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子どもの社会生活能力の評価に影響する要因
―児童相談所での心理検査結果から―
緒方
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Summary
Social competence tests have been frequently used in Child Guidance Centers. However, little is
known about factors that inﬂuence the evaluator s assessment of children s social competence. In this
study, 207 children were assessed using both the social competence tests and the intelligence tests. The
ﬁndings demonstrated that the mother s evaluation was higher than that of others in the Need for MR
person certiﬁcates. Multi-regression analysis suggested that Self-Help , Socialization , Verbal IQ ,
Locomotion , and Occupation explain the social competence of the children signiﬁcantly. Path analysis conﬁrmed that Self-Help , Socialization , and Verbal IQ , are the factors predicting the social
competence of the children. These results show that 1) Problems with the children rather than relationships between evaluators and children aﬀect the evaluator s assessment. 2) Analyzing of the problems
in detail, the self-help in daily living, the participation in social groups, and the ability of dealing with
language aﬀect the evaluator s assessment strongly.
Keywords：社会生活能力 social competence , 児童相談所 Child guidance center , 知能 Intelligence
厚生労働省の公式統計によると，2003年度に全国182

定められており，その見極めのために児童相談所の児童

ヶ所（2004年 4 月時点）の児童相談所で，受付した相談

心理司（旧心理判定員）が心理学的検査を行っている。

の総件数は345 012件である 。また，児童相談所で扱

知的障害の程度を判定するためには，大きく分けて知

う相談のうち，およそ 3 分の 1 は「知的障害相談」である。

能指数と日常生活上の社会適応具合を測定する必要があ

1）

児童相談所の実務では，「知的障害相談」は大きく療

る。

育手帳に関するものと，それ以外の相談に分かれてお

知能指数は標準化された知能検査や発達検査を利用す

り，毎年約100 000件の療育手帳に関する「知的障害相談」

ることで得ることができる。一方，日常生活上の社会適

が全国の児童相談所で受付されている 。

応具合についてはどのように測定できるのだろうか。現

1）

ところで，療育手帳は知的障害児及び知的障害者に対

行の児童相談所実務では，標準化された比較的簡便な質

して，一貫した指導・相談等が行われることをねらって

問紙検査を利用して，保護者の回答から子どもの社会生

運営されている制度である 。現行の療育手帳制度の中

活能力を測定することが多い。

2）

では，重度を「Ａ」，その他を「Ｂ」と判定することが
（1）

検査者が標準化された検査を使うことによって直接的
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に得られた知能指数（ＩＱ・ＤＱ）と違って，社会生活

