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別添３：論文リスト  
※ 掲載順は 2.2 で言及した順による。 
 
No. 研究論文名 著者等 掲載誌、出版年 研究概要 テーマ 

1  Skills for social progress: 
The power of social and 
emotional skills 
（社会的進歩のためのスキル―
社会的・情緒的スキルの力） 

Miyamoto K, 
Huerta M, 
Ikesako H 

OECD Skills 
Studies 
2015 

û OECD に加盟する 9 か国における縦断的研究から、経済的・社会的アウトカムを
改善するために、認知スキルと社会的・情緒的スキルの両方が重要な役割を果た
すことが示されている。子供の認知スキルのレベルを上げることは、高等教育への参
加と労働市場のアウトカムに特に強い影響を与える。また、忍耐力、自尊心、社交
性などの社会的・情緒的スキルのレベルを上げると、健康関連のアウトカムと主観的
な幸福の改善に加えて、反社会的行動の減少に特に強い影響を与える可能性が
示された。社会的・情緒的スキルの基盤として、研究結果は、良心、社交性、及び
感情の安定性が重要であることを示している。社会的・情緒的スキルは単独では
役割を果たさず、認知スキルと相互作用し、子供が将来、人生の後半で肯定的な
アウトカムを達成する可能性をさらに高める。 
û 学校教育においても、正規授業・課外活動のいずれも、教師と子供の関係強化を

通じてこれらのスキルを高める可能性がある。 

認知能力 
非認知スキル 

2  非認知的（社会情緒的）能力
の発達と科学的検証手法につい
ての研究に関する報告書 

遠藤利彦ほか 国立教育政策研究所
平成 27 年度プロジェク
ト研究報告書 
2017 年 

û 研究動向のレビューから、現在、多くの研究が「非認知能力」の重要性を主張する
ことを確認すしたうえで、その具体的な内容として、個人の適応や社会的帰結への
予測力という点から重要であると考えられるものを可能な限り列挙し、その特徴、特
性を明らかにする。 
û また、乳幼児期から成人に至るまでの発達過程における成長という時間軸上で、ど

のような非認知的能力が個人に発現し、あるいは獲得されていくのかという発達に
ついての整理を行う。 
û さらに、非認知的能力の具体的内容に関する研究手法、測定手法について検討

する。 

非認知スキル 
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3  平成 19 年度全国学力・学習
状況調査追加分析結果 Ⅰ児
童生徒の生活の諸側面等に関
する分析 

文部科学省 文部科学省 HP 
（https://www.me
xt.go.jp/ 
a_menu/shotou/ 
gakuryoku-
chousa/zenkoku/ 
08020513/001/00
2.htm） 
2008 年 

û 質問紙調査から得られたデータを用いて、学力調査の正答数を基準変数とする重
回帰分析を行い、学力との関係が強い項目を探求するとともに家庭における生活
習慣・学習習慣に関する分析を行う。 
û 児童生徒自身の関心・意欲・態度や生活習慣と正答数の関係が強い傾向が見ら

れた。また、学校の取組や学習指導も正答数に関係していた。 
û 正答数に大きく関係している「朝食」、「家庭での学習」、「宿題」は、相互に密接な

関係があり、例えば朝食を毎日食べている児童生徒ほど、家庭で長い時間学習を
し、宿題をよくしている傾向が見られる。また、基本的生活習慣に正答数との大き
な関連が見られ、他にも学習習慣や規範意識、自尊感情、家庭でのコミュニケー
ションなどとの関連が見られる。 

認知能力 

4  保護者に対する調査の結果と学
力等との関係の専門的な分析に
関する研究 

国立大学法人お
茶の水女子大学
（代表 浜野
隆） 

平成 29 年度全国学
力・学習状況調査を活
用した専門的な課題分
析に関する調査研究文
部科学省委託研究 
（https://www.me
xt.go.jp/ 
a_menu/shotou/ga
kuryoku-
chousa/1406895.h
tm） 
2018 年 

û 家庭の社会経済的背景（SES）と学力調査の平均正答率においては、SES が
高い児童生徒のほうが各教科の平均正答率が高い傾向にある。また、SES が低
い層で、より各教科の平均正答率のばらつきが大きい。 
û SES と子供の非認知スキルの関連では、非認知スキルは子供の学力に緩やかな

相関があり、中 3 よりも小 6 のほうが学力との相関がやや強い。一方、非認知スキ
ルと SES の間にはあまり相関は見られなかった。こうしたことから、SES の高低に関
わらず（SES が相対的に低い場合でも）、非認知スキルを高めることができれば、
学力を一定程度押し上げる可能性がある。 
û 保護者の適切な働きかけは、SES の高低に関わらず、子供の非認知スキルを高め

る傾向があり、小学生でより強い影響がある。 
û SES が低いにも関わらず、高い学力水準に位置する子供は授業の復習を重視し

一定の学習時間を確保しており、またその保護者も、より学力が低い児童生徒の
親に比べて、規則的な生活習慣を整え、文字に親しむように促す姿勢、知的な好
奇心を高めるような働きかけを行っており、行事や PTA 活動への参加など学校教
育に親和的な姿勢が見られた。 

認知能力 
非認知スキル 
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5  Extracurricular Activities 
and Adolescent 
Development 
（課外活動と青年期の発達） 

Eccles JS. 
et.al. 

