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《研究報告》

高校生に対する「強み」に着目した
ポジティブ心理学的介入の効果

川島 一晃

椙山女学園大学看護学部

Ⅰ. 緒言

近年，人間の持つポジティブな側面や機能について注目するポジティブ心理学1）の隆盛にとも
ない，人間が有する肯定的な機能について研究が蓄積されてきた．ポジティブ心理学の領域で
は，ポジティブな感情，ポジティブな人格，ポジティブな社会制度が中心的な研究テーマとさ
れている1）．同時に人間の肯定性に注目する研究知見を援用して，well-beingを促進する介入技
法が開発されてきた2,	3）．このような介入は「ポジティブ心理学的介入（Positive	Psychological	
Intervention：PPI）」と呼ばれ，抑うつや精神的健康に対するPPIの効果が少しずつ報告されて
いる4,	5）．例えば，産業領域やキャリアの文脈では，働く意味や目的に注目したキャリアの開発6），
学校・教育領域では，児童・生徒の有する「強み」に注目するアプローチ7），福祉領域においても，「強
み」に注目することによる問題行動の減少や自己コントロールの育成8）といった実践などが挙げ
られる．
「強み（strength）」とは，「人が活躍したり，最善を尽くすことを可能とさせるような特性」5）

と定義される概念である．「強み」の活用は，ストレスの低減やwell-beingの促進といった精神的
健康における効果をはじめ，個人の自尊感情や全般的な自己効力感を高め9），心理的な活力やポ
ジティブ感情を感じやすくすること10）などが指摘されている．強みを測定する代表的な心理学
的尺度には「Strength	Finder11）」，「Values	 in	Action	Inventory	of	Strengths：VIA-IS）12）」が
挙げられる．Strength	Finderは，主に産業領域において成功や高いパフォーマンスに影響を及

要 旨
【目的】強みに着目したポジティブ心理学的介入を高校生を対象として実施し，事前，事後，1 ヶ
月後の介入効果について考察することを目的とした．

【方法】高校生255名を対象とした質問紙調査をもとに，事前（T1）・事後（T2）・1 ヶ月後（T3）
の 3 時点間の得点の変化を分析した．強みの個数，強みの認識，ポジティビティ，学校満足度
をその指標とした．

【結果】全ての指標において，介入後に有意な得点の上昇が認められた．1 ヶ月後には，強み
の個数・ポジティビティはT2よりも下がるものの，T1よりも高い値を示した．強みの認識，
学校満足度については 1 ヶ月後もT2からの有意な得点の低下は認められなかった．

【結論】単発の介入であっても，事前事後においては狙いとした肯定的変化が認められ，ポジ
ティブ心理学的介入の効果が認められた．しかし，1 ヶ月後に低下する指標が認められたこと
から，介入効果の持続に関する検討が今後さらに必要と考察される．
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ぼす強み13）を測定し，VIA-ISは特性論的な観点から 6 カテゴリ，24要素に分類される「キャラ
クター・ストレングス（Character	Strengths）12）」を測定している（表１）．本研究では，個人
の特性的な強みに着目するため，VIA-IS日本語版14）による強みについて着目した．

VIA-ISを用いて，キャラクター・ストレングスを促進する介入は，多くの臨床現場や学校現
場などにおいて実践されている15）．VIA-IS日本語版14）の開発によって，本邦においても強みを
促進することを目的としたPPIの実践16）-18）が展開しつつある．例えば，森本・高橋・並木17）は，
女子高校生を対象に，強みを日常生活の中で活用する自己形成支援プログラムを施行し，実験群
の参加者は，自己の強みをより意識し，重要であると感じやすくなり，強みを活用しているとい
う感覚がプログラムによって向上したことを報告している．

