!こ分けた群ごとの結果を示す。

. P1j直の欄のNSIま， 5%水準で害意差がなかったことを示す。

-60ー



人間と科学県立広島大学保鍵福祉学部誌 8(1) 57 -66 2008 

群ごとの内訳を示したのが表 3であるが，もともと望

ましさが高かった群でマイナス方向に変化した入が多

かった (IASでマイナス方向に変化した 8入のうち抵

得点群 4人， SESで 6人のうち高得点群 4人， AMS 

で4入のうち高得点群 2人。合計で，のべ 16人中 10

人)。また，これらの人で誌，得点が 5点以上変化し

た人も歩主くなかった(のべ 10人中 6入)。一方，そ

れ以外的群(望ましさの{丘い群と中得点群)でマイナ

ス方向に得点が変化したの誌のべ 6人だったが，これ

らの入では，得点変化の幅法 1~3 点と，比較的小さ

かった O マイナス方向に得点が変化した参加者のべ

16入の[ふりかえり」の記述では 「アサーティブ主

表現は，相手のことも考えながら，自分の言いたいこ

とをはっきりと伝えることができ，良いものだと患っ

たJrアサーティブな表現ができるようになりたいと

思うJr今回のトレーニングを生かしていきたpJな

ど，全員が何らかの形でトレーニングに参加したこと

に対する肯定的な評舗を述べていた。

4.2 参加動機・ふりかえり

参加者に事前に書いてもらった「参加動機・期待j

とトレーニング終了時に記入してもらった「ふりかえ

りjをまとめたものを，それぞれ表 4，表 5に示す。

いずれも自由記述であったので類似した内容のもの誌

表2 アサーション a トレーニング前後での得点変化の人数(人)

得点上昇 変化なし 得点低下

相互作用不安尺震(1AS)

特性的自己効力感尺度 (SES)

アサーティブーマインド・スケ-)l，，(AMS)

、
3
7
'

つL

'
t
τ
i

つ乙

5

3

9

 

百

5

4

表3 マイナス方詞!こ需点が変化した人数の群到のi有訳(人)

菖得点群 中得点群 琶得点群

本目互作用不安尺震(IAS)

特性的自己効力感尺度 (SES)

昇

下
上

低

占
小
占
小

得

得
4 G 

4 

2 

アサーティブ=マインド・スケール(AMS) 得点怪下 2 

内容

表4 トレー二ンゲへの参加動機，期待

人数(人)

コミュ二ケーション能力を向上{改善)させたい 8 

{云えたいことを上手く言えない{表現でき立~0 7 

自分の意見(気持ち)を主張(表現)できるようになりたい 6 

きつい(冷たい，ストレートすぎる)言い方をしてしまう 5 

言語聴覚士として(臨床実琶就職後のために 5

自分ち相手ち大切にしたコミュニケーションができるように立りたい 4 

言いたいことを持えてしまっている 4 

素直{正直)Iこなれない(壁を作ってしまう 4

j自極的に三よってしまう{嵩き役になることが多いなど 4

コミュニケーション{自己表現)が苦手，自信がない 4 

椙手の反応ぱかっ気になって，表現でき立し 4

梧手に不快な患いをさせないようiこしたい 3 

緊張しやすい 3 

初対面の人と話すのが苦手 3 

言い方{表現)11カ¥1)気になって，言いたいことを伝えられない 2 

親しくなれない，人見知り 2 

複数の人がいる場冨で話をすることが苦手 2 

自分が話し手になるのが苦手 2 

親しくない人(昌上の人など)と話すのが苦手 2 

一 位 一
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表 5 トレーニング議の「ふりかえりJ (J)記述内容

内容 人数(人)

{アサーティブな自己表現について気づいたこと]

自分のノン・アサーティブ(非主張的)な面に気づいた ア

アサーティブ、な自己表現は，自分も相手も大切にしていることに気づいた 5 

アサーションの難しさに気づいた 4 

自卦む攻撃的な酉に気づいた 3 

椙手を思いやりながら邑己表現していくことの大切さiこ気づいた 3 

アサーティブな表現の大切さ(良さ)Iこ気づいた 2 

アサーティブな自己表現が実行できていないことiこ気づいた 2 

椙手!こ分かつてもらえるように表現することが大切だと患った 2 

自分を持えなくて良いことに気づいた 2 

アサーティブな昌三表現をすることでき邑分も相手もすっきりすることが分かった 2 

{検討してみたい点]

アサーティブな表現の練習がしたし¥(アサーティブな表現ができるようiこなったい 6

断る練奮がしたい(断れるようになワたい 5

畠分の気持ち・意見を言えるようになりたい 5 

自己需示をしたい 2 

聴く練習をしたい 2 

椙手に納得してもらえる表現の練習がしたい 2 

アサーションむ考えに立って，普段おコミュニケーションを意識したい 2 

非言語的な表現(話し方の姿勢)について換討・練書したい 2 

自分を理解する 2 

会話を進める練習がしたい 2 

初対面の入と上手く話せるようになワたい 2 

{トレーニングについての惑想]