Journal of Social 
Issues 59(4) 
2003 

û 米国国立小児保健発達研究所、メンタルヘルス研究所などが出資したミシガン大
学の研究で、課外活動への関与と教育的アウトカムや危険な行動との関連の研究
である。 
û ほとんどの課外活動の参加者は、社会階級、性別、知的適性を制御した後でも、

非参加者よりも優れたと教育的アウトカムを達成した。 
û また、社会的コミュニティ活動及び宗教活動への参加により、飲酒と薬物使用の割

合が低下することが予測された。一方、学校の運動部への参加は、より良い教育
的アウトカムを予測する一方、飲酒率を高めることも明らかになった。これらの結果を
説明する仲介メカニズムとして、アイデンティティ形成、ピアグループメンバーシップ
（仲間意識）及び家族以外の成人との密接な関係による影響が挙げられてい
る。 

認知能力 

6  The Influence of Family-
School Relations on 
Academic Success（学業達
成における家庭・学校の関係の
影響） 

Schmitt M, 
Kleine L. 

Journal for 
Educational 
Research Online, 2 
2010 

û ソーシャルキャピタル（社会関係資本）が社会構造によってもたらされ、人的資本
の蓄積などの特定の行動を促進するという定式化された仮定から、教育環境にお
けるアクター間の緊密な社会的関係は、子供の学業成績に独立した効果を発揮
するはずであると考えられる。 
û ドイツの教育システムにおいては 4 年生以降でさまざまなタイプの中等教育への早

期選択が必要となることを考慮すると、この決定的な時点での社会的関係が重要
になるだけでなく、この教育段階の移行に向けて社会的関係は時間とともに変化す
るものでもある。したがって、縦断的データ（BiKS-8-12 の研究から）を使用し、こ
の論文では、家族と学校の関係が学業達成に重要かどうかを調べるために、多項ロ
ジスティック回帰を適用している。 
û 教師やクラスメートとの良好な社会的関係を持つ子供、成績の良い友人を持つ子

供、学校活動に従事する親はを持つ子供は、高いパフォーマンスレベルに到達する
可能性が大幅に高くなる。成長曲線モデルによる分析は、さらに、生徒と教師の相

認知能力 
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互作用、生徒と生徒の相互作用の変化及び保護者の関与の変化が、学校での
子供の成績向上に寄与することを示している。 

7  成功する子失敗する子―何が
「その後の人生」を決めるのか 

ポール・タフ 英治出版 
2013 年 

û 児童の発達に関するこの数十年の一般通念である知能至上主義とは異なる教育
手法として「気質」、つまり粘り強さ、自制心、物事をやり抜く力などを「非認知的ス
キル」とし、その特質を述べる。 
û 自分をコントロールする活動に重要な働きをする脳の前頭前皮質が、貧困によるス

トレスを感じている子供においては阻害されていた。また、乳児期に泣いたとき親から
適切な反応を得た子供は、1 歳の時に泣いても無視された子供より自尊心が強く
積極的であることが見られた。 
û 神経科学、経済学、心理学等の研究をレビューし、最終的に、「やり抜く力」「自制

心」「好奇心」「誠実さ」といった気質を育てる必要性があると判断している。 

非認知スキル 

8  The Perry preschoolers at 
midlife: A Study in design-
specific inference（ペリー就
学前教育参加者の中年期―特
殊デザイン下での推論に関する
研究） 

Heckman JJ, 
Karapakula G 

National Bureau pf 
Economic Research 
Working Paper 
25888 

û 1960 年代の恵まれないアフリカ系アメリカ人の子供たちのための実験的な高品質
の保育園プログラムである、ペリー就学前プロジェクトの参加者に対する、中年後期
（55 歳前後）のライフコースのアウトカムの最初の分析を示す。 
û ここでは、実験のデザイン、ランダム化プロトコルの妥協と調整及び初期ランダムアサ

インメントからの逸脱に関する知識の範囲について説明する。本研究では実験グル
ープの重要な特徴を無視する標準的な推論方法と、本研究による新しい方法を
比べて検証する。 
û 広く使用されている手順は、処置効果について誤解を招く推論を生み出す。本研

究の特殊デザインによる推論アプローチは、再ランダム化デザインを使用したものを
含む、さまざまな妥協した社会的及び経済的実験の分析に適用できる。 
û 統計的テストの保守的な性質にもかかわらず、ペリー参加者の犯罪、雇用、健康、

認知及び非認知スキル、その他の結果に対する長期治療効果が見つかった。治療
効果は特に男性に強い。子供の頃の家庭環境と親の愛着の改善は、プログラムの
長期的な利益の重要な源であると思われる。 

非認知スキル 
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9  家庭、学校、地域社会における
社会情動的スキルの育成―国
際的エビデンスのまとめと日本の
教育実践・研究に対する示唆 

池迫浩子・宮本
浩司 

OECD ワーキングペーパ
ー 
2015 年 

û 忍耐力、社会性、自尊心といった社会情動的スキルは、個人が課題に対処し、も
たらされる機会から恩恵を受けるのに役立つ。政策立案者、教員、保護者はこうし
たスキルが育つための学習環境を改善することにより、スキルの発達を助けることがで
きる。 
û 本ペーパーは、子供の社会情動的発達を促す可能性のある学習環境についてより

深く理解することを目的に、日本のエビデンスを含む国際的なエビデンスを概観する
もので、介入研究を含む成果を上げている学習プログラムの根底にある特徴を明ら
かにしている。 
û エビデンスによると、子供の社会情動的スキルの促進において、家庭、学校、地域

社会が果たす重要な役割があり、それらの学習環境の間で一貫性が確保される必
要があることが示されている。 

非認知スキル 

10  Does High Self-Esteem 
Cause Better 
Performance, 
Interpersonal Success, 
Happiness, or Healthier 
Lifestyles? 
（高い自尊心によってよりよいパ
フォーマンス、対人関係の成功、
幸福、健康的なライフスタイルは
もたらされるか） 

Baumeister RF 
et al. 