このように，強みに着目した介入は，青年の精神的健康を促進することが期待される．一方，
青年の健康に言及した近年の研究からは，子どもが抱える健康問題の一因として，自己肯定感
の欠如が指摘されている19）．この自己肯定感の欠如は，自身の強みの認識によって改善すること
が予想され，高校生の健康増進の観点からも強みに着目したPPIは有効であると考えられる．ま
た，well-beingを促進するポジティブ心理学における知見の代表的なものとして，ポジティブ感
情（Positive	Emotion）が挙げられる．Fredrickson20）,	21）は，「拡張-形成理論（broaden-and-build	
theory）」を提唱し，ポジティブ感情の経験によって，思考-行動のレパートリーが一時的に拡張
され，その行動の結果として個人の資質が形成されることによって，成長が生じるとポジティブ
感情の機能を説明している．Catalino	&	Fredrickson22）は，「ポジティブ感情を日常生活の中で
経験しようと意識する個人差」を「ポジティビティ（Positivity）」と概念化し，その志向性を測

表１ VIA-IS の６つの美徳と 24 の強み（先行研究 14）を参考に著者が作成）
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定する尺度を開発している．刻々と過ぎ去っていく瞬間の中に，ポジティブ感情を見出そうと努
めることは，体験の中にあるポジティブな要素に注目することと関連することが予想され，自身
の中に肯定的な強みが存在することに意識を向けさせるPPIによって，このポジティビティもま
た活性化することが期待される．

本研究は，人間の特性的な強みに関する知見を援用し，高校生に対して強みの認識を促進する
ことを目的としたPPIを実践し，その効果を介入の事前・事後・1 ヶ月後の 3 時点で検討するこ
とを目的とする．効果を検討するにあたり，本研究ではPPIの目的とした「強み」の認識，ポジティ
ビティ，そして適応の指標として学校満足度を用いて検討することとする．

Ⅱ. 方法

1. 参加者

A県B高校に在籍する高校生354名（男性：184名，女性：170名）が参加した．分析の対象とし
たのは，事前・事後・1 ヶ月後の 3 時点の測定に全て回答した255名（平均年齢：15.22歳，標準偏差：
0.41）とした．

2. 実施時期及び実施状況

本研究における介入は，2016年 6 月に保健講話を利用して体育館における一斉ワークショップ
形式で実施した．PPIに要した時間は60分であった．

3. 倫理的配慮

本研究の実施にあたり，参加する生徒の活動による心理的負荷を最小化するため，プログラム
内容についてB高校のスクールカウンセラーと複数回の協議を行い，内容の精緻化を図った．ま
た事前・事後・１ヶ月後の測定については，校長を始め学校関係者の協議を経て，合意を得た．
参加者に対しては，プログラム当日に調査票を用いて口頭で研究概要を説明し，研究参加は任意
であり，参加しないことの不利益のないことや，成績には関係しないこと，データの取扱いにつ
いて説明を行った．なお，本研究については椙山女学園大学看護学部研究倫理審査委員会の承認
を得た（承認番号：192）．

4. PPIの内容

本研究におけるPPIの内容は，Peterson	&	Seligman12）の強みに関する研究を参考に，表 2 に
示した内容でプログラムを構成した．なお，各活動は 6 名程度のグループを構成し，プログラム
活動中は，養護教諭，スクールカウンセラー，各クラス担当がファシリテーターとして活動グルー
プのサポートを行った．

5. 測定内容

① 強みの個数：自身の強み（長所）を箇条書きでできるだけ多く挙げるよう求め，その個数
を測定した．

② 強みの認識：高橋・森本23）の日本版強み認識尺度を用いた．自分の強みを認識できてい
る感覚について測定しており，得点が高くなればなるほど，自身の強みを認識できているこ
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とを意味する．全 8 項目からなり，“全くあてはまらない”から“非常によくあてはまる”
までの 5 件法で回答を求めた．

③ ポジティビティ：ポジティビティを測定するCatalino	&	Fredrickson22）のPriortizing	
Positivity	Scaleを邦訳し，高校生が回答する際に違和感のないよう項目の表現を改変した．
得点が高くなればなるほど，ポジティビティが高いことを意味する．全 6 項目からなり，“全
くそう思わない”から“全くそう思う”の 9 件法で回答を求めた．邦訳と改変については原
著者の許諾を得た．

