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原著

時間的展望を形成する方法としての
「展望地図法」の開発とその効果の検討
園

田

直

要

約

子

展望地図法は，20 答法，概念地図法を参考にして考案されたものであり，自己に関する命題を視覚
化・外在化しながら過去・現在・未来にわたる自己のストーリーを構成するものである。本研究は，
「展望地図法」の方法の意味，およびその分析の視点について，自己物語論の立場から論じた。さらに
展望地図法を体験することで，コヒアランス感と時間的展望体験尺度得点が有意に上昇することを実
証し，この方法が時間的展望の形成に役立つことを明らかにした。
キーワード：時間的展望，概念地図法，自己の再構成，コヒアランス感

図法の応用である。展望地図法はこの 2 つの方法を統

問 題 と 目 的

合したものである。

園田・穴井（2003）は，育児期女性が自分自身の生

鍵概念に含まれる命題同士のつながりを図示する方

き方を見直し，コヒアランス感（Sense of Coherence ;

法は，「概念地図法」（Novak ＆ Gowin, 1992, Novak,

SOC)註1) を高め，育児不安を低減することを目的とし

1998, 田中・福岡，2001，弓野，1997，Yumino ＆ Yechuk,

たワークの中で，自分自身に関する記述を時間軸に

Currah 1997,）と呼ばれており，本来は児童生徒の教

沿って空間的に配列し，過去・現在・未来の自分がど

科学習の学習法のひとつとして考案されたものであ

のように関連しながら変化していくかを視覚的に確か

る。この方法は概念を外在化することで，学習材料の

める技法（展望地図法）を独自に開発した。この技法

意味の理解を促進することをねらっている。さらに，

は 自 己 心 理 学 の 研 究 法 で あ る 20 答 法（Kuhn &

学習者の思考を促し，学習者と教師の双方が知識の構

Mcparland,1954），さらにその方法を応用し，場所や

造を把握するために有効であると言われている。この

時間の文脈の中での「私は誰？」に対する答えを記述

方法は，知識が構築される過程を理解し，新しい知識

するという文脈つきの 20 答法（Cousins，1989，園田・

の獲得を援助するために有効であると Novak らは論

ロイヤス，1996）の方法に基づいたものである。

じている。

すなわち，(ⅰ)「今の私は〜」，
「過去の私は〜」，
「未

また，展望地図法の技法の背景には，時間的展望の

来の私は〜」のそれぞれの時間の文脈に応じて「私は

研究において，過去・現在・未来を円によって視覚的

〜」に続く自分をあらわす命題（短文または単語）を

にあらわす方法として「サークル・テスト」（Cottle，

記述し，
（ⅱ）それぞれの記述を，命題同士の有意味な

1976）と同様の発想がある。サークル・テストは，過

関係をあらわすように空間的に配列し，それぞれのつ

去・現在・未来の円の大きさと位置関係によって，3 つ

ながりを図示するものである。（ⅰ）の方法は文脈つ

の時制のどこが重要視されているか，また時制同士の

き 20 答法の技法の応用であり，（ⅱ）の方法は概念地

統合の程度を見るものである。先行研究において 3 つ

久留米大学文学部
註 1)Sense of Coherence に関してはアントノフスキー(2000）に詳しい。
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の円が分離しているよりも「接している」
「重なってい

