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＜原著論文＞

小学校高学年におけるエゴグラムＳＨＥの
活用に関する検討
―学校生活満足度及び標準学力調査との相関分析を通して―
高橋

昭三

（交流分析士インストラクター）

要

約

現在の義務教育における大きな課題は，不登校及び学校不適応児童への対応と学力向上の2つである。本
研究は，日本交流分析協会付属ＴＡ学校教育心の開発研究所（以後，Ｔ研究所と記述）が開発したエゴグラ
ムＳＨＥ（Ｔ研究所，2015）が，今後広く学校現場に活用されるために「学校生活満足度検査（Ｑ－Ｕ心
理検査）
」と「標準学力調査」との相関関係を分析することを通じて，エゴグラムＳＨＥの有効性を明らか
にしようとするものである。結果は，エゴグラムＳＨＥから得られた自我状態の傾向と学校生活での満足度
（承認得点・被侵害得点）と学力（国語・算数観点別評価）には，一定の相関関係があることが分かった。
特に，不登校・不適応対策としては，児童のＡＣ尺度に注目しながらＣＰ尺度の「自己主張力」を高める指
導が有効ではないかということと，学力向上では，児童全体のＡ尺度と女子のＦＣ尺度・ＡＣ尺度の改善が
有効ではないかという2つの結果が得られた。
キーワード
エゴグラムＳＨＥ，学校生活満足度検査，標準学力調査，小学校高学年の自我状態の特徴
承認得点と自我状態，被侵害得点と自我状態，国語，算数，観点別学力と自我状態
しているものが少ない現状であり本研究は先行的研

１．目的
長年，小中学校に勤務し，児童生徒の不登校対策

究としての意義があると考える。
具体的には，以下の3点について分析することと

と学力向上対策にかかわってきた。その中で，交流
分析理論の有効性，特にエゴグラムＳＨＥについて

した。

開発当初から興味を持ち実践してきた。その理由と
してエゴグラムＳＨＥは，回答者自身がその場で自

２．分析内容

分の心の状態を学校と家庭と分けて自己分析し，他

（1） 筆者の標本93名の小学校高学年の自我状態の

者とのかかわりの方向性まで理解することができる

特徴をＴ研究所標準化の資料と比較し，その特徴を

からである。また，小学校高学年でのエゴグラムＳ

明らかにすること。

ＨＥに関する先行研究が少ないばかりでなく，不登

（2） 学校生活満足度検査（Ｑ－Ｕ心理検査）とエ

校・不適応対策及び学力との相関関係について言及

ゴグラムＳＨＥから得られる小学校高学年の自我状

− 13 −

態との相関を明らかにすることにより，承認得点・

たエゴグラムＳＨＥとその授業展開例を用いて，5

被侵害得点と自我状態の間には，どのような関係が

年生2 クラス，6年生2 クラス全員に2014年6月末

あるか分析すること。

日に実施した。
また，調査対象児童の標本とＴ研究所資料との

（3） 小学校高学年の国語・算数の標準学力調査の
結果とエゴグラムＳＨＥから得られる自我状態には，

データ比較のため，Ｔ研究所より標準化に使用した

どのような関係があるか分析すること。

419名のデータの提供を受けて比較を実施した。

以上の3点の分析をとおして，エゴグラムＳＨＥ

② 学級生活満足度調査（Ｑ－Ｕ心理検査）について

が不登校・不適応対策と学力向上対策にとって有効

小中学校で実施している河村（2006）
「楽しい学校
生活を送るためのアンケートＱ－Ｕ心理検査」を

であるかどうかを分析するものである。

2014年7月初旬に実施した。この調査は，学級生
活のなかでの承認得点（仲間から認められているか

３．方法

どうか）と被侵害得点（いじめや無視されていない

（1） 調査対象

か）が算出できるものである。実施にあたっては，

東北地方公立小学校児童
5年

男子20名

女子28名

計48名

全校一斉に毎年度実施しているものであり，短学活

6年

男子21名

女子24名

計45名

時において各担任が実施した。この結果を用いてエ

合計

男子41名

女子52名

計93名

ゴグラムＳＨＥとの相関を分析した。
③

11月までの学習内容について，学習指導要領に

（2） 調査方法
①

標準学力調査について

準拠した国語と算数の定着度調査を12月初旬に実

エゴグラムＳＨＥについて
学級活動と道徳の時間2時間を使い，
「心の成長

施している東京書籍発行「評価テスト標準学力調査

と自分の個性を知る」をテーマにＴ研究所が開発し

問題」を使用した。この結果を用いて国語は，国語

図1−1

男子・学校での自我状態

図1−3

女子・学校での自我状態

図1−2

男子・家庭での自我状態

図1−4

女子・家庭での自我状態

図1−1 ，2 ，3 ，4

標本とＴ研究所資料比較
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への関心・意欲・態度，話す・聞く能力，書く能力，