④ 学校満足度尺度：河村24）の学校生活満足度尺度から下位尺度である承認尺度を使用した．
自分の存在や行動が級友や教師から承認されているか否かを測定しており，得点が高くなれ
ばなるほど，承認されているという認識が強いことを意味する．全10項目からなり，“全く
ない”から“よくある”の 5 件法で回答を求めた．

⑤ 強みを意識することで得られること：「強み」を大切にして1日を過ごしてみることでどの
ようなことが得られるかを，事後調査（T2）において自由記述にて回答を求めた．

⑥ 意識の程度：1 ヶ月後のフォローアップ（T3）において，１ヶ月間の間に日常生活の中で
どの程度強みを意識して生活していたかについて尋ねた．“全く意識しなかった”から“す
ごく意識した”までの 6 件法で回答を求めた．

6. 分析方法

データの分析にはSPSSを使用し，各測定変数の記述統計を算出した．なおポジティビィティ
尺度については本研究において邦訳版を作成したため，探索的因子分析によって因子構造を検討
した．介入の効果については，時期による得点の変化を検討するため，１要因分散分析（反復測
定）を実施した．

表 2 本研究において実施した PPI のプログラム内容
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Ⅲ. 結果

1. 各尺度の検討

強みの認識尺度，学校生活満足度尺度については，すでに先行研究で信頼性・妥当性が確認さ
れていることから，先行研究と同様の項目を加算し，項目数で除したものを尺度得点として算出
した．ポジティビィティ尺度については，邦訳して使用したことから，その因子構造を確認する
ため，T1のポジティビィティ尺度について，各質問項目の平均値と標準偏差を算出し，平均値
±1標準偏差が尺度得点の有効範囲（ 1 点から 9 点）を超える値が見られるかを検討した．その
結果「毎日の生活の中で幸福を経験することは私にとって大切である」の項目において天井効果
が確認された．Catalino	&	Fredrickson22）においても同一項目において天井効果が確認されてい
ることから，交差妥当性を考慮し， 6 項目すべてを採用した．因子構造を検討するために，主因
子法による探索的因子分析を行った（表 3 ）．その結果，先行研究と同様の 1 因子構造が確認さ
れたことから，各項目を加算し，項目数で除したものをポジティビィティ得点とした．

各時期（T1・T2・T3）における強みの個数，強みの認識得点，ポジティビィティ得点，承認
得点，意識の程度の基礎統計量およびα係数を算出したところ，それぞれ十分な内的整合性が確
認された（表 4 ）．

2. 性差の検討

性差によって各時期における強みの個数，強みの認識得点，ポジティヴィティ得点，承認得点，
意識の程度に差があるかを検討するために，t 検定を行った．その結果，どの測度においても有
意な性差は確認されなかった．そこで以後の分析では男女を区別せずに分析を行った．

表３ ポジティビティ尺度における因子分析（主因子法）

表 4 各得点の平均値および標準偏差、α係数
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3. 時期による各得点の変化の検討

時期（事前（T1）・事後（T2）・フォローアップ（T3））によって，強みの個数，強みの認識
得点，ポジティビィティ得点，承認得点に差があるかを検討するために，1要因分散分析（反復
測定）を行った．各測度の平均値を図2，図3，図4，図5に示す．

まず強みの個数については，それぞれの時期間の得点差は0.1％水準で有意であった（F（2,432）
=91.69，p<.001）．多重比較の結果，それぞれの時期間で有意差が確認された（T1<T2，
T1<T3，T3<T2）．強みの認識得点については，それぞれの時期間の得点差は0.1％水準で有意
であった（F（2,414）=68.17，p<.001）．多重比較の結果，事前と事後の間に有意な得点差が確認
された（T1<T2・T3）．ポジティヴィティ得点については，それぞれの時期間の得点差は0.1％
水準で有意であった（F（2,426）=12.13，p<.001）．多重比較の結果，それぞれの時期間で有意差
が確認された（T1<T2，T1<T3，T3<T2）．承認得点については，それぞれの時期間の得点差
は0.1％水準で有意であった（F（2,418）=13.11，p<.001）．多重比較の結果，事前と事後の間に有意
な得点差が確認された（T1<T2・T3）．