ルにおけるバラツキが特徴的であったことを報告してい

能力指数（ＳＱ）は子どもの能力を評価する第三者であ

る。

る記入者の判断によって得られた間接的な指標である。

Raggio & Massingale 6 ）（1990）は，平均年齢12 ヶ月

つまり，日常生活場面での子ども自身の行動を観察・記

の乳幼児44名に VSMS と VABS を実施し，VABS によ

録して評定された直接的な指標ではない。そのため，記

る適応行動の評価が有意に高くなったことを報告して

入者との関係性などを含む様々な要因により評価は影

いる。また，VSMS と VABS に Bayley Scale を加えて，

響されてしまう。そして，いつ誰が評価しても子ども本

発達に遅れのある44名の乳幼児に 3 つの検査を実施した

来の能力が測定されるという理論上の前提は満たされず

ところ，VABS の平均点が他の 2 つの検査結果よりも有

に，ＳＱの真値と測定値とが乖離していくものと考えら

意に高く，Bayley Scale と VSMS で r=.72の相関が得ら

れる。

れたのに対して，VABS と VSMS の相関は r=.39と低か

ところで，知能検査や様々な人格検査に比べると，日

ったとの報告がある 7 ）。

本においては社会生活能力検査についての研究は非常

Middleton, Keene, & Brown 8 ）
（1990） は， 3 歳 か

に少ない。新版Ｓ−Ｍ社会生活能力検査の手引による

ら 7 歳 の 子 ど も53名 に 独 り 立 ち 尺 度（The Scales of

と，1935年の Doll,E.A. による Vineland Social Maturity

Independent Behavior） と VABS を 実 施 し，r=.83の 相

Scale（VSMS）に遅れること24年後の1959年に，日本

関 を 得 て い る。Raggio, Massingale, & Bass 9 ）
（1994）

版のＳ−Ｍ社会生活能力検査が刊行されている 3 ）。社会

は，発達に遅れのある44名の乳幼児に VABS と Bayley

環境の変遷に合わせて，新しいデータで標準化しなおし

Scale を実施し，Bayley Scale の発達指数と VABS の発

た新版Ｓ−Ｍ社会生活能力検査に改訂されたのが1980年

達指数を比較した結果，VABS の方が有意に高得点と

のことである 。爾来，日本においては現在（2005年）

なることを報告している。de Bildt, Kraijer, Sytema, &

に至るまでの25年間改訂はなされていない。

Minderaa10）（2005）は，広く 4 歳から18歳までの発達遅

3）

一方，海外では VSMS が1935年以来改訂され続け，

滞児826名に VABS を実施した。その結果，全体として

Vineland Adaptive Behavior Scale（VABS） が 1984 年

の構成概念妥当性は高く，軽度から中度にかけては仮

には開発されている。VABS とは VSMS が以下の点で

定されていた通りの尺度構造が得られたのに対して，重

改訂されたものである。まず，VABS には適用年齢と方

度から最重度にかけては仮定されていたような尺度構

法を異にする 3 つのタイプがある。このことによって，

造が得られなかった。Balboni, Pedrabissi, Molteni, &

対象別・目的別に，より詳細なアセスメントを行うこ

Villa11）
（2001）は，VABS を用いて，コミュニケーショ

とが可能となっている。また，項目数も VSMS の117項

ン障害，社会行動障害，そして運動機能障害の 3 群を識

目から VABS では297項目に増えている。そして，アセ

別できるのか，プロフィールを分析している。その結果，

スメントの結果得られるプロフィールの領域も，VSMS

コミュニケーション障害群では意志交換領域と対人関係

の 6 領域から VABS では 4 領域に統合されている。ま

領域の，社会行動障害群では社会性領域の，そして運動

た，この VABS の改訂版の Vineland Adaptive Behavior

機能障害群では運動領域の下位検査が落ち込むプロフィ

Scale- Ⅱが2006年には市販流通する予定である。

ールを得ており，弁別的妥当性が高いことを示している。

1935年の Doll,E.A. による VSMS 以来，海外における

また VABS に関しては，社会生活能力の評価が難しい

社会生活能力の研究は盛んで，VSMS と VABS に関す

自 閉 症 児 に 対 し て の 研 究 も 多 く，Fenton, D

Ardia,

る基礎的なデータの蓄積も多い。

Valente, Del Vecchio, Fabrizi, & Bernabei （2003）は，
12）

Roszkowski （1980） は， 在 宅 に 住 む 知 的 障 害 者98

軽度から重度の発達遅滞のある自閉症児23名と自閉症

名にアメリカ精神遅滞学会（旧アメリカ精神薄弱学会：

を伴わない発達遅滞児27名に VABS を実施し，両群で

AAMD） の 適 応 行 動 尺 度（AAMD Adaptive Behavior

プロフィールに大きな差がみられなかったと報告して

Scale）と VSMS を実施し，r=.79の相関係数をもって併

いる。Carter, Volkmar, Sparrow, Wang, Lord, Dawson,

存的妥当性を確認している。Gould （1977）は，発達

Fombonne, Loveland, Mesibov, & Schopler13）
（1998）は，

に重度の遅れのある 0 歳から14歳までの子どもたち56名

684名の自閉症児を，①10歳未満の喋らない群，②10歳

に VSMS やその他の検査を実施し，どの検査間におい

未満の少しは話せる群，③10歳以上の喋らない群，④10

ても年齢比をとる発達指数には低い相関しか得られなか

歳以上の少しは話せる群の 4 つに分けて VABS を実施

ったことを報告している。また，それよりも重度の発達

した。その結果，10歳未満群が10歳以上群よりも全領域

遅滞児においては，認知および社会性の発達プロフィー

において標準得点が高く，話せる群は喋らない群よりも

4）

5)