ＳＨＥから小学校高学年の特徴分析を試みた結果は

読む能力，言語についての知識・理解・技能の5観

以下のとおりであった。

点。算数は，算数への関心・意欲・態度，数学的な

① エゴグラムの各機能別の平均状況（満点は12点）

考え方，数量や図形についての技能，数量や図形に

男子は学校でＡ尺度の機能をよく使い，家庭では

ついての知識・理解の4観点について，自我状態と

ＮＰ尺度とＦＣ尺度の機能をよく使っている傾向が

の相関関係について分析した。

見られた。女子は，学校ではＮＰ尺度とＡ尺度の機
能をよく使っており，家庭では，ＦＣ尺度の機能を
よく使っている傾向がみられた。

４．結果

さらに，男女別の傾向をより明確にするために対

（1）
 対象児のエゴグラムＳＨＥ（N＝93）とＴ研

象児童のピークエゴグラムとボトムエゴグラムを求

究所資料との比較（N＝419）
標本とＴ研究所資料の自我状態には大きな違いは
見られず，どちらも学校では男子はＡ尺度，女子は

めた結果は，以下のおとりである。
②

ピークエゴグラムとボトムエゴグラム
男子は，「学校Ａ－家庭ＮＰ」優位型で，学校・

ＮＰ尺度が高い傾向が見られ，家庭では男子はＮＰ

家庭ともにＣＰ尺度・ＡＣ尺度が使われていない傾

尺度，女子はＦＣ尺度が高い傾向が見られる。

向がある。女子は，「学校Ａ－家庭ＦＣ」優位型で，
学校では，ＣＰ尺度・ＦＣ尺度，家庭ではＣＰ尺

（2） 対象児童のエゴグラムＳＨＥの分析結果
Ｔ研究所でも小学校高学年の標準化が進んでいな

度・ＡＣ尺度が使われていない傾向にあるといえる。

い現状を踏まえ，標本となる対象児童のエゴグラム
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（3）
 学級生活満足度調査（Ｑ－Ｕ心理検査）との

②

相関について
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対象児童の「Ｑ－Ｕ心理検査」の結果
表１

① 「Ｑ－Ｕ心理検査」の概要
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承認群・非承認群の割合（N＝93）

学級集団や教師の指導のために児童・生徒の学級
生活の適応状況を把握するものである。クラスの仲
間に承認されているか，いじめや冷やかしなどの侵

表２

満足群・侵害行為認知群の割合（N＝93）

害行為を受けていないかを児童自ら質問紙に回答す
るものである。6つの質問事項から4段階選択し承
認得点と被侵害得点を算出し，学級生活満足群・非
承認群・侵害行為認知群・学級生活不満足群の4群

承認群は，特に女子が高い傾向にあり，侵害行為

に分類する。その結果にもとづき，学級担任等が指

や疎外感を感じている児童は，男子に多い傾向が見

導・支援体制を整えるものである。日本教育カウン

られる。

セリング協会の会員が多く使用し全国で多くの児童

③ 「Ｑ－Ｕ心理検査」と自我状態の相関について
ピアソンの積率相関係数を利用し，有意水準0.05

が受けている心理検査である。
＊質問紙の例は，河村（2006）参照のこと

での相関を分析した。対象人数により相関関係の限
界値も違うことから表の右側に限界値を示した。
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表３

承認得点と自我状態の相関関係

①

国語・算数正答率と自我状態の相関結果

表６

表４

国語・算数の正答率と自我状態の相関関係

被侵害得点と自我状態の相関関係
国語・算数の正答率と学校における全体のＡ尺
度・男子のＡ尺度には相関関係が見られる。家庭で
のＡ尺度との相関は男女ともみられないが全体と女
子のＡＣ尺度に負の相関が見られる。
②

国語と自我状態の相関について
表７

承認得点と自我状態の相関は，学校での自我状態

国語の正答率と自我状態の相関関係

において対象児童全体のＮＰ尺度Ａ尺度と総計（心
的エネルギーの総和）に正の相関がある。男子はＮ
Ｐ尺度とＦＣ尺度，総和に正の相関がある。女子は，
どの尺度にも相関がないといえる。家庭での自我状
態との相関では，対象児童全体のＦＣ尺度に正の相
国語と学校でのＡ尺度の間に，全体と男子の間で