4. PPIに関する生徒の感想の検討

介入後の事後調査（T2）において，プログラムで注目した強みを大切にして生活することで
得られることについて，自由記述で回答を求めた．得られた回答の一部を表 5 に示す．強みを意
識することで，「自分に自信を持つことができる」，「今までとは違う発見ができたり，趣味や友
達などを通じて，自分を見つめ直す機会が得られる」など自己成長や自己発見に関連する記述や，

図 3 各時期における強みの認識得点の平均値図 2 各時期における強みの個数の平均値

図 4 各時期におけるポジティビィティの平均値 図 5 各時期における承認得点の平均値
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「自分が何をやったらいいかわかり，目標が明確になる」など日々の目標設定に強みが役立つこ
とを示唆する記述，「自分も周りの人も気持ちいい一日を過ごすことができる」，「自信がつくし，
積極的に行動ができると思うので，よりたくさんの人とコミュニケーションがとれると思う」な
ど肯定的な対人関係に関する記述が得られた．

Ⅳ. 考察

時期（事前（T1）・事後（T2）・フォローアップ（T3））による1要因分散分析の結果，強みの
個数については，それぞれの時期間の得点差は有意であり，多重比較の結果，それぞれの時期間
で差が確認された（T1<T2，T1<T3，T3<T2）．介入の前後で強みの回答数は増加し，１ヶ月
の経過の中で強みの回答数は減少することがうかがえる．しかし，T3において介入の前（T1）
よりも多くの強みの回答数が得られたことから，生徒が強みの個数を介入前よりも多く挙げるこ
とができるようになったと考えられる．また強みの認識については，それぞれの時期間の得点差
は有意であり，多重比較の結果，事前と事後の間に有意な得点差が確認された（T1<T2・T3）．
つまり，強みをどの程度認識できているかを示す強みの認識得点は，介入の前後で増加し，加え
てT2とT3の間に有意な差が確認されなかったことから，１ヶ月の経過の中で得点としては有意
な減少は認められなかった．本研究におけるPPIは，人間が持つ特性的な強みを具体的に紹介し，
24の強みのカードを用いて自身の重要な強み，馴染みある強みを意識させる課題を実施した．事
前事後の強みの個数および強みの認識得点の有意な増加は，PPIの狙いとした効果を反映してい
ると考えられる．また１ヶ月の時間経過の中で強みの認識得点が有意な減少を示さず，自身の強
みの個数は直後より減少するものの，介入前よりは多くの強みを挙げられたことから，今回の
PPIによって，生徒の強みの認識を促進することができたと考えられる．しかし，強みの個数は
T3においてT2より減少することから「自分自身の良いところについてわかる」とする認識は維
持されつつも，時間経過によって「自身の強み」の具体性は薄れ行くことも示唆された．「強み」
に関する持続的な介入の必要性がうかがわれる．

ポジティビィティ得点については，それぞれの時期間の得点差は有意であり，多重比較の結果，
それぞれの時期間で有意差が確認された（T1<T2,	T1<T3,	T3<T2）．つまり，介入の前後でポ
ジティヴィティ得点は増加し，１ヶ月の経過の中でポジティヴィティ得点は減少した．しかし，
1 ヶ月後（T3）のポジティヴィティ得点は介入の前（T1）よりも高い値であったことから，今
回の介入によって生徒はポジティブな感情を体験することに対する積極的な姿勢が促進されたこ
とがうかがわれる．「すでに自身の中にある強み」について学ぶ今回のPPIによって「強み」と

表５ 強みを大切にして得られることの記述例（一部抜粋）
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いうポジティブな要因に着目する志向性が向上したことで，日常生活の中でポジティブ感情に関
する志向性にも促進的な影響を及ぼしたことが考えられる．PPIの介入はポジティビィティの促
進においても有効である可能性が示唆された．しかし 1 ヶ月後には，介入の直後（T2）より減少
したことからも，ポジティブな要因に着目しようとする姿勢も時間経過の中で減弱する可能性が
うかがわれることから，持続的にポジティブな要因に着目させる介入が有効であると考えられる．