（2）
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日常生活スキルが高かったと報告している。
このような諸外国の状況に対して，VABS への改訂も

Table 1 Children assessed using the social competence tests
according problems × evaluators

なされていない日本の研究状況は立ち遅れていると考え
ざるを得ない。しかし，療育手帳などの行政サービスを
適正に提供していく過程では，科学的に妥当な測定指標
に基づく判定結果が必要となってくる。
そこで，本研究ではこれまで研究されることの少なか
った社会生活能力検査について，主として評価者の判断
に焦点を当てて調査を実施した。評価者と被評価者であ

Table 2 Children assessed with both the intelligence /
developmental tests and the social competence tests

る子どもとの関係性要因や評価者の認知に影響を及ぼす
様々な要因について，児童相談所の実務から得られた検
査結果を基に分析を試みた。

調査
調査対象

2003年 4 月から2005年 3 月までに，大阪府の

子ども家庭センター（児童相談所）に相談のため来所し
た 0 歳 8 ヶ月―20歳 1 ヶ月（中央値 =85. 0 ヶ月，四分
位偏差 =94. 5 ヶ月）までのクライアント（子ども）250
名（男児188名，女児62名）。なお相談種別は，療育手帳

Table 3 The social competence tests according types of
them × evaluators

相談（Need for MR certiﬁcate）122名，発達相談（療
育手帳相談を除く :Developmental problems）61名，そ
の他の相談（虐待，非行，養護など発達を主訴としない
相談：the other problems）67名であった。
調査方法

相談に訪れた際に，知的発達状態のアセス

メントを行うため子どもに対して知能検査もしくは発達
検査を実施し，子どもの生活場面での能力についてアセ
スメントを行うため，主として保護者に社会生活能力検
査の記入を依頼した。なお記入者の続柄は，母親150名，
親族（母親を除く）15名，その他（施設職員，教師など）

能力検査へ分類した。なお，田中ビネー知能検査は1987

42名であり，残りの43名については，ケースワーク上の

年版のものであり，2005年現在最新の田中ビネー知能検

理由により知能検査だけの実施であり，社会生活能力検

査Ⅴではない。また，Table 2 で田中ビネー知能検査・

査は実施していない。相談種別と記入者ごとのサンプル

ＷＩＳＣ−Ⅲ知能検査・ＷＡＩＳ−Ｒ知能検査と乳幼児

数を Table 1 に示す。

精神発達質問紙を組合せて実施したケースがないのは，

実施検査

各検査の適用年齢が合わないためである。

250名の子どもに実施した知能検査・発達検

査の種類，および社会生活能力検査の種類を Table 2 に

分析方法

示す。また，社会生活能力検査の種類ごとの実施数を記

差をないものと仮定して，知的発達状態のアセスメント

入者別に整理したものを Table 3 に示す。ただし，新版

のために実施された検査（新版Ｋ式発達検査2001；田中

Ｋ式発達検査2001と乳幼児精神発達質問紙はどちらも発

ビネー知能検査；ＷＩＳＣ−Ⅲ；ＷＡＩＳ−Ｒ）結果を

達検査と呼ばれる検査であるが，児童相談所実務におい

ＩＱ・ＤＱ，生活場面での能力のアセスメントを行うた

ては，知的発達状態のアセスメントを行うために子ども

めに実施された検査（新版Ｓ−Ｍ社会生活能力検査；乳

自身に対して実施する検査と保護者など第三者からの聴

幼児精神発達質問紙）結果をＳＱと定義して分析にかけ

取を主とする検査を分けて考えることが一般的であるた

られた。

め，今回の分析においても，新版Ｋ式発達検査2001は知
能検査・発達検査へ，乳幼児精神発達質問紙は社会生活
（3）

得られた検査結果は，検査ごとの測定上の誤
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Table 4

Table 5

IQ・DQ and SQ(Mean and SD) according to problems × evaluators

Partial correlations between IQ・DQ and SQ according to problems × evaluators

結果

行 っ た (Figure 1 )。 分 析 の 結 果， 相 談 種 別 の 主 効 果
（F( 2 ,194)=18. 4 ，p<.01）および相談種別と記入者の交