Psychological 
Science in the 
Public Interest, 4 
2003 

û 自尊心と学業成績の相関関係は、高い自尊心が良好な成績につながることを示し
ておらず、部分的には学校の成績が良いことの結果として高い自尊心があるといえ
る。成人の仕事のパフォーマンスにおいては部分的に自尊心との関連が見られ、職
業上の成功は自尊心を高める可能性がある。 
û データは、高い自尊心の恩恵は、自尊心を肯定する支持者が望んでいるよりもはる

かに少なく、弱いことを示唆している。それでもいくつかの利点はあるが、自尊心を高
めるために個人に投じられるコストを上回るほどではない。 
û 自尊心は、その正しい「種類」とは何かが重要なのではなく、どのように使われるかが

重要である。自尊心を高めることは、それだけでは若者が学校でより良い成績を上
げたり、法律を順守したり、トラブルから逃れたり、仲間と仲良くなったりするわけでは
ない。しかし、倫理的な行動と価値のある成果に対する報酬として、人々の自尊心
を高めようとすることは適切である。 

非認知スキル 

11  Personal Characteristics 
and Resilience to 

Donnellan MB, 
Conger KJ, 

Journal of 
Personality, 77 

û 本研究では、個人の性格とレジリエンスを、経済的困難やその心理的・対人関係
の結果に結び付ける理論モデルについて説明する。このモデルは、社会経済的状況

レジリエンス 
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Economic Hardship and its 
consequences: Conceptual 
Issues and Empirical 
Illustrations 
（経済的困難に対する個人の
性格とレジリエンス） 

McAdams KK, 
Neppl TK. 

2009 と個人及び家族の発達との関係に関する社会的影響と社会的選択の観点を統
合するものである。 
û さらに、この文脈における個人の性格の影響の調査に関連する方法論的及び概念

的な問題について説明する。 
û 最後に、米国中西部の家族のサンプルから収集された縦断的データを使用した分

析から、このモデルが提示するいくつかの主要な予測を支持する根拠を示す。具体
的には、思春期の学業成績、良心が強い傾向や思春期の神経症的傾向が低い
ことは、経済的プレッシャーの軽減、恋愛関係の満足度の向上、子育て行動の過
酷さなど、成人後の肯定的アウトカムを予測した。 

12  Do children benefit from 
universal early childhood 
education and care? : A 
meta-analysis of evidence 
from natural experiments 
（幼児教育やユニバーサルケア
は子供に利益をもたらすかー自
然実験研究からのエビデンスのメ
タ分析） 

Van Huiten T, 
Plantenga J. 

Economics of 
Education Review, 
66 
2018 

û この研究は、子供の発達と当人の晩年のアウトカムに対する普遍的な幼児教育や
ユニバーサルケア（ECEC）の影響を論じる。 
û 2005 年から 2017 年の間に行われた 30 の研究から 250 の推定値を使用して

メタ分析を行い、普遍的な ECEC の取組の効果要因を特定するために、自然実
験を活用した最近の研究からの発見を統合する。メタ回帰には、幼児期に測定さ
れた認知的／非認知的発達から成人期の教育的アウトカム及び収入に至るまで
の幅広い子供のアウトカムの推定値が含まれる。 
û 全体的に、普遍的な ECEC に関する証拠はまちまちだった。入園時の年齢は、影

響を説明する主要な要因ではなく、より集中的な保育・幼児教育プログラムがより
好ましい結果を生み出すことを示すエビデンスもあった。 
û プログラムの質は非常に重要で、質の高い保育・幼児教育は、常に良い結果を生

み出していた。公的保育は、民間保育（及びそれらの混合）よりも好ましい効果
をもたらていた。さらに、保育・幼児教育の利益は、より低い社会経済的家族の子
供たちに集中して見られた。 

幼児教育 
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13  How does early childcare 
enrollment affect children, 
parents, and their 
interactions? 
（早期の保育参加は子供と親
及びその相互関係にどのように影
響するか） 

Yamaguchi S, 
Asai Y, 
Kambayashi R. 

Labour Economics, 
55 
2018 

û 日本全国で、保育園入園の時期の違いにより子供のアウトカムにどのように影響す
るかを推定する。 
û その結果、保育は子供の言語発達を改善し、低学歴の母親を持つ子供の不注

意、多動、攻撃性を減少させ、不利な状況の子供の行動を改善した。 
û 基になるメカニズムに注目するために、親のアウトカムも検討した結果、同様に不利

な状況の母親のストレスを軽減し、子育ての質を改善することが明らかになった。 
û 推定によると、保育の利用は子育ての質と子供の主観的な幸福を改善し、低学

歴の母親のストレスを軽減する。 
û ただ、研究の限界として、育児から最も恩恵を受ける子供は保育に参加する可能

性が低く、非効率的な配分になることも示されている。 

幼児教育 

14  就学前教育・保育形態と学力・
非認知能力―JCPS2010-
2012 に基づく分析 

赤林英夫・敷島
千鶴・山下絢 

JOINT RESEARCH 
CENTER FOR 
PANEL STUDIES 
DISCUSSION 
PAPER SERIES 
2013 年 

û 本研究では、JCPS(日本子供パネル調査)2010～2012 を用いて、幼稚園・保
育所の利用やその期間が、子供のその後の学力や非認知能力に関連があるかどう
か実証した。 
û 無作為抽出による全国規模の調査を用いて、就学前教育・保育形態と学力・非