関がある。被侵害得点と自我状態の相関については，
学校での自我状態の児童全体・男子の自我状態に相

は相関関係がある。家庭でのＡ尺度は男女とも相関

関が見られないが，女子にＡＣ尺度と総計（心的エ

が見られないが，女子のＡＣ尺度と負の相関が見ら

ネルギーの総和）に正の相関関係が見られる。家庭

れる。

での自我状態については，相関関係が見られない。

表８ 国語の関心・意欲・態度と自我状態の相関関係

（4） 標準学力調査の正答率との相関について
表５

標準学力調査の正答率

国語の関心・意欲・態度と学校でのＡ尺度の間に

標準学力調査の結果は，女子が男子より正答率が

は全体と女子に相関が見られる。また，女子の学校

高く，特に国語の正答率が高い傾向にあった。
標準学力調査と自我状態との相関については，
「Ｑ－Ｕ心理検査」との相関と同様にピアソンの積

でのＦＣ尺度と負の相関が見られる。家庭での相関
はすべて見られない。
話す・聞く能力，書く能力については学校・家庭

率相関係数を利用し，有意水準0.05での相関を分
析した。対象人数により相関関係の限界値も違うこ

の全ての自我状態と相関が見られない。

とから表の右側に限界値を示した。
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表９

話す・聞く能力と自我状態の相関関係

表10

表14

関心・意欲・態度と自我状態の相関関係

算数への関心・意欲・態度は学校全体のＡ尺度と

書く能力と自我状態の相関関係

正の相関，家庭の全体と女子ＡＣ尺度に負の相関が
見られる。
表15

表11

数学的な考え方と自我状態の相関関係

読む能力と自我状態の相関関係

数学的な考え方と学校でのＡ尺度に正の相関，学
校での女子ＡＣ尺度に負の相関が見られる。
表16

数量や図形の技能と自我状態の相関関係

読む能力と家庭の全体と女子ＡＣ尺度に負の相関
が見られる。
表12

知識・理解・技能と自我状態の相関関係

数量や図形についての技能は学校での全体と男子
Ａ尺度に正の相関，女子の学校・家庭でのＡＣ尺度
に負の相関が見られる。
国語の知識・理解・技能と学校での男子のＡ尺度

表17

知識・理解と自我状態の相関関係

は正の相関，家庭での女子ＡＣ尺度に負の相関が見
られる。
③

算数と自我状態の相関について
表13

算数の正答率と自我状態の相関関係
数量や図形についての知識・理解は，学校での全
体と女子のＡ尺度に正の相関が見られる。
さらに，これまでの分析結果を国語・算数の観点
別評価と学校・家庭での自我状態の相関を男女別に

男子は学校でのＡ尺度に正の相関，女子は家庭で

整理し一覧すると以下のようになる。

のＡＣ尺度に負の相関が見られる。
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表18

承認されている傾向にあった。

男子学力調査と自我状態相関一覧

また，女子については，承認得点と自我状態の相
関は見られなかった。
②

被侵害得点と自我状態の相関から
いじめや不登校対策として重要な要素である侵害

表19

行為認知得点と自我状態の間には，男子の場合，相

女子学力調査と自我状態相関一覧

関は見られない。女子の場合は学校においてＡＣ尺
度が高い「自己抑制型」と心的エネルギーの総和の
高い児童，すなわち「積極的・活動的な行動」をし
ている児童が，侵害行為を感じている傾向にあった。
侵害行為を感じているからＡＣ尺度が高い「自己抑
制型」となっている可能性もあり，いじめや不登
校・不適応の早期発見対策として，ＡＣ尺度に注目