調査結果の基礎統計量として，検査の結果得られたＩ

互作用（F( 4 ,194)= 4 . 0 ，p<.01）が有意であったため，

Ｑ・ＤＱとＳＱの平均値と標準偏差を Table 4 に示す。

相談種別と記入者別の単純主効果の検定に基づき多重比

ところで，各個人のＩＱ・ＤＱとＳＱは同一年齢で除

較を行った。療育手帳相談においては，母親（M=51. 1 ）

算した値となっているため，相関の高まりが生じる。こ

とその他の記入者（M=23. 5 ）間に有意差がみられた

れを抑えるために，年齢を抑制変数にしたＩＱ・ＤＱ

（F( 2 ,194)=11. 1 ，p<.01）。しかし，母親と親族，およ

とＳＱの偏相関係数を各相談種別と記入者別に Table 5

び親族とその他の記入者間に有意差はみられなかった。

に示す。なお，同一年齢で除する前のＭＡ・ＤＡとＳＡ

また，発達相談とその他の相談においては，母親と親族，

の相関は r=.89と偏相関係数を算出した場合（r=.83）よ

そしてその他の記入者間に有意差はみられなかった。

りも高くなる。加えて，ＷＩＳＣ−ⅢとＷＡＩＳ−Ｒの

子どもの生活上の能力に対する記入者による評価であ

ような Wechsler 式の知能検査は偏差ＩＱを用いている

るＳＱに対して，実際の子どもの知的発達状態がどのよ

ためＭＡが算出されないことから，本研究では年齢を

うに反映されているのかを，ＩＱ・ＤＱを共変量にとっ

抑制変数にした偏相関係数を基礎統計として示している

た共分散分析（N=203）により検定した（Figure 2 ）。平

（Table 5 ）。

行性の検定の結果，相談種別（p>.05）と記入者別（p>.05）

次に，相談種別ごとにＩＱ・ＤＱに差があるのかを 1

ともにＩＱ・ＤＱとは交互作用がないことが確認された。

要因の分散分析（N=250）により検定した。その結果，

次に，ＩＱ・ＤＱによる回帰の有意性検定の結果から有

有意であった（F( 2 ,247)=64. 7 ，p<.001）ため，Scheﬀe

意性が確認され（t=16. 7 ，p<.01），共分散分析を行うこ

の多重比較を行うと，すべての対で有意な差がみられ，

との妥当性が確認された。共分散分析の結果，相談種別

療育手帳相談（M=44. 7 ），発達相談（M=62. 5 ），そし

の主効果のみが有意であった（F(2,193)= 5 . 6 ，p<.01）

てその他の相談（M=83. 4 ）の順にＩＱ・ＤＱが高かった。

ので，Bonferroni の多重比較を行ったところ，療育手

次 に， 相 談 種 別 と 記 入 者 を 独 立 変 数 に おき，ＳＱ

帳 相 談（adjusted M=50.4） と そ の 他 の 相 談（adjusted

を 従 属 変 数 に お い て 2 要 因 の 分 散 分 析（N=203） を

Figure 1

SQ according to problems × evaluators

Figure 2
（4）

Adjusted SQ according to problems × evaluators
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の AIC=54.0より大きかった。そこで，標準化偏回帰係
数の値に着目し，β =. 2 以上（p<.001）の 3 変数（身辺
自立・集団参加・言語性能力）を用いたパス解析を行
った（Figure 4 ）。 3 変数での飽和モデルは AIC=28.0
であり，今回の分析中最も高い適合度を示した。因果
係数は身辺自立で .47，集団参加で .32，そして言語性能
力で .25であった。なお， 3 変数による重回帰モデルは
AIC=420.8であったことからも飽和モデルの妥当性が確
認された。
Figure 3