認知能力の関連を推計する研究し、分析の結果、(1)幼稚園・ 保育所の選択は
子供の家庭背景と関係があること、(2)親の学歴や所得などの社会経済的地位を
統制しても、保育所出身の子供よりも幼稚園出身の子供の方が学力スコアが高い
こと、(3)非認知能力の中では、保育所出身の子供よりも幼稚園出身の子供の方
が QOL 総合スコアは高い傾向にあるが、問題行動スコアではほとんど差はなく、前
者の差も年齢と共にほぼなくなること、(4)在園年数は QOL 総合スコアと正の相関
があること、などが明らかになった。 

幼児教育 

15  子供の社会性・適応感と家庭背
景―慶應子供パネル調査
2011 から 

敷島千鶴・山下
絢・赤林英夫 

JOINT RESEARCH 
CENTER FOR 
PANEL STUDIES 

û 日本の子供の社会性の発達と適応感 (QOL) の程度を、子供の家庭背景であ
るきょうだい構成や親の年齢、親のメンタルヘルス、ならびに社会経済的地位を構
成する親の学歴、 就業、収入の各変数が、どの程度説明するかについて検討を
行った。 

親のメンタル 
ヘルス 
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DISCUSSION 
PAPER SERIES. 
2012 年 

û 対象は全国より無作為抽出された世帯の小中学生の子供 660 名で、慶應子供
パネル調査 2011 の一環として、親と子供の両方から質問紙による回答を得た。 
û 重回帰分析の結果、子供の問題行動と最も強い関連を示す家庭背景は母親の

メンタルヘルスであることが明らかになった。母親のメンタルヘルスは、子供の情緒不
安定、問題行為、多動・不注意、仲間関係の形成困難の全ての問題行動次元
と有意な負の相関関係にあった。 
û 一方、子供自身が感じる適応感と最も強い関連を示す家庭背景は、世帯年収と

きょうだい数であった。世帯年収は、QOL の下位次元である身体的健康感、情動
的ウェルビーイング、自尊感情、友だちへの適応感、学校への適応感とは正の相関
関係に、家族への適応感とは負の相関関係にあった。きょうだい数は、身体的健康
感を除く全ての QOL 次元と負の相関関係にあった。子供の行動と感情の形成で
は、異なる家庭背景の側面が寄与することが示唆された。 

16  The Importance of family 
income in the formation 
and evolution of non-
cognitive skills in 
childhood 
（幼少期の非認知スキルの形成
及び発達における家庭収入の重
要性） 

Fletcher, J. et 
al. 

Centre for 
Economic Policy 
Discussion Paper 
Series, 665 
2012 

û 仮定の収入と子供の非認知的（または社会的感情的）スキル形成との関係につ
いてはほとんど知られていない。これらのスキルは、幼少期のアウトカムと成人後の社
会経済的地位の間の重要なリンクであると仮定されているため、これは重要なギャッ
プである。 
û 本研究では、5 年生の子供を追跡する最近の米国のパネルデータセットを使用し

て、子供の非認知スキルの形成と進化における家族収入の重要性の新しい証拠を
提示する。 
û 調査結果では、子供の健康状態の違いによって説明されないと考えられる家庭の

収入基づく非認知スキルの重要なギャップとその時間の経過による蓄積を示唆して
いる。 

非認知スキル 

17  Socioeconomic disparities 
in psychological distress in 
a nationally representative 

Kachi Y. et al. 
 

Australian & New 
Zealand Journal of 
Psychiatry 

û 長い間平等主義社会と見なされてきた日本では、社会経済的地位はメンタルヘル
ス問題の決定的要因としてほとんど注目されこなかった。この研究は、社会経済的
地位と心理的苦痛との関連及び日本の青年における傾向を調べた。 

子供のメンタルヘ
ルス 
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sample of Japanese 
adolescents: A time trend 
study 
（日本の若者の全国代表サンプ
ルにおける心理的苦痛の社会経
済的格差―時間傾向研究） 

2016 û 2007 年から 2013 年の間に 3 回繰り返し横断調査に参加した 12～18 歳の
9,491 人の全国代表サンプルのデータから、K6 尺度を使用して心理的苦痛を評
価した。社会経済状態の指標には、家計収入、親の教育、親の労働状態、家計
構造が含まれる。 
û 心理的苦痛の有病率は 2007 年（10.7％）から 2013 年（7.6％）に大幅

に減少した。ただし、心理的苦痛の社会経済的地位パターンは、対象期間を通じ
て一貫していた。低所得及び高所得世帯に住んでいる青年は、心理的苦痛を報
告する可能性が高かった。中所得者と比較した場合、世帯収入が低い青少年は
対人関係からストレスを感じる傾向があり、助けを求める行動が少ない傾向があり、
世帯収入が高い青少年は学校の成績についてストレスを感じる傾向がある。心理
的苦痛は、親の貧しい教育とひとり親であることとも関連していた。 
û 青年期の心理的苦痛における社会経済的地位の格差は、6 年の期間中に明白