概念

る」ように描画する参加者のほうが自己の統合度が高
い（都筑，1993，白井，1996，日潟，2008）という知

下位概念

下位概念

見が得られている。すなわち，過去・現在・未来の自

命題

命題

己が関連づけられていることが描画された円によって

命題

命題

視覚的に確かめられるのである。展望地図法は，個々

命題

の命題の内容と命題間の関連を重視する概念地図法

命題

命題

と，自己概念を「過去」「現在」「未来」という時間の

図1

概念地図の例

まとまりとしてとらえ，3 つの時制の関係を重視する
サークル・テストの両方の観点を併せて解読すること

現在・未来の自己を出来事法（Wallace, 1956, Cottle,

ができよう。

1976）で表現した場合と展望地図法で表現した場合に

園田・穴井・津田（2003）は，育児期女性の心理的
特徴がこの方法によって作成された「地図」の形に反

時間的展望やコヒアランス感がどのように変化するか
を検討する。

映されていることを示した。しかしこの時点ではこの

これらより，時間的に変化する自己を視覚的に外在

方法を単に「私の地図」と呼んでおり，定まった手順

化し，ストーリー化することによって，時間的展望が

のある技法として特定の名称を用いていなかった。そ

再構成され，可能自己が創出されるという展望地図法

れ以後，園田（2007）はこの方法の実施のしやすさ，

の活用可能性に関する理論的・実証的な検討を行い，

この方法を実際に体験した参加者が自分自身の現在の

展望地図法が時間的展望を形成する有効なツールであ

状態をより深く理解できるという効果，参加者本人だ

ることを示すことを目的とする。

けでなく，第三者も理解しやすいという利点，等の経
験的事実を積み重ね，また地図のパターンを数多く収

Ⅰ

集し，分類するという経緯を踏まえ，
「時間的展望をつ

リーの外在化の意義：自己の再構成

くる」ための技法のひとつとしてこの方法を紹介し，
暫定的に「展望地図法」と呼んだ。

概念地図法による過去・現在・未来の自己ストー
概念地図法とは，図 1 に示すように命題の形をとっ

て，概念間の有意味な関係の表現をねらうものであり，

本稿は，園田らが考案したこの技法の名称をあらた

概念と命題を外在化する技法である（Novak ＆ Gowin,

めて「展望地図法」と確定し，この方法によって何を

1992）
。この技法は，元来子どもの学習を促進する方

知ることができるか，さらにその技法の実践的意義を

法として考案され，活用されてきた。その人が保持し

論じることを目的とする。
「展望地図法」と命名した

ている概念や，既知の概念間の関係を概念地図によっ

のは，この技法が自己の時間的展望を概念地図で表し

て表現する作業を通して，単にすでに理解しているこ

たものであるという意味である。また，筆者がこの技

とを表すだけではなく，それまでには気付いていな

法を概念地図法と同様に，あらかじめ頭の中にある自

かった概念間の命題的関係を積極的に構成することが

己に関する命題を単に地図に反映させるテストとして

重視されている。その中で，地図を作る生徒も，それ

ではなく，地図を構成することで自己に関する命題が

を見守る教師も新しい結合関係を発見するのである。

形成・再形成されて過去から未来に渡る自己ストー

少なくとも，地図を作る以前には意識していなかった

リーを創出していくワークとして位置付けているから

新しい意味を認知したことに気づくという点に最も重

である。

要な意味がある。

本稿ではまず，
（Ⅰ）自己を時間に沿って概念地図法
で表現し，自己のストーリーを視覚的に構成すること

概念地図法によって各人が保持している概念や命題
を外的に表現することは，
知識を個人の中にとどめず，

によって未来の可能自己が創出されるプロセスについ

第 3 者（教育場面においては他の子どもや教師）と共

て，概念地図法と物語論の視点から論じる，
（Ⅱ）次に

有できる有効な手段となる。すなわち，どの命題の結

展望地図の手順の紹介およびこれまで得られた事例か

びつきがより重要か，またどの概念とどの概念が結び

らいくつかの典型的なパターンを提示し，展望地図の

つくことでより完全なものになるか等についての意見

表現方法とその意味するものについて論じる，
（Ⅲ）さ

の交換を生徒と教師の間で行うことが可能になるので

らに，展望地図法によって可能自己が創出されること

ある。あるいは，生徒が間違った概念理解をしている

を実証的に確かめるために，大学生を対象に，過去・

ことを教師が発見し，効果的に指摘することも可能に
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なる。成人であれば，自分自身が 2 重の視点をもつこ