グループワークで実践することで、理解が深まった 8 

グループワークでは様々な人の考えや語種聾に触れることができた 7 

グループが次々に変わったので，新鮮な気分で取り組めた 4 

1自!こ進む量が多くて大変だった(8数を増やしてゆっくり進められるとよい 4

吉分の憤向をチェックできた 3 

墓礎→応用{抽象的→真部的)としlう流れでわかりやすかった 2 

討論の場では，自分の考えを整理できたり，栢手の考えを知ることができた 2 

分類してまとめ，複数の参加者からの回答に毒った内

容のみを，人数が多かった顕に掲載した o r参加動

機・期待jは「コミュニケーション能力を向上させた

Lリ「缶えたいことを上手く言え立Lリといったこと

が，代表的な回答内容だった。トレーニング終了時に

記入してもらった fふりかえりjでは.rアサーティ

ブな自己表現について気づいたことjとして f自分の

ノン・アサーティブ(非主張的)な酉に気づいたj

fアサーティブな自己表現は，自分も相手も大切にし

ていることに気づいたj立ど.r今後検討してみたい

点j として fアサーティブな表現の練警がしたい」

f断る練習がしたpJなど.rトレーニングについての

感想」として「グんープワークで実践することで理解

が深まったJrグループワークでは 様々な入の考え

や恒{直観に触れることができたj主どが挙げられた。

すべての参加者が トレーニング参加にあたってそれ

ぞれ何らかの讃極的な参加動機や期待を述べ，また，

トレーニング後の fふりかえりJに泣， トレーニング

に参加して得た気づきなどについて何らかの肯定的立

感悲・印象を記述していた。

5 考察

トレーニングの前後で， IASの得点は有意に低下し，

SESとAMSの樗点は有意に上昇しており，アサーシ

ョン・トレーニングは相互作用不安の低減や自己効

力感およびアサーティブネスの向上に有効であると言

えた。これらの心理測定尺度は，それぞれ鵠，田中ら，

。中
氏
U
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伊藤の先行訴究で用いられており，いずれも宥意会攻