で一貫していた。日本では、他の国とは異なり、家計収入と心理的苦痛との間に独
特の U 字型の関係がある。ただし、基礎となるメカニズムは所得状況によって異な
る場合がある。 

18  小児期逆境体験とこころの発達
ー発達精神病理学の近年の研
究動向から 

菅原ますみ 精神医学 61(10) 
2019 年 

û 小児期の逆境要因について、発達精神病理学の研究動向を紹介する。 
û 医学領域では虐待的養育と家庭の機能不全に関する家庭内要因(intra-

familial factors)に注目し、それらの体験をより多く経験すると（加算的体
験）、成人期以降の広範囲な心身の健康リスクとなることを明らかにしてきた。一
方、発達精神病理学の領域では、家庭外の要因(extra-familial factors)を
加えて子供が体験する逆境の総体を累積リスク（どれを重複して経験したか）とし
て概念化し、認知・社会性・情緒発達への影響性を検討してきている。代表性の
高いコホートデータを対象とした潜在クラス分析(latent class analysis)を用いた
逆境体験の重複パターン抽出の試みや、逆境要因間の時系列的な関連性を問う
経路研究が進展しつつあり、今後、いつ・どのような逆境体験がどのような因果メカ

逆境体験 
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ニズムで子供のこころの発達に影響するのかを探索する実証研究がさらに活性化す
ることが期待される。 

19  Relationship of Childhood 
Abuse and Household 
Dysfunction to Many of 
the Leading Causes of 
Death in Adults : The 
Adverse Childhood 
Experiences (ACE) Study 
（小児虐待及び家庭の機能障
害と成人の主要な死因の多くとの
関係―有害な小児期経験の研
究） 

Felitti, VJ. 
et.al. 

American Journal 
of Preventive 
Medicine, 14(4) 
1998 

û 9,508 人の成人を母集団とするアンケートを実施し、小児期の有害な経験
(ACE)の 7 つのカテゴリ（身体的虐待、心理的虐待、性的虐待、家族のアルコー
ル/薬物中毒、家族の精神病、家族の母親への暴力、家族の投獄経験）を調査
したもの。 
û 小児期に経験した ACE カテゴリ数と、研究対象の成人の健康リスク行動及び疾

患のそれぞれとの間に段階的な関係があることが判明。4 つ以上の ACE カテゴリを
経験した人は、経験していない人と比較して、以下の通り健康リスクの増大が見ら
れた。 
Ø アルコール依存症、薬物乱用、うつ病、自殺未遂：4～12 倍 
Ø 喫煙、自己評価の低い健康状態、50 人以上の性交パートナー、性感染

症：2～4 倍 
Ø 運動不足及び重度の肥満：1.4～1.6 倍 

û ACE のカテゴリ数は、虚血性心疾患、癌、慢性肺疾患、骨格骨折、肝疾患など
の成人病の存在と段階的な関係を示した。ACE の 7 つのカテゴリは強く相互に関
連しており、ACE を複数経験した人は、人生の後半で複数の健康上の危険因子
を持つ可能性がある。 

逆境体験 

20  The enduring effects of 
abuse and related adverse 
experiences in childhood
（小児期における虐待及び関連
する不利な経験の永続的な効
果） 

Anda RF. et al. European Archives 
of Psychiatry and 
Clinical 
Neuroscience, 
256(3) 
2006 

û 同じサンプルにおける ACE 研究のアンケートに対する回答と医学的所見・身体検
査結果を組み合わせ、ロジスティック回帰分析を行ったもの。 
û ACE カテゴリの経験スコア全てについて、スコアが増加するにつれて有病率・相対リ

スクが段階的に増加した。ACE スコアがゼロの対象者と最大値の対象者の間で
は、複数の疾患を持っているという有病率で 3 倍の違いがみられた。 
û これは理論的には、発達中の脳がストレス応答に累積的にさらされ、結果として複

数の脳の構造と機能が損なわれることと並行して見られる。 

逆境体験 
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21  Adverse childhood 
experiences and life 
opportunities: shifting the 
narrative 
（幼少期の逆境体験と生涯機
会） 

Metzler, M., et 
al. 

Children and Youth 
Services Review, 
72 
2017 

û 実証的研究では、児童虐待やネグレクトを含む幼少期の逆境体験（ACE）は、
ライフコース全体及び世代を超えた健康の低下との関連を示している。一方 ACE
と教育・雇用・収入などの成人後の社会経済的地位との関係は、まだ未解明の部
分が多い。 
û 2010 年の行動リスク要因監視システムの ACE モジュールを使用して、ACE と成

人の教育、雇用、収入との関連性を調査した 10 州とワシントン DC のデータを分
析した。 ACE のない参加者と比較して、ACE スコアが高い参加者は、高校の中
退、失業及び連邦貧困レベル以下の世帯での生活を報告する可能性が高かっ
た。この証拠は、ACE を防ぐことは、世代を超えて影響する健康と障害にわたる機
会に影響を与える可能性があることを示している。 
û ACE を防ぐための改善点として、ACE と貧困の間の関連に関する理解の拡大が