承認得点については，それぞれの時期間の得点差は有意であり，多重比較の結果，事前と事後
の間に有意な得点差が確認された（T1<T2・T3）．つまり，学校の中で自分は認められ，受け止
められているという被承認感を反映する承認得点は，介入の前後で増加し，T2とT3の間に有意
な差が確認されなかったことから，１ヶ月の時間経過によっても低下しなかったことがうかがわ
れる．PPIのプログラムの活動の中には，小グループでのエピソードのシェアリングが含まれて
いた．「自分自身がこれから伸ばしたい強み」という肯定的な内容について，仲間に対して開示し，
話を聴いてもらう体験が個人の承認得点に影響したのではないかと考えられる．またグループで
の活動は，担任をはじめとして学校関係者がファシリテーターとして見守るという構造のもとで
実施された．肯定的な内容を開示する活動を身近な大人が見守っている空間構造や，活動中に戸
惑いなどが生じた際には，ファシリテーターから適宜助言を受けられる環境もまた生徒の被承認
感に影響を与えたのではないかと考えられる．

本研究では，介入から１ヶ月後（T3）において，１ヶ月間の間に日常生活でどの程度，強み
を意識して生活していたかを問う「意識の程度」について，“全く意識しなかった”から“すご
く意識した”までの 6 件法で回答を求めた．意識の程度の平均値は2.80，標準偏差は1.02であり，

“あまり意識しなかった”という回答が平均的であった．本研究におけるPPIが単回の介入であっ
たことと，介入後の１ヶ月間，生徒は強みに対して積極的に意識していなかったにもかかわらず，
上述の結果が得られたことは，「強み」に着目した介入が一定の効果を有していることを示唆す
るものと考えられる．

Ⅴ. 結語

最後に本研究の課題について述べる．第一に，本研究は高校生を対象に実施したPPIについ
て報告したが，統制群を設定することがかなわず，統制群との比較が不足している．第二に，
VIA-ISを活用した介入実践研究25）では，意識された強みの内容に言及している．本研究では，
生徒が意識した強みの内容までは調査できておらず，より詳細に検討していくことが望まれる．
第三に，介入の効果を持続させるためには，プログラム実施後にさらにどのような工夫を施すこ
とが必要であるかを検討することが有益であると考えられる．本研究における介入プログラムの
中で，強みを意識することの重要性を強調し，日常生活の中でも意識するように指摘したが，森
本・高橋25）は，宿題として追加の課題を与える実践を展開している．どのような課題が効果を
持続させるのかをより詳細に検討していくことが今後期待される．第四に，本研究では，強みの
認識について注目してきたが，どの程度実際に強みを活用しているかについては，検討していな
い．強みに関する認識がどれだけ高まったとしても，その強みを活用できなければ，強みに関す
る介入の効果は十分に発揮できているとは言い難い．強みの認識とその活用に言及する実証的な
研究の蓄積がさらに必要と考えられる．
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Effect of Positive Psychological Intervention (PPI) on Character 
Strengths for Japanese high school students

Kazuaki Kawashima

Sugiyama Jogakuen University school of nursing

Abstract
[Aim] The purpose of the present study is to examine the effect of positive psychological intervention 
(PPI) that is based on individual character strengths for high school student.
[Methods] Participants were asked to answer the questionnaire (a)before the PPI(T1), (b)after the 
PPI(T2), and (c)1 month later(T3). The number of the character strength, Strength Knowledge, Positivity 
and school adaptation was used as indicators in the questionnaire.
[Results] All scores were increased significantly after the intervention. The number of the Character 
Strengths and Positivity were decreased T2 to T3, but still higher than T1. Strength Knowledge and 
school adaptation were maintained as high as T2 at T3.
[Conclusions] The effect of PPI was verified for increasing the knowledge of Character Strength. 
However, some of the indicators decreased at T3, continuous research is required for discussing retention 
effect of PPI.

Keywords: Positive Psychological Intervention (PPI), Character Strengths, evaluation of 
the effect