し，このような活動には数カ月，数年という長い時間

とで，自分自身の保持している概念を点検・吟味する

がかかることが多い。
著者はその意味で，概念地図法を，誰にでも実行可

ことが可能になるであろう。
このように，概念地図法は，
（ⅰ）個人の持っている

能で，他者との親密な関係を前提とせず，時間と労力

概念の外在化，
（ⅱ）概念同士の命題的関係を視覚的に

が比較的かからない心理的支援のためのワークとして

表現すること，
（ⅲ）それによって，第 3 者と概念を共

位置づけることから出発した。展望地図法はこのよう

有し，それについて意見を交換することができる，あ

な実際的な利点をもつという前提にたった上で，展望

るいは，自分自身の視点を二重化し，再帰的に自分の

地図を構成することは，自分史等を通じて自分の物語

思考を点検できるという特徴をもつ。さらに，外在化

を作りあげることに匹敵する効果があることに注目す

することによって（ⅳ）保管し，後日，別の場所で第

るものである。

3 者と共有することや，自分自身で見直すというよう
以下に浅野（2001）が論じた物語論の視点からみた

に，概念を検討する時間・空間を広げることを可能に

自己の生成過程についてまとめる。

する。
著者はこれらの特長を持つ概念地図法の技法が，学
校教育における学習場面だけでなく，自己理解をすす

物語論は社会的構成主義の立場にたつ視点である

め，新しい自分を発見する心理的なワークとして，と

が，自己とはあらかじめ「ある」ものではなく，他者

りわけ時間的展望を形成する有効なツールとなると考

に語ることを通じて生み出されるものであるとする立

え，自己概念の再構成をはかる技法として使用する可

場にたっている。例えばカウンセリングの場面での語

能性を検討してきた。そして，概念地図に時間軸を導

りや自分史は単なる記録ではなく，過去を物語へと加

入することによって，現在の自己を表現するだけでな

工することで現在の自分を作り出しているといえる。

く，「変化してきた自己」「これから変化していく可能

たとえ他者が存在しない場合でも我々は自分自身に向

性のある自己」を表現することができると考え，
「展望

かって語ることによって自己を作りだしている。

地図法」として技法を定式化したのである。

ここでいう「（自分についての）物語を作る」とは，

時間的流れに沿った自己の変化のプロセスをまと

「自分を中心にした一定の角度から」
「出来事を選び出

め，形にすることは，
「自己を物語る」と言い換えられ

し」
「出来事と出来事を関連づける」ことによって行為

るが，それは通常それほど容易なことではない。ひと

や体験に一定のまとまりや整合性をもたせることであ

つはそれ自体が一人で行うには困難であること，もう

る。しかしこのようなまとまりや整合性は自然・必然

1 つはそれを行うことを正当化する社会的文脈が必要

に生まれてくるものではない。一定の角度から行為や

であるからである。自己を物語ることは日常会話とは

体験を取捨選択し，かつそれらを一定の筋に従って配

異なる。会話は交互に発言するが，物語は一方的に長

列していくことによってはじめて生み出されるのであ

時間話し続けるものである。一方が長時間自分につい

る。したがって，自己が「中心」であるのは，その人

て話し，他方が長時間それを聞くということは日常で

のもつ無数のエピソードが首尾よく選択・配列されて

はそれほど多くない。例えば，母親が子どもに昔話を

いる限りにおいてのことである。逆に言うと，そのよ

語る，
子どもが家に帰って学校での出来事を親に話す，

うにエピソードを首尾よく選択・配列することで，世

友人に自分の恋愛について相談をもちかける，就職活

界の中で自己を中心に据えることができるともいえよ

動で自己 PR をする，などの場面が日常において自分

う。

を物語る場面に該当するであろうが，いずれも自分の

物語化はある人が自分を中心にしてつくるバイアス

ある特定のエピソードについて限定的・断片的に語る

（歪みや偏り）ともいえるが，ある意味，このバイアス

だけであり，それらを総合した「自己」を語るわけで

自体が自己そのものであると考えるべきである。バイ

はない。また，親密な友人や恋人や特別な理由にもと

アスがなくなったら無数の行為と体験が無差別に（選

づくインタビューなどでなければ他者は自分の物語を

択されることなく）散乱する混沌状態であり，中心と

聞いてくれる時間と労力を割いてくれないであろう。

なるべき「私」を見出すことができなくなる。「私」が

普通の人が自分についての長い物語を語る場面として

いることはこの混沌状態に選択と配列を，したがって

は，自分史の執筆，カウンセリング，セルフヘルプグ

必然的にバイアスをもたらすことと同じである。自己

ループなどの特別な制度的な文脈が必要である。しか

とは絶え間なく続く「心の中のおしゃべり」によって
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て一貫した自己同一性が産み出される。