挙げられる。 

逆境体験 

22  小児期逆境体験の影響に関す
る疫学研究 

伊角彩・土井理
美・藤原武男 

精神医学 61(10) 
2019 年 

û 小児期の逆境体験（ACE）が成人期に与える影響及び世代間を超えて与える
影響とそれらのメカニズムについての国内外の疫学研究を紹介する。 
û ACE は生物学的経路としては生理的なストレス反応が神経系、神経内分泌系、

免疫系のシステムに悪影響を及ぼし、それが身体的・精神的疾患につながることが
考えられる。また、心理社会学的経路としては、コーピング方略や自己制御が媒介
要因となり、ACE から生じるストレスに対処するために、不健康な生活習慣やリスク
が高い行動をとってしまい、それが長期的に健康を損なうという可能性がある。 
û また、母親の ACE は子宮内環境を悪化させ、胎盤を通して子供の自律神経系に

影響を及ぼすことも示唆されており、世代間での連鎖も予想される。 

逆境体験 

23  Children's age at parental 
divorce and depression in 
early and mid-adulthood
（両親の離婚時の子供の年齢

Kravdal Ø, 
Grundy E. 

Population Studies 
A Journal of 
Demography, 73 
2019 

û この研究の目的は、両親の離婚時の子供の年齢が、成人初期及び中年期のうつ
病に関連するかどうかを、薬物の購入記録を指標として評価することである。 

逆境体験 
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と、成人初期及び中期におけるう
つ病） 

û ノルウェーの人口行政登録データと処方データベースから、親の離婚を経験した 20
～44 歳の約 181,000 人と経験していない 636,000 人のデータを抽出し、兄
弟を比較した。 
û 2004 年の年齢、性別、出生順を制御すると、0～4 歳の時に親の離婚を経験し

た子供が 2004～08 年に抗うつ薬を購入する可能性は、15̃ 19 歳の時に両親
が離婚した子供よりも 12％、20 歳以上の時に親が離婚した子供よりも 19％高
かった。 ただし、親の離婚年齢と抗うつ薬の購入との関係は、女性と母親の教育
水準が低い女性の間でのみ明らかだった。 

24  Association of childhood 
adversities with the first 
onset of mental disorders 
in Japan: results from the 
World Mental Health 
Japan, 2002-2004 
（日本における小児期の逆境と
精神障害の最初の発病の関
連） 

Fujiwara T, 
Kawakami N, 
World Mental 
Health Japan 
Survey Group 

Journal of 
Psychiatric 
Research, 45(4) 
2011 
 

û 小児期の逆境体験（ACE）が後年の精神障害の重大な危険因子であることは
よく知られており、この研究では、ACE と日本の精神障害の発症との関連を明らか
にする。 
û 2002 年から 2004 年の世界精神保健調査日本調査(n=1,722)のデータを使

用し、回答者は診断面接（世界保健機関総合国際診断面接）を完了し、15
の精神障害の診断及び統計マニュアル-第 4 版（DSM-IV）障害の生涯有病
率を評価した。 
û 過去に遡って報告された 12 の ACE と精神障害の生涯有病率との関連につい

て、離散時間生存分析を使用して推定した結果、対象者の 32％が小児期に少
なくとも 1 つの ACE を経験したと報告した。ACE は高頻度で複数あり、親の精神
疾患は、重要な準加法効果を示した。ACE が 3 つある場合、精神障害に重要な
相互作用を示しており、ACE の数は、不安障害の発症に強い相互作用を及ぼし
ていた。 
û ACE の予測効果に関しては日本では、特に小児期に DSM-IV 精神障害の発症

の予測因子の 1 つであることが確認された。 

逆境体験 
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25  Socioeconomic position in 
childhood and cognitive 
aging in Europe 
（ヨーロッパにおける小児期の社
会経済的地位と認知的老化） 

Cermakova P, 
et al. 

Neurology, 91(17) 
2018 

û 本研究は小児期の社会経済的地位（SEP）が認知能力のレベルと高齢者の認
知機能低下率に影響を及ぼすかどうかを調査することを目的とした。 
û 多施設集団の研究である SHARE（ヨーロッパの健康、加齢及び退職の調査）

に登録された個人の前向きコホート研究を実施した。インタビューは認知能力の検
査（記憶、言語流性、遅延想起）及び小児期の SEP（参加者の 10 歳時の
世帯特性）について、約 2 年間隔で 6 波で行われ、線形回帰と混合効果モデル
による認知機能低下率との関係を使用して、SEP と認知パフォーマンスのレベルと
の関連を推定した。 
û 参加者はヨーロッパ 16 か国 20,244 人（ベースライン時の年齢の中央値 71

歳、女性 54％）。小児期の逆境体験と SEP は、ベースラインの認知能力の低レ
ベルと関連していた。この関連性は、臨床的及び社会的危険因子の調整後に減
衰したが、統計的に有意なままであった。小児期の SEP は認知機能低下の割合
とは関連しなかった。 

逆境体験 

26  Preventing Adverse 
Childhood Experiences 
(ACEs): Leveraging the 
Best Available Evidence 
（小児期の逆境体験を防ぐため
にー手に入る最高のエビデンスを
活用する） 

National 
Center for 
Injury 
Prevention and 
Control,   
Division of 
Violence 
Prevention  

Centers for Disease 
Control and 
Prevention 
2019 

û 本レポートでは、子供の頃の逆境経験（ACE）の影響を受けているアメリカ人の
数と、これらの種類のトラウマを防ぐことの潜在的な利点についての最初の推定を示
している。 
û 25 州の 144,000 人を超える成人を対象とした調査のデータから、アメリカ人の約