善があったと報告されている W O先行研究のプログ

ラムは，平木のプログラム 1)で言うところの「理論

編jの内容に加え 参加者それぞれが自分自身の課題

をロール・プレイで諌習するという「実習編jの内容

を含むもので品ったが，今毘のプログラムは「理論編j

のみであり，参加者が自分自身の課題を直接取り上げ

て検討する内容は含まれなかった。今回の結果から，

「理論編jのみの内容であっても これら 3つの尺度

上に効果が現れることがわかった。

参加者をトレーニング前の得点で3群に分けて検討

すると，それぞれの尺度において， トレーニング前か

らすでに「望ましさjが高かった群(IASの低得点群，

SESとAMSの高得点群)では， トレーニング語読で

ほとんど樗点の変北法主かった。これらの群に入る参

加者の樗束、と各尺度の可議な最高点との間にiまかなり

開きがあるので，必、ずしも天井効果とは言えないであ

ろう c むしろ，これらの群に入る参加者はそれぞれの

指標についてすでに一定のレぺんに達しているので，

トレーニングによってそれがさらに増すこと法主かっ

たと考えたほうがよいかもしれなLしこれらの群に入

る参加者へのトレーニングの効果を灘定するに誌， f也

の方法が必要だと考えられる O 一方，望ましさがもと

もと高かった群以外では，ひとつの例外を除いて得点

が有意に改善しており撰外の SES抵得点群でも統計

的検定の p値は 0.06と，有意水準 5%に近かった。し

たがって， トレーニングは桓互非用不安がある翠度抵

い入，一定の自己効力感やアサーティブネスがある人

に対してそれらをさらに進める効果はないが，そうで

ない人を引き上げる効果があると言ってよいであろう O

参加者全体，また，群期に検討した場合は以上のよ

うな結果でるったが 個人ごとに見るとトレーニング

後に得点がマイナス方向(IASでは上昇， SESと

AMSでは抵下)に変生した参加者がいた。 トレーニ

ング前の望ましさが抵かった群と中静点群で得点がマ

イナス方向に変化した入は 3つの尺度を合わせての

べ 6 人いたが，トレーニング前後の得点差は 1~3 点

と，比較的小さかった。一方，トレーニング前の望ま

しさが高かった群で泣 マイナス方向に変化した人が

のべ 10入と他の群よりむしろ多く 鐸点差も 5点以

上あることも少立くなかった。今田 トレーニング前

後に苛立った質問紙の間には 12日間の期跨があり，

トレーニング以外の値人的なできごとが影響した可能

性もありうるが，トレーニングの内容は自分について，

また，自分と他者との関係についてあらためて見つめ

直すことを伴うもので為るため トレーニング前の望

ましさが高かった群の人では トレーニング前に法質

問紙に弱気なく回筈したのに対し トレーニング後は

トレーニングによる内省の結果が反映して，むしろマ

イナス方向に得点が変化したというようなこともある

かもしれない。トレーニング後の「ふ与かえりJには，

マイナス方向に得去が変化した人全員が， トレーニン

グ参加について詞らかの肯定的な評植を記述してお

り，今1m. トレーニングが悪い影響を与えたというこ

とは立いであろう O しかし トレーニングが心理的問

題を扱うものである以上 トレーニングの危険性につ

いて考室、し，対応する準備を整えておくことが必要だ

と考えられる 12)。

参加者募集にあたって， トレーニングについて，

「自分も相手も大切にしたコミュニケーションをめざ

すアサーション・トレーニングに基づいたコミュニケ

ーション講座jと説明した。多くの学生はトレーニン

グについての予儲知識誌なかったと患われるが，対象

者 31人中 27入から参加希望があったことからする

と， トレーニングの実施は学生に比較的抵抗立く受け

入れられたようであった。また 事前に記入してもら

った「参加動機・期待」にも，全員が何らかの横極的

な記述をしていた。トレーニング後の「ふりかえりj

でも，すべての参加者が何らかの形で肯定的在感想、，

印象を述べており，学生本人にとっても，トレーニン

グへの参加が意味あるものとしてとらえられていたと

考えてよいであろう O

本石茸究で効果灘定に用いた 3つのも理尺度のうち，

AMS はアサーティブネスの信念・態度といった心理

面を測定することを目的としたものであった。アサー

ションは f自分も相手も大切にした自己表現J1)であ

り，よりよいコミュニケーションを目指したものであ

るとすると， AMSの得点上昇はコミュニケーション

能力の向上に彰響すると考えられる O 他の 2つの尺度

のうち， IASは誼者と関わることによって生じる不安

惑を， SESは f必要な行動を効果的に遂行できる可能

性の認知J10) を測定するものであった。 Kelley'立，

アサーションは自己信頼を高め，自己信頼が高まれば

不安が抵減し，不安の抵減がさらにアサーションを向

上させるという循環モデルを提示している出。ここ

で自己信頼は自己効力感と関係のある概念と考えられ

るO このモデんに託えば，今自の効果測定に用いた 3

つの尺度で測られる指標は ひとつが良い方向に変化

すれば地も良い方向に変化するという形で相互に影響

し合い，いずれもコミュニケーション能力の向上を支

えるものであると言うことができる。したがって，今

回の結果から，アサーション・トレーニング泣コミュ

ニケーション能力向上を支援する方法のひとつとして

有効だと言うことができるであろう O

今自のトレーニングでは「理論編」のプログラムの

みを行なったが，その効果を定著させ，ひとりひとり

のコミュニケーション能力を悼ばしていくためには，

参加者が自分自身の実際の課題を~り上げて諌習でき

る「実習編jのプログラムの実施や，さらに， 1回限

号の講座以外に議時的な取り組みを行まうことも有効
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であろう。また， トレーニングの効果がどれだけ日常

に反映されていくかを評価するためには，行動面の指

標を用いたり，継時的立効果劃定も必、要と考えられ

る。

6 結論

言語聴覚士学生にアサーション・トレーニングを実

施し， I相互作用不安尺度J(IAS) ， I特性的畠己効力

惑尺度J(SES) ， Iアサーティブ・マインド・スケ-

jしJ(AMS)で宥意な改善を認めた。アサーション，

トレーニングは，相互作用不安の低減や自己効力感お

よびアサーティプネスの向上に有効であり，学生のコ

ミュニケーション能力向上を支援する方法のひとつと

して適切だと考えられる。
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付録 1 効果灘定に用いた 3尺度の賓爵項目

[椙互作用不安尺度(lAS)](Leary [生和(訳)]， 1990)
1 謂然人と一緒になっただけで、も神経費iこ主よることがしばしiまある。
2 毘ず知らずの人の中にいると、たいてい不快な気持ちになる。

* 3 異性む友人に話しかけるときも、たいてい気楽にやれる。
4 先生やE上の人に話しか!すなければいけないとき神経質に写る。
5 パーティに出ると，不安になったり不快になったつすることがしばしばある。

* 6 飽の人志どシャイな方ではないだろう。
7 向性であってもあまワ知らない人iこ話しかけるときは緊張することがある。
8 仕事の面接試験では梓経重になるだろう。
9 人と一緒!こいるとき，自告がもてたらいいのになおと患う。