５．考察
（1）
 小学高学年（5年・6年）のエゴグラムＳＨＥ

して児童を見守ることは，エゴグラムＳＨＥの有効
活用の大事な視点を示唆しているといえる。

の実施からいえること
学校における全体の傾向は，Ａ尺度「学習や時間

（3） 標準学力調査との相関について
標準学力調査と自我状態の相関を分析した結果，

管理の自己コントロール力」
（ 山本，2014）が高く，
男女別では，男子のＡ尺度に対して女子はＮＰ尺度

男女ともに学校でのＡ尺度に正の相関があることか

の「優しさによる人間関係力」が高い傾向にあると

ら，学力向上のため学校のＡ尺度を高める「試験内

いえる。この傾向は，筆者が日常的に学校で観察し

容の見直し」「授業に集中し話を聞く」「宿題を期限

ている児童の様子と一致している。家庭においては，

までに提出する」「計画を立てて学習する」「目標を

全体と女子のＦＣ尺度が高く「楽しさによる人間関

持つ」などの観点で励ましのメッセージを与えるこ

係力」を発揮し，男子は，ＮＰ尺度「優しさによる

とは有効であるといえる。女子はＡ尺度ばかりでな

人間関係力」が高い傾向にある。

く，学校ではＦＣ尺度の高い質問項目「授業中の私

筆者の研究対象児童の保護者である30代から40

語」「持ち物・服装などへの興味」と負の相関が見

代の父親像と母親像を見ると家庭において父親の

られることから，この点からの適切なアドバイスが

「優しさ」
，母親の「楽しさ」という同様の傾向があ

有効と考える。家庭ではＡＣ尺度と負の相関がある

り，交流分析でいう親の人生態度が10歳から12歳

ことから，「我慢する」「家族の顔色を気にする」な

の高学年男子・女子児童に同性の親の姿がプログラ

ど，「自己抑制」している点について，児童と保護

ムとなって投影していることがうかがわれる。

者双方にアドバイスをすることが効果的であると考

（2）
 学級生活満足度調査「Ｑ－Ｕ心理検査」との

して，自我状態から児童と保護者に対して，学力向

相関について
①

える。以上のように，エゴラムＳＨＥの有効活用と
上という観点からも，励ましのメッセージを送るこ

承認得点と自我状態の相関から
筆者にとって，先行研究のないなかで，どのよう

とができるのではないかと考えている。

な自我状態を発揮している児童がクラスで承認を得
ているのか，また侵害行為を感じているのか，興味
を持って分析に取り組んだものである。結果は，男

６．結論と今後の課題
（1） 対象児童の自我状態の分析から
研究の前提として，対象児童93名の自我状態は，

子はＮＰ尺度とＦＣ尺度すなわち，
「優しさと楽し
さ」による人間関係力のある児童が人気者として，

Ｔ研究所のデータと同様の傾向にある。このことか
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ら，標本となる児童の自我状態の分析は，エゴグラ

学校でのＣＰ尺度を高めるために「アイメッセー

ムＳＨＥの効果的活用を検討するための資料として

ジ」と「アサーティブコミニケーションスキル」に

は有効であるといえた。この対象集団の児童は，日

ついてアドバイスを担任とともに実施し支援した。

ごろから「学習と諸活動」に意欲的に取り組み，教

その結果，数か月で不登校・不適応傾向の改善が見

師の指導も行き届いており，日常の教師集団の児童

られた。今後は，こうした学級・学年全体の自我状

観察と一致した。すなわち，Ａ尺度とＮＰ尺度が高

態の傾向を把握したうえで，個々の不適応・不登校

く，
「学級崩壊・いじめ・長期の不登校傾向」も見

対策としてエゴグラムＳＨＥの活用をさらに進め，

られず，個性尊重と集団の規律維持の状況は各エゴ

改善事例を多く集めながら，エゴグラムＳＨＥの有

グラム平均値と一致していた。このことからもエゴ

効性を示すことが課題である。

グラムＳＨＥは，管理職を含め全校体制で取り組む

（3） エゴグラムＳＨＥを開発した，山本
（2014）
は，

ことにより学級・学年集団の傾向を共通理解・把握

Ａ尺度を「学習・時間のセルフコントロール力」と

するうえで，各担任を支援するツールとしての有効

位置づけている。このことから，エゴグラＳＨＥと

性を示唆しているといえる。

標準学力調査の相関関係の分析に取り組んだ。その

（2） 小学校高学年でのエゴグラムＳＨＥは，Ｑ－

結果，児童全体では，学校でのＡ尺度を伸ばす指導

Ｕ心理検査との関連についての先行研究がないこと

をすることで学力向上につなげることができるので

から，両者には，なんらかの相関があるのではない

はないかということ。さらに，女子は，学校でのＦ

かと考え分析を試みた結果，
「Ｑ－Ｕ心理検査」の

Ｃ尺度と家庭でのＡＣ尺度の改善が学力向上につな

承認得点・被侵害得点とエゴグラムＳＨＥの相関か

がるのではないかと思われる。このことは，教育相

ら，男子は，
「優しく，楽しい児童」が承認される

談時に，対象児童はもちろん，親にたいしても「家

ことが分かった。また，女子は，「自己抑制力が高

庭での養育姿勢」などの改善メッセージを送ること

く，かつ行動的エネルギーのある児童」が侵害行為

が効果的であるといえのではないかと考える。なお，

を感じていることが分かった。筆者は，長年，小中

学力向上対策として，標準学力調査の結果と女子の

学校に勤務し，
「Ｑ－Ｕ心理検査」を扱ってきたが，

「家庭でのＡＣ尺度」の間に，負の相関にある理由

個別指導に生かし切れないでいた。その中でエゴグ

について，さらに詳細な分析をすすめその要因を明

ラムＳＨＥは，自己分析を通じて，自己理解が深ま

らかにしていくことが今後の課題である。

る心理検査であり個別指導ができるという特徴があ
る。学級崩壊・いじめ・不適応改善に活用されてい
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