Multi-regression model predicting SQ

考察

M=67.3）間に有意差があった。
記入者の評価に影響する様々な要因を探索的に調べる

今回の調査結果から，年齢を抑制変数にとったＩＱ・

ために，ＳＱを基準変数にとり，ＩＱ・ＤＱを構成する

ＤＱとＳＱには，中―強の偏相関があることが分かった。

言語性能力と動作性能力およびＳＱを構成する身辺自立

先 行 研 究 で も，Hayes & Farnill14）（2003） は，13歳 か

（Self-help）・移動（Locomotion）・作業（Occupation）・

ら53歳までの150名の犯罪者に対して，カウフマン簡易

意志交換（Communication）・集団参加（Socialization）

知能検査（Kaufman Brief Intelligence Test）と VABS

の 5 下位項目を説明変数に用いて重回帰分析（N=168）

を実施し，有意な相関が得られたことを報告している。

を行った（Figure 3 ）。なお，児童相談所実務に即した

Disibio15）（1993） は，51名 の 幼 稚 園 児 に WPPSI-R と

形式を採用し，新版Ｋ式発達検査2001の認知・適応能力

VABS を実施し，r=.31で有意な相関を得ている。Moss

は動作性能力に，言語・社会能力は言語性能力とみなし，

& Hogg16）（1997）は，中度から最重度の知的障害者51名

乳幼児精神発達質問紙の運動項目は移動項目に，探索・

に対して，K-ABC と適応行動尺度（AAMD ABS）を実

操作項目は作業項目に，社会項目は集団参加項目に，食

施し，社会生活能力から予測された IQ と実測された IQ

事項目は身辺自立項目に，言語項目は意志交換項目とみ

には，平均して15％しか差がみられないことを示して

なした。また，下位検査のない田中ビネー知能検査を実

いる。また，自閉症に関する研究でも，Carpentieri &

施したケースは除外し，新版Ｓ−Ｍ社会生活能力検査の

Morgan17）（1996）は，自閉症児と自閉症を伴わない発達

自己統制項目は用いなかった。重回帰分析の結果（Figure

遅滞児に VABS と Binet 式知能検査を実施し，発達遅滞

3 ），ステップワイズ法により動作性能力と意志交換項

児群よりも自閉症児群において，社会生活能力と知能

目が除外した 5 変数を用いた重回帰式の妥当性が確認

の相関が高かったことを示している。また，Freeman,

された（F(5,162)=571.7，p<.001）。重相関係数は R=.973

Del

であり，重決定係数は R =.946（自由度調整済 R =.945）

自閉症児の社会生活能力が加齢に伴い変化していく様

であった。しかし， 5 変数を用いた重回帰モデルは赤池

を，初期の知能との関連で検討している。VABS による

情報量基準で AIC=1039.9であり， 5 変数の飽和モデル

評定の結果，意志交換領域と日常生活スキル領域は初期

2

2

Figure 4

Homme, Guthrie, & Zhang18）
（1999） は，210名 の

Path diagram expressing cause and eﬀect of SQ

（5）
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の知能と関連しているが，社会的なスキルは初期の知能