60％が小児期に少なくとも 1 つの ACE をしており、4 つ以上の異なる ACE を体
験した人は 15.6%に及ぶことがわかった。特に女性、ネイティブ・アメリカン、アラスカ
先住民及びアフリカ系アメリカ人は、4 種類以上の小児期のトラウマを経験するリス
クが高かった。 
û そのうえで、ACE を予防することで、米国の主要な死因について、冠状動脈性心

臓病 190 万件、肥満または過体重 250 万件、うつ病 2100 万件を予防できる
としているほか、最大 150 万人の学校中退を予防できるとしている。 

逆境体験 
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û これらの予防アプローチとして、家庭への経済的サポートの強化、暴力や逆境を防ぐ
ための社会的規範の促進、幼少期のケアの強化、スキルの教育、青少年を大人や
ケアプログラムにつなぐこと、即自的あるいは長期的被害への介入、をあげている。 

27  児童虐待の被害を測定する国
際的調査票の日本語版の作成 

坪井聡 科学研究費助成事業
研究成果報告書 
2014 年 

û 本研究では、小児期の逆境体験（ACE）を測定するための子供用の調査票の
日本語版を作成し、その信頼性と妥当性を検討することを目的とする。 
û 日本語版調査票は、一次翻訳、逆翻訳、逆翻訳をもとにした ACE 研究担当者

との協議、という過程を経て作成されている。 
û 精神的な健康の総合指標として一般健康調査票を用い、スコアが 3 点以上の者

を精神的な不調がある者と定義し、4 か月後に再テストを実施した。ACE スコアに
よる精神的な不調を持つ者の割合の変化を観察し、本調査票の妥当性を検討し
た結果、その信頼性と妥当性が示された。 

逆境体験 

28  The global economic 
crisis, household income 
and pre-adolescent 
overweight and 
underweight: a 
nationwide birth cohort 
study in Japan 
（世界経済危機、家庭収入と
青少年期の過体重及び肥満―
日本における全国出生時コホー
ト調査から） 

Ueda P, et al. International 
Journal of Obesity, 
39 
2015 

û 本研究では、低所得世帯の子供や、2008 年の世界経済危機に関連してマイナ
スの所得変動を経験した子供は、その後の景気低迷期に体重が悪化するリスクが
高くなるという仮説のもと、2001 年の特定の 2 週間以内に生まれた全ての子供を
含む全国縦断調査から、16,403 人の男児と 15,206 人の女児について、2001
年から 2011 年まで複数の機会に人体測定値と世帯特性に関する情報を収集し
分析した。 
û 危機の始まり（2008 年 9 月）と家計所得グループの相互作用、危機の始まりと

危機に関連した 30％を超えるマイナスの収入変化は、小児期の過体重と過体重
のリスクに関連するとして評価された。 
û 結果、世帯及び親の特性に合わせて調整された、低所得世帯の四分位の男児と

女児は、最高所得グループと比較して、危機発生後の過体重のリスクが大きく増加
した。女児の間では、危機の発生と過体重のリスクに関して、家計収入に 30％を
超えるマイナスの変化が見られた。最高所得グループの女児は、最低所得グループ
の女児と比較して、危機発生後の低体重のリスクが増加した。 

肥満 
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û 2008 年の世界的な経済危機に関連して、低所得世帯の男児と女児、マイナス
の所得変化を経験した世帯の女児は、過体重のリスクが高くなる可能性がある。経
済の不確実性に対する脆弱性は、思春期前の過体重のリスクを高める可能性が
ある。 

29  Socioeconomic Status and 
Overweight: A Population-
Based Cross-Sectional 
Study of Japanese 
Children and Adolescents
（社会経済的地位と過体重―
日本の子供と青少年の人口に基
づくクロスセクショナル調査から） 

Kachi Y. et al. Journal of 
Epidemiology, 
25(7) 
2015 

û 肥満の決定要因としての社会経済的地位（SES）について、日本の子供と青少
年の過体重との関連を調べた。 
û 2010 年の国民健康・栄養調査から身長と体重を測定し、日本人の子供（6～

11 歳：n=397）と青少年（12～18 歳：n=397）の代表的なサンプルの断
面分析を実施した。SES 指標には、家計収入、等価可処分所得、親の学歴及
び親の職業階級が含まれる。 
û 過体重の有病率は、子供で 12.3％、青少年で 9.1％であった。中所得世帯の

青少年は、年齢、性別及び親の体重の状態を調整した後、高所得世帯グループ
よりも過体重であった。同様に、低所得世帯の青少年は、高所得世帯よりも太りや
すい傾向があった。対照的に、子供の間で有意な関連は観察されなかった。これら
から、日本の青少年の間では、低い SES は、親の体重の状態とは無関係に、過
体重に関連していることを示した。 

肥満 

30  Trajectory of social 
inequalities in the 
treatment of dental caries 
among preschool children 
in Japan 
（日本の就学前児童の虫歯治
療における社会的不平等の軌
跡） 

Aida J, et al. Community 
Dentistry and Oral 
Epidemiology, 45 
2017 

û 本研究では、日本の就学前児童の虫歯治療における相対的・絶対的な不平等
の軌跡を測定することを目的とした。 
û 21 世紀出生児縦断調査（LSB21）のデータから、日本に居住し、2001 年 1

