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発達障害児親支援における「ペアレント・トレーニング」の効果：

“応用行動分析を用い，子の行動への理解・対処スキルをめざす，親訓練プログラム”

(大隈・伊藤，2005)。

• いいところを見つけ，褒める → 子どもの行動への「肯定的見方」獲得

• メンバーからの受容・共感 → 感情の安定

(井澗・上林, 2011; 井澗・上林, 2013) 

課題：ぺアトレの効果の阻害要因、効果の維持の難しさ

①感情制御不全により冷静な観察や手続きの実行ができない (宮澤・小関・小関,2012) 

②獲得スキルの維持 (Baker, Heifetz, & Murphy, 1980) 、自信の維持 (井澗・上林，2013) 

③支援における物理的・心理的負担感（ドロップアウトなど）

「感情制御力の向上」や「ぺアトレのフォローアップ」を支援することで、
よりぺアトレの効果を促進できるのでは。

１．問題と目的：ぺアトレの効果と課題
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 課題：ぺアトレの効果の阻害要因、効果の維持の難しさ

①感情制御不全により冷静な観察や手続きの実行ができない (宮澤・小関・小関,2012) 

②獲得スキルの維持 (Baker, Heifetz, & Murphy, 1980) 、自信の維持 (井澗・上林，2011) 

③支援における物理的・心理的負担感（ドロップアウトなど）

本研究の目的：「認知的感情制御」「応用行動分析」を支援するアプリ開発、及び効果検証

①研究１：認知的感情制御（cognitive emotion regulation）スキル向上アプリ「自分ナビ」開発

②研究２：応用行動分析（ABA）の学習・復習への支援アプリ「保護者ナビ」開発

③研究３：ぺアトレと①もしくは②のアプリを組み合わせた実践を実施し、効果を検討

①の親の感情コントロール、②ぺアトレ等で獲得したスキル・関係性の維持
を可能にするような、心理的・物理的負担感の少ないICTツールが必要では？

１．問題と目的：ぺアトレの効果と課題

※認知的感情制御：感情生起の早い段階で、
注意や考え方を変えることで感情をコントロールする方略



「自分ナビ」でできること

「気持ちのモニタリング」に関する
心理学の知見（認知行動療法）を気軽に学び、

自分の気持ちのコントロールに活用できる！

モニタリングの結果を記録することで、
振り返りや共有ができたり、アドバイスがもらえる！

モニタリングの結果や支援の記録を蓄積して、
より役立つ支援を見出すことができる！

心理士によるサポートのサービスを受けることができる！
（チャット/コメント機能を生かした専門家との連携）

２．研究１
「自分ナビ」開発
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【自分ナビ】の全体像と２つの機能
ー自分の辛い気もちに気づき，その気持ちを和らげることを目指します

 Step1：気持ちがわくメカニズム
① つらい気もちの「きっかけ」
② つらい気もちになる「考え」
③ どんな「気持ち」？
 Step2：気持ちが楽になるメカニズム

① つらい気もちの「きっかけ」
② つらい気もちが楽になる「考え」
③ どんな「気持ち」？

「指定したメンバー間」で，
記録共有/コメント

① 気持ちのモニタリング機能 ② つながりのサポート機能

「心理士」との間で個別に
記録共有/コメント

★ 心理士からの個別サポート

※詳細は次ページ

★ 特定メンバーとのグループ交流

－認知再構成の枠組みで，怒りにつながる
認知に気づき，緩和していきます。

－特定のメンバーや心理職と1対1で
グループを組み，安全に交流できます。

ビ」開発
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１）「選ぶだけ」で，自分だけの「怒りがわくパターン」が分かる。
• 選択肢をもとに，「きっかけ」→ 「考え」→ 「気持ち」を「選ぶ」だけで，

自分の「怒りがわくパター ン」がモニタリングできます。

２）「選ぶだけ」で，自分だけの「怒りが和らぐパターン」が分かる。
• 怒りを和らげるヒントになる「別の考え方」が，選択肢に入っています。
• ヒントを手掛かりに， 「きっかけ」→ 「別の考え」→ 「気持ち」を「選ぶ」だけで，

自分だけの「怒りが和らぐパターン」がモニタリングできます。

３）体験を記録する，「モニタリング日記」としても使える。
• 「きっかけ」「考え」「気持ち」のそれぞれには，自由に記述できるコメント欄があるので，

より詳しい体験を，日記のように記録することもできます。

「気持ちのモニタリング」機能のポイント
自分なりの「怒りのパターン」を知って，変えられる