との接触時間が短い。それゆえ，一つひとつの項目に記

とは関連していないことが分かったと報告している。こ

入する際に，母親は実際の場面を思い出しながら，子ど

のように，今回の調査結果でＩＱ・ＤＱとＳＱに相関が

もができていたかどうかをチェックするのに対して，そ

強かったことは，これらの知見と合致しており，児童相

の他の記入者では子どもがある特定の行動ができなかっ

談所に来談する子どもにおいても，ＩＱ・ＤＱとＳＱは

たということから類推してチェックするというようなハ

強く相関する傾向が確認されたと考えられる。

ロー効果が働いていた可能性がある。そうすると，子ど

1 要因の分散分析の結果，相談種別によって知能指数

もの真の姿をＳＱに反映できているのは母親の方である

に差がみられたことは，ある意味で当然の結果である。

と考えられる。ところが，子どものＩＱ・ＤＱを真の能

療育手帳相談は知的障害の有無と程度を判定する相談で

力であると考えた場合，今回の結果はこの考えと矛盾す

あり，それだけに子どもの中に知的障害児が含まれてい

る。母親が記入した場合のＳＱとＩＱ・ＤＱの相関は，

る可能性は非常に高い。発達相談は発達に遅れのある子

その他の記入者が記入した場合に比べて低い。つまり，

どもも多々含まれるが，言葉が遅い，友だちとうまく関

その他の記入者の方が子どものＩＱ・ＤＱと整合する評

われない，夜尿があるなど必ずしも知的障害の存在を前

価をしているのである。またこのことは，ＩＱ・ＤＱを

提としない場合も多い。そしてその他の相談には非行や

統制すると母親とその他の記入者間にあるＳＱの差異が

虐待，不登校などの相談が含まれており，基本的には知

みられなくなるという共分散分析の結果からも妥当と考

的障害とは独立な相談である。こうした相談種別の特性

えられる。すると，母親とその他の記入者間にみられた

が，今回の結果には直接的に反映されたものと考えられ

評価の差は，その他の記入者が子どもを低く評価してい

る。

たのではなく，母親の子どもに対する評価が高かったた

次に，記入者と子どもとの関係によって，相談種別

めに生じたものと考えられる。そうであれば，今回の差

ごとのＳＱの評価に違いがみられたことについて考察

異が生じたことには別の要因があると考えるのが妥当で

する。今回の結果から，療育手帳相談では，母親とそ

ある。その他の記入者は，教師や施設職員（保育士など）

の他の記入者間において，ＳＱの評価に有意差が検出さ

であり，ある意味で子どもの専門家といえる。それに対

れた。Hundert, Morrison, Mahoney, Mundy, & Vernon

して，母親は専門家ではない保護者であり，この専門性

19）

（1997）は， 2 歳半から 6 歳までの重度の発達障害児96

の有無が子どもの評価をする際に影響した可能性を指摘

名，中度から軽度の発達障害児66名，そして健常児63名

できる。つまり専門性によって，記入者はより客観的に

に対して，両親と教師に VABS の評価を行わせた。そ

子どもの真の姿に近い評価ができたものと考えられるの

の結果，両親と教師の評価の間には全体として有意な

である。

相関が得られており，今回のような有意差はみられて

ところで本研究では，ＳＱの評価に影響を与える要因

いない。今回の結果では，母親はその他の記入者より

を探索的に調べるため，測定した個々の下位能力を用い

子どもを高く評価していることが分かった。Voelker,

て重回帰分析を行った。さらに，重回帰モデルを磨き上

Shore, HakimLarson, & Bruner （1997）は，平均年齢

げることで， 3 変数によるパス図が得られた。このパス

6 歳の重複障害児59名に対して，教師と母親に VABS

解析の結果からは，次のようなことが考えられる。まず，

の評定を行わせ，教師は母親よりも子どもの能力を高く

高度に有意なパスが「身辺自立（.47）」，
「集団参加（.32）」，

評定する傾向があるという結果を報告している。また，

そして「言語性 IQ（.25）」から伸びており，ＳＱ変動の

Szatmari, Archer, Fisman, & Streiner （1994）は，広

原因になっていることが分かる。

20）

21）

汎性発達障害と診断された 4 歳から 6 歳の子ども83名

身辺自立は，食事を一人で食べられる，排泄をうまく

に対して，教師と両親に自閉症行動のチェックリスト

処理できるなど，身の回りのことが自分でできるかどう

（ABC）と VABS を評定させた。その結果，VABS では

かという項目から構成されている。成長発達の過程で，

良い一致がみられたが，ABC ではほとんど一致がみら

身辺自立は少しずつ達成されていくが，子ども時代には

れず，両親は子どもをより自閉的でより不適応だと評価

保護者の介助が必要である期間が長い。排泄や食事など

する傾向があると述べている。今回の結果は，これらの

身辺自立は生理的な機能と深く関連しているため，ある

知見とは合致していないように考えられる。

程度達成されるまでは 1 日に何度も保護者の介助が必要

今回の結果が得られた一つの要因として，接触時間の

となる。つまり，保護者の視点から考えると，子どもが

違いが考えられる。その他の記入者は教師であったり，

身辺自立できているか否かは，直接的に保護者に求めら

施設の職員であったりするため，母親と比べて子ども

れる労力に影響する。それゆえ，身辺自立ができていな

（6）
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い子どもは，非常に手がかかり，全体としての社会生活