月 10 日から 1 月 17 日または 7 月 10 日から 7 月 17 日の間に生まれた新生
児を持つ家族を対象とし、虫歯治療歴と社会経済的地位（SES）に関する自己
申告アンケートを用いた。合計で、年次調査を通じて 2 歳半～5 歳半の 35,260
人の子供を追跡し、絶対不平等と相対不平等を評価した。 
û 2 歳半での虫歯治療率は、全ての SES グループで 10％未満だったが、5 歳半で

30％以上に増加した。SES の低い子供はより頻繁に虫歯治療を受け、相対的・

虫歯 
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絶対的な社会的不平等は統計的に有意だった。 不平等後輩指数 SII は期間
を通じて有意な増加を示し、2 歳半で 4.13%、5 歳半 15.50％の値を示した。
対照的に、相対的不平等指数 RII は全てのグループの治療率の増加とともに減
少した（2 歳半：1.83、歳半 1.53）。 
û 以上の結果から、日本において SES の低い就学前児童ほど虫歯治療率が高く、

子供の成長ととも絶対的不平等が広がっていることが示唆された。 

31  ʻOnly Fathers Smokingʼ 
Contributes the Most to 
Socioeconomic 
Inequalities: Changes In 
Socioeconomic 
Inequalities in Infantsʼ 
Exposure to Second Hand 
Smoke over Time in Japan
（「父親だけが喫煙する」と社会
経済的不平等に最も影響す
る） 

Saito J, 
Tabuchi T, 
Shibanuma A, 
Yasuoka J, 
Nakamura M, 
et al. 

PLOS ONE, 10(10) 
2015 

û この研究では、日本の乳児の受動喫煙曝露における社会経済的不平等の経時
的変化を調査した。 
û 2001 年に生まれの 41,833 人と 2010 年生まれの 32,120 人の乳児を対象と

した全国的なアンケート調査による横断調査から、幼児の受動喫煙暴露率を分析
し、世帯収入と親の教育レベルが関連していることを明らかにした。 
û 乳児における受動喫煙暴露率は 2001 年から 2010 年に低下した。不平等の

相対指数は、収入と所得に基づいて 0.85 から 1.47 に増加し、教育に基づいて
1.22 から 2.09 に増加した。不平等の勾配指数は、所得では 30.9 から 20.1
に減少し、教育では 44.6 から 28.7 に減少した。父親のみが屋内で喫煙する場
合、2010 年の乳児の受動喫煙における絶対所得の不平等の主要な要因であ
り、2001 年の 45.1％から 2010 年の 67.0％に重要性が増した。 

親の喫煙 

32  「日本語指導が必要な児童生
徒の受入状況等に関する調査
（平成 30 年度）」の結果に
ついて 

文部科学省総合
教育政策局 男
女共同参画共生
社会学習・安全
課 

文部科学省 HP 
（https://www.m
ext.go.jp/b_menu
/houdou/31/09/1
421569.htm） 
2018 年 

û 全国の公立小学校、中学校、高等学校、義務教育学校、中等教育学校及び
特別支援学校に対し、(1)日本語指導が必要な児童生徒の状況（①学校種別
在籍状況、②母語別（外国籍の児童生徒）・言語別（日本国籍の児童生
徒）在籍状況、③在籍人数別状況）、(2)日本語指導が必要な児童生徒に
対する施策の実施状況、(3)日本語指導が必要な高校生等の中退・進路状況
を調査した。 

日本語指導が
必要な児童生
徒 
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û 日本語指導が必要な児童生徒数は平成 26 年頃から急増しており、現在は総数
で外国籍児童生徒 4 万人、日本国籍児童生徒 1 万人を超える。同様に、これ
らの日本語指導が必要な児童生徒がいる学校、市町村数も増加の一途である。 
û 日本語指導が必要な高校生等は、全高校生等と比較して、中退率（日本語指

導が必要な高校生等 9.6%／全高校生等 1.3%）、進学率（同 42.2%／
同 71.1％）、非正規就職率（同 40.4%／同 4.3%）、進学も就職もしてい
ない者の率（同 18.2%／同 6.7%）に悪影響が見られ、進学や就職に困難を
抱えている状況が明らかになっている。 

33  生活保護世帯の保護者・子供
の生活状況等の実態や支援の
あり方等に関する調査研究事業 
報告書 

株式会社浜銀総
合研究所 

平成 30 年度 生活困
窮者就労準備支援事
業費等補助金 社会
福祉推進事業 
2018 年 

û 生活保護世帯の保護者・子供の生活状況等について調査した。 
û 生活保護世帯は例えば必要な食糧が買えなかった経験がある割合が高いなど、生

活はより不安定であることがうかがえ、ひとり親世帯（母子世帯）であることや精神
疾患等による困難など、保護者は複合的な課題を抱えている。 
û 子供自身も日常的な生活や進学において経済的な課題を意識しており、子供の

学習状況や不登校を経験する割合などからも、高校に進学し、その後の進学や就
職を経て自立に向かっていく過程における課題が多いことがうかがわれる。 
û 他方、生活保護世帯であっても、保護者の生活状況が比較的安定していれば子

供に見られる課題も少なくなることがみられる。例えば、保護者の心の状態も含む
健康状態が比較的良ければ、子供の生活習慣等に課題がみられる割合は低くな
っている。 
û また、今回の調査により、生活保護世帯の保護者に近年の制度変更に関する情

報が十分に届いていないという実態も明らかになった。 

貧困世帯の実
態調査 

 