産み出され，支えられているのである。

逆に，自己物語を書き換え，これまでとは異なった

さらに，浅野（2001）は物語には次の 3 つの特徴が

自分を産み出すためにはこの「語り得ないもの」を見

あると論じている。
(1)語り手の視点と，語られた物語の登場人物の視

えるようにすることによって，一貫性や完結性を揺さ

点という視点の二重化がおこる。つまり語り手が聞き

ぶっていけばよい。（以上，浅野，2001 を著者の解釈

手に語りかけている文脈と，語られた登場人物が活躍

にもとづき加筆修正して要約）

する世界の文脈がある。物語を語ることはこの 2 つの
文脈を連関させることである。例えば「それが私の不

展望地図法は，「語る自分と語られる自分の視点を

幸のはじまりでした」というように，語り手の自分は

二重化し，ある一定の自分の視点（育児期女性であれ

知っているが，登場人物としての自分はそれを知らな

ば，今の自分は育児に専念しているという視点）から

いで行動を選択しているというような語りである。

エピソードを取捨選択し，時間の流れに沿って首尾一

(2)それぞれの出来事を時間軸に沿って構造化する

貫するように配列することで他者にも納得できるス

語り。無数の出来事の中から意味のあるものだけを選

トーリーを作る」という意味で，自己物語の特長を備

びだして相互に関連づける作業，すなわち選択と配列

えている。また，ワークの中では，全体の筋に統合で

が行われる。これによって語られた世界は意味と方向

きず，どこに位置づけたらいいのかわからない命題が

性をもった時間的流れを産み出すものとなる。

しばしばあり，参加者が困惑する事態が生じる。それ

その基準は「物語の結末」によって与えられる。す

をファシリテータと話し合いながら他の命題の中に位

なわち結末が納得いくものになるかどうかを基準にし

置づけ，関連づけることで，地図を作る前までに持っ

て，どのような出来事をどのように関連づければいい

ていた自己物語を書き替える作業をしているといえよ

のかが決まってくる。逆に，最初に語られていたのに

う。

最後までそれの意味がわからないままのエピソードが

このように，展望地図法は「自己は物語ることによっ

ある場合，それは十分に回収されなかった伏線（余分

て作られる」という物語論と共通する特長をもってい

なエピソード）となり，物語の完成度を著しく下げて

る。ただし，浅野（2001）と展望地図法のねらいが決

しまう。つまり，物語は単なる事実の羅列ではない。

定的に異なるのは，浅野が「今の自分」を物語の結末

特定の視点からなされる事実の選択・配列によって成

と位置づけているのに対し，展望地図法では「現在か

り立つ。視点が異なれば選択・配列も異なり，異なっ

らみた未来の自分」を結末として位置づけることを試

た物語が産み出されるだろう。

みていることである。未来の自分は，今の自分がもつ

このことは，ある 1 つの物語は「いつでも違ったよ

願望，期待，希望，欲求などが反映したある意味虫の

うに語り得る」という潜在的可能性を下敷きにして語

いいエピソードとして記述されるが，展望地図法の目

られていることを意味している。今語られている物語

的は，現在が充実できないという悩みを持つ対象者に

は「ある一定の視点から見たならば」ということを示

対して，過去，現在と望ましい未来を結びつけること

唆している。自分についての物語は「今の自分」が結

によって現在の状況が偶然ではなく必然性と意味を

末である。その結末を納得のいくものとするように配

もっていることに気付き，現在のもつ意味を見直すこ

置される。

とができるように自己を再構成することであるからで

(3)物語は本質的に他者に向けられた語りである。

ある。

したがって「納得のいく筋がき」というのは「他者の

これらのことを踏まえ，図 2 に展望地図を作成する

視点」を前提にしてはじめて意味をもつ。物語が納得

ことによって自己の再構成のプロセスがどのように生

のいくものとして受け入れられ，共有された現実にな

じているかを図示した。図に示すように，対象者は自

るのは，自己と他者の視点の差異が乗り越えられるこ

分に関する命題を台紙の上でつじつまが合うのうに配

とによる。すなわち「納得」というのは聞き手（他者）

列するために試行錯誤しながら地図を作成していく過

を納得させるように事実を選び，一部の事実を語らな

程の中で，
それまで持っていた，
あるいは無意識であっ

いことによってつじつまを合わせることことにほかな

た自己概念の編集・読み替えを行う。その結果，自己

らない。どれほど首尾一貫しているように見える自己

概念の再編成がなされ，過去と現在と望ましい未来の

物語にも必ずこのような「語り得なさ」が含まれてお

可能な自己がつながり，新たな現在の意味を発見する

り，これを隠蔽し，見えなくすることによってはじめ

のである。
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は単語で自分を記述する。
書き終わったら次のように教示する。
「これから

将来の自己（可能自己）

私の『地図』を作ってもらいます。地図というのは，
ある場所からある場所に行く道筋を知るために使い

外在化・
外在化・
視覚化
視覚化

ますね。これから今書いた付箋紙をこの台紙に貼っ
展望地図

て行って，「私」はどこから来て（過去）
，今どこに

過去・現在・未来の自分
の再構成

ジを作っていただきます。スタート，ゴールの場所

いて（現在）
，どこに行くのか（未来）
，というイメー
は自由です。また出来上がりの形に決まりはありま

自己
己に
に
関す
する
る命
命題
題
自
関

文脈

せん。ただし，時間の流れがわかるようにすること

リフ
フレ
レ
クシ
ショ
ョ
ン
編(集
集 ･
リ
ク
ン
（編
･
読み
み替
替え
え）
）
読

現在
現在

と，似た内容の言葉を近くに集めることに注意して
ください。付箋紙は自由に貼り直しができるので，
自分で納得がいくまで貼り直しながらそれぞれの言
葉を貼る位置を考えて決めてください。途中で足り
ない文章を思いついたときは書き足してください。
貼る位置が決まったらのりづけし，関連のあると
ころを線で結び，どんな関連があるかという線の意

過去（データベース）
過去（データベース）

味やその他，地図を見た人がわかりやすくなるよう
図2

に必要な説明を書き込んでください。」

展望地図法による自己の再構成のプロセス

所要時間は 60 分前後である。できあがったら，
近くの人とお互いに自分の地図について説明する時

Ⅱ

間を設ける。

展望地図の解読の視点
このセクションでは，展望地図法の具体的な手順と，

地図の類型と SOC

地図の解読のしかたについて，先行研究を参照しなが
らまとめる。

はじめに述べたように，この技法はコヒアランス感

展望地図法の標準的な方法

（Sense of Coherence ; SOC）を高めるワークの開発の

必要なもの：付箋紙（ポストイット）75㎜× 25㎜

中で考案されたものであった。従って，展望地図のパ

3 色各 20 枚，のり，台紙（特に決まっていないが，

ターンと SOC との関係についてこれまでいくつかの

A3より大きいものがよい。横長い形のほうが使い

知見が得られている。

やすい。）カラーサインペンなど（書き込み用）

園田・穴井・津田（2003）では，①分離型（図 3）
，

手順：まず，付箋に過去，現在，未来の自分に関する

②鎖型（当時は一部格子型と呼んでいた）
（図 4）
，③格

命題を 5 項目以上書く。過去，現在，将来はそれぞ

子型（図 5）の 3 つの類型があることを示し，コヒアラ

れ違う色の付箋紙に書くようにする。最初に「現在」

ンス感（SOC）との関連を見出している。すなわち，

次に「過去」最後に「未来」について思いつく限り

過去，現在，未来のつながりが示されていない分離型

「
（現在の・過去・未来の）私は〜」に続く短文また

の地図を作った対象者は SOC が低かった。一方，命

過去
過去

現在

過去

図3

分離型の例

現在

未来
現在

図4

鎖型の例
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SOC が高い人は過去・現在から未来に至る道筋に矛盾
のない一貫した物語を作っていた。一方，SOC が低い
人は，将来には期待や願望が反映されたポジティブな
出来事が語られていたが，ネガティブな過去や現在と
は飛躍や断絶があり，どのように将来と結びつくかが
表現されていなかった。この結果もまた過去・現在・
将来に関する命題が関連づけられていることが高い
図6

SOC と関係があることを示している。

混乱型の例

展望地図の解読の視点
題が分類され，次に過去・現在・未来がひとつの鎖の

これらの先行研究をまとめると，図 7 のようにまと

ようにつながっている鎖型，さらに命題が関連づけら

められよう。すなわち，展望地図は，適度な量の命題

れ，全体が縦（意味のまとまり）と横（時間の流れ）

の選択，それらを時間に沿って配列できるかどうか，

にもとづいて重層的に格子状に整理されている格子型

命題同士の意味にもとづく関連づけができているかど

の地図を作った対象者の順で SOC が高かった。この

うか，全体が時間と意味のつながりにもとづいて重層

ことから，出来事がつながっていること，時間に沿っ

的に関連づけられているか，自分でそれらの関連を説

た自分の人生の筋書きがあることが SOC，すなわち困

明できるか，
という視点で見ることができる。しかし，

難な状況に直面したときに自分の持っているさまざま

個々の事例は必ずしも典型例とは一致しておらず，さ

な資源を活用して対処する力の高さと関係があること

まざまなバリエーションがある。詳細な分析を行うた

が示された。分離型の展望地図を作る育児期女性は，

めには更なる検討が必要であろう。

結婚・出産前の過去の自分と育児に専念している現在
の自分の間に断絶があり，そのために将来の自分のイ

Ⅲ 展望地図法が時間的展望および SOC に及ぼす影

メージを持つことができず，時間的展望が不安定に

響についての実証的検討
時間的展望の研究でしばしば用いられる「出来事法」

なっている状態であると解釈している。この状態を
「時間的展望がない」と表現することができるであろ

は，過去・現在・未来におこった（起こりうる）出来
事を短い文章で書き出す，という方法である。この方

う。
穴井・園田（2004）では地図のもうひとつの型（混

法は，展望地図法が命題同士の関連づけを行うことを

乱・未整理型）が見出された（図 6）。分離型のように

目的としているのに対し，記述を行うだけで出来事同

出来事はバラバラではないが，つながりが整理されて

士の関連，また，過去・現在・未来の関連づけを行わ

おらず，混乱している地図である。ただし，分離型は

ない。この方法は，研究者が対象者の過去・現在・未

命題の数が少なく全体にストーリーが希薄な印象があ

来をどのようにとらえているかを知るには役にたつ

るが，この型は命題数が非常に多く，その関係も濃密

が，対象者自身にとってはすでに知っていることを記

で複雑ではあるが，一方で未整理で混乱しているとい

述するだけで，図 2 あるいは図 7 のような「編集・読

う特徴がある。このような地図を作る対象者は講座受

み替え」がなされにくい。つまり，自己ストーリーの

講前には SOC 感が高いが，講座後に低下することが

再編成の手段としては不十分であるといえよう。

多かった。これは講座を受講し，自分を振り返ること

ここでは，大学生を対象に，過去・現在・未来の自

で，それまでは語らずにいたことで安定していると

己を出来事法で表現した場合と展望地図法で表現した

思っていた自己物語の筋書きが，実は整理しきれない

場合に時間的展望やコヒアランス感がどのように変化

たくさんの出来事を含んでいることに気付き，混乱し

するかを比較する。それによって，展望地図法を行う

たからではないかと解釈できる。

ことで参加者の自己概念が再編成されること，それに

さらに，園田・森川（2004）は，記述の内容を分析

よって単に自分を知るだけではなく，これまで気付か

し，SOC の高い人と低い人は，地図上に表した将来の

なかった将来の可能自己に気づくためのワークとして

記述内容そのものには大きな違いがなかったが，過去

の実践的な意味があることを実証的に示すことを目的

と現在についての語りと，将来についての語りとの矛

とする。

盾の有無に違いがあったことを示した。すなわち，

方
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対象者：大学 2 年生 93 名。
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編集作業
出来事の選択

少

少

適

多

時間にそって配列

関連付け

何を選択すべきか なし 時間が考慮され 少
わからない。思い
ていない（混ざっ
出せない。言語化
ている）
できない。
ある程度の選択は あり 全体が時間の 少
できる
流れに沿って配
列されている

全体の筋（まとまり）

書き込み（説明）

典 型
SOC
タ イ プ
分離型 低

島ごとに分離して 1本 多重的な自己表
いるところが多い の時 現（複線になって
間 いる）

ほとん 説明ができな
どなし い

過去・現在・未来 1本 過去・現在・未来
ごとのまとまりは の時 という1本の筋の
ある
間 流れがある

ある程 ある程度説明 鎖型
度ある がある

中

現在の自分の状
全体が時間の
態にあわせて選択
流れに沿って配
あり
適
できる。
列されている

時間のまとまりと 格子 時間の流れと意 説明 全体を自分な 格子型
意味のまとまりが 状 味のまとまりが多 のため りに解釈してい
整理されて関連
重的にまとまって の書き る
づけられている
いる
込み
関連が多すぎて
全体がまとまら
多くの 多くのことを思 混乱型
錯綜している
ず、ごたついてい 書き込 いつくが、収集
過多
混乱
る
み
がつかなくなっ
ている

高く安定

現在の視点が明
部分的には時
確でないので、あ
間配列がある
過多
れもこれもと出来
事を選択していま

高いが不
安定

図7
60

展望地図の型の分類と SOC との対応

＊＊
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1.5

＊＊

＊＊

＊＊

＊＊

4

3
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出来事法
展望地図法

1
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0.5

図9

手続き：①「出来事法」により「現在の自分」
「過去の

出来事法と展望地図法における時間的展望体験尺度の得点

検討した。
図 8 に示したように，出来事法実施後の SOC 得点

自分」
「未来の自分」について，10〜20 の短い文章ま
たは単語の命題を記述する。

希望

展望地図法

出来事法と展望地図法における SOC の得点

過去の受容

出来事法

図8

目標

0

現在の充実

0

10

は 50.04，展望地図実施後は 53.62 であり，t 検定の結

② SOC 尺度（13 項目の短縮版。7 件法で 81 点満点），

果，t＝7.07，p＜.001 で有意な差があった。

および白井（1997）が作成した時間的展望体験尺度
を実施。時間的展望体験尺度は「現在の充実」
「目標」
「過去の受容」「希望」の 4 つの下位尺度から構成さ
れており，5 件法で回答するものである。

また，時間的展望体験尺度についても同様に差を検
定したところ，現在の充実（t＝3.71，p＜.001）
，目標
（t＝6.09，p＜.001）
，過去の受容（t＝4.49，p＜.001）
，
希望（t＝3.01，p＜.01）でいずれも有意な差がみられ

③｢展望地図法」を実施。作成後，自分の地図について
ペアを作ってお互いに説明をした。

た（図 9）
。いずれの尺度および下位尺度においても，
出来事法の後よりも展望地図法を行った後のほうが得

④②と同じ，SOC 尺度と時間的展望体験尺度を実施。

点が高くなっていることが確認された。

結 果

考

察

結果は，出来事法実施の直後の SOC 得点と時間的

本研究は，育児期女性の心理的支援のために開発さ

展望尺度得点と，展望地図法実施直後の SOC 得点と

れた「自分の生き方を見直す」ための技法を展望地図

時間的展望尺度得点を比較し，両者に違いがあるかを

法と名付け，まず，この技法の成り立ちおよびその分
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時間的展望を形成する方法としての「展望地図法」の開発とその効果の検討

Examination of the effect of the “Cognitive Map of Time Perspective method” on
constructing time perspective.
NAOKO SONODA (Faculty of Literature, Kurume University)
Abstract
The method of “Cognitive map of time perspective” is the one designed referring to 20 ‒statements- test and the
Concept Map method. This method is designed to compose one's own story during the past, present and futures,
visualizing and arranging the propositions concerning the self. The present study discussed the meaning of the
method of “Cognitive map of time perspective” and the aspect of the analysis from the standpoint of the self-story
theory. In addition, it was clarified that it was proven that the Sense of Coherence scale and the experience of time
perspective scale rose significantly by experiencing the work of the “Cognitive map of time perspective method”.
The result showed that this method was useful for the formation of positive time perspective.
Key words : time perspective, cognitive map method, re-construction of self, sense of coherence
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