& Caselli24）
（2003）は，平均月齢47. 6 ヶ月で平均精神

能力も低く評価されてしまうものと考えられる。つまり，

月齢22.4 ヶ月（平均言語能力18 ヶ月）のダウン症児 5

身辺自立は人間が社会的動物として生きていく上で非常

名と，言語能力を釣り合わせた健常児 5 名の，母親と

に基礎的な能力であり，これが達成されていないと社会

の自発的な関わり場面をビデオに撮り分析を行った。そ

での良い評価は受けにくく，総じて社会生活能力の必要

の結果，ジェスチャーの種類はダウン症児の方が少ない

条件であると考えられる。こうした理由により，本研究

が，ジェスチャーの全般的な使用には有意差はなく，最

の結果では，ＳＱに対して最も予測力のある要因として

も差があったのは，ダウン症児は健常児に比較して，単

身辺自立が得られたものと考えることができる。

語から二語文への変化を遂げられていないことであった

一方，集団参加は，そのまま社会性の発達とも関連す

と報告している。このように，いくつかの先行研究は言

る。他の子どもたちとうまく関わり，社会的なルールを

語性能力の重要さを主張しており，社会生活能力に言語

覚え，集団の中に自分を適応させる能力が測定されてい

性 IQ が強く関連し，高い予測力を持つという本研究の

るのである。子どもは遅かれ早かれ集団の中に入ってい

結果と整合するものと考えられる。

かなければならない。それは人間が社会的動物である以

結論

上避けては通れない。また，両親は子どもが他の子ども
と同じように集団に参加できることを期待する傾向があ
り，施設職員や教師は，子どもが集団の中で逸脱しない

今回の調査の結果から，子どもの社会生活能力は，子

ことを期待する傾向がある。集団を扱う施設職員や教師

どもとの関係性，つまり誰が評価するかということと，

たちには，集団で逸脱し，不適応を起こす子どもは社会

その子どもの問題性，つまり相談の種別との相乗作用に

生活能力が低いと評価されるものと考えられる。いうな

よって影響されることが分かった。知的発達に問題を持

れば，身辺自立によって個としての独立がなされた後に，

つ療育手帳相談では，母親によって評価された子どもの

集団の中に適応できるか否かが子どもにとって大きな課

社会生活能力は，その他の記入者（教師や施設職員）に

題となるのである。それゆえ，集団参加からのパスが身

よって評価された場合に比べて，高くなる傾向があると

辺自立の次に大きな予測力をもってＳＱに伸びたものと

考えられた。また，知的発達の水準を揃えると，子ども

考えられる。

との関係性要因の影響は小さくなり，子どもの問題性要

言語性 IQ は，子どもが言葉を聞いて状況を理解した
り，自分の要求を言葉で伝えたりする能力を測っている。

因（相談種別）のみが社会生活能力の評価に影響してい
るものと考えられた。

人間が社会的動物である最大の理由は，言葉を用いて

また，子どもの問題性を個々の能力からみると，子ど

他者とコミュニケーションがとれることである。Bolte

も自身の身辺面の処理能力，集団への適応力，そして言

& Poustka （2002）は，IQ=70以上の自閉症児34名と

葉を理解し，話す能力などが評価する者の認知に強く影

IQ=70以下の自閉症児33名に Wechsler 式の知能検査と

響することが分かった。

22）

VABS を実施し，IQ=70以上の群においては，コミュニ
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子どもの社会生活能力の評価に影響する要因
―児童相談所での心理検査結果から―
緒方

康介

要旨：児童相談所においては，社会生活能力検査がよく使われている。しかし，社会生活能力の評価者がどのよう
な要因に影響されているのかについてはあまり知られていない。本研究では，児童相談所に来談した207名の子ども
に社会生活能力検査と知能検査を実施した。その結果，療育手帳相談では他の評価者に比べて，母親は子どもの社
会生活能力を高く評価する傾向がみられた。また，重回帰分析の結果，
「身辺自立」，
「集団参加」，
「言語性の知能」，
「移
動」および「作業」が社会生活能力を予測する上で有効であることが分かった。また，パス解析の結果，
「身辺自立」
と「集団参加」および「言語性の知能」が社会生活能力の原因として考えられることが分かった。以上の結果から，
1 ）子どもとの関係性要因よりも子どもの問題性要因の方が，評価者の判断に与える影響は強い，2 ）問題性を個々
の能力からみると，身辺の自立，社会集団への参加，そして言葉を扱う能力が強く影響していることが分かった。

（9）