* 10 人と一緒にいるとき，不安を惑じることはめったiこなし¥0
11 一般的!こしりて，シャイな方だ。
12 魅力的な異性に話しかけるとき神経費になることがよく事る。
13 あまり知らない入!こ電話をかけるとき神経質になることがよくある。
14 権威ある地位の人に話しかけるときたいてい神経費になる。

* 15 自卦とまったく違う人々 む中にいても，たいていりラックスで、きる。

[特性的自己効力感尺度 (S王S)](成田ら， 1995) 
1 自分が立てた計画Id::，うまくできる自信がある。

* 2 しなければならないことがあっても，なかなか取ワかからない。
3 はむめ!まうまくいかないせ事でも，できるまでやり続ける。

* 4 新しい友だちを作るのが苦手だc

* 5 重要な自標を決めても，めったに成功しない。
* 6 伺かを終える前にあきらめてしまう。

7 会いたい人を見かけたら，向こうから来るのを待たないでその人の所へ行く。
* 8 困難に出会うのを避ける。
* ヨ 非常仁ややこしく見えることに詰，手を出そうとは患わない。
* 10 友だちになりたい入でも，友だちになるのが大変ならばすぐに止めてしまう。

11 面自くないことをする詩でも，それが終わるまでがんばる。
12 荷かをしようと患ったらzすぐにとりかかる。

* 13 新しいことを始めようと決めても出だしで、つまずくとすぐにあきらめてしまうc

14 最初は友だちになる気がしない入でも，すぐにあきらめないで友だちになろうとする。
* 15 思いがけない需題が起こった時，それをうまく匙理できない。
* 16 難しそうなことは，薪たに学1まうとは思わない。

17 失致すると，一生懸命やろうと思う。
* 18 人の集まりの中では，うまく援る舞えない。
* 19 何かしようとする時，自分にそれができるかどうか不安に在る。

20 人iこ頼らない方だ。
21 私は自分から友だちを作るのがうまい。

* 22 すぐにあきらめてしまう。
* 23 人生で起きる問題の多くiま処理できるとは思えない。

{アサーティブ・マインドースケール (AMS)](伊藤， 1998) 
* 1 自己主張するのは私の性培!こはあわない。

2 自分む意見には大体昌信がある。
* 3 昌己主張するのは私らしさとかけ離札ている。
* 4 自己主張するためには自分の性格を変える必要がある。
* 5 私流のやり方で自分の気持ちを表現できるとは思えt.J:l¥0 

5 相手の話したい気持ちを促すためにも覆撞的に耳を傾けることを大事iこしている。
7 言いたしlことを言うときには椙手の話もよく置くよう心がける。
8 会話では「きくj役割も大切にしている。
ヨ 人に意見を言う時は相手む気持ちも思いやるc

10 私iま言いたいことを言う時にはその影響も考える。
* 11 友だちが私の頼みを聞いてくれないのはがまんでき悲し¥0

* 12 人が私のアドバイスどおりにしないのは許せない。
13 私む発言は必ずしも入に認められるようなもむでなくてもいい。

* 14 私の意見が正しければ握手に必ず聞きいれられるべきだ。
15 他人が自分の意見iこ賛成してくれなくてもあまつ気にしない9

* 16 私は人iこ批判されるような不完全な意見を言ってはならない。
* 17 私の荷物が依頼どおりに窟かなくてもクレームをつけるのは控えるべきだG

18 レストランで、私が注文したのと違うものがきたら取りかえてもらってもいい。
* 19 私は女性が怒ワを表すのは妻子ましくないと思う。

20 正直に畠分の気持ちを表現するのは大切なことだと患っている。

司*むついた項自は逆転項目。
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Abstract 

In order to ex自主lInethe efficacy of an assertion training program for student speech-language-hearing therapists， a 2-day 

training course was conducted. 26 students participated in the course. Evaluation was carried out using 3 psychometric 

scales， iム InteractionAnxiousness Scale (rAS) ，Generalized Self-efficacy Scale (SES) ，and Assertive Mind Scale 

(AMS) . The scores of all the 3 scales were significantly improved after the凶 ini廷g.When the participants were divided 

into 3 groups according to the pre-training scores， in t註e"high desirability" group， i.e.， the low score group in IAS， and the 

high score group in SES and AMS， the pre-training scores and出epost-training scores were almost the same. On the other 

hand， in血emiddle score group and the "low des註ability"group， significant improvement was observed in all the 3 scales， 

except for the low score group in SES， whose p value of a t-test was 0.06， which is close to the significance level. It can be 

concluded that ass鋭 ion往ainingis effective in reducing interaction anxiousness and enhancing self.降efficacyand assertive-

ness，組dis appropriate as a means of supporting students in improving their communication ability. 

Key words : speech-language-hearing 出erapist，assertion training， efficacy study， communication abi五ty，vocational 

education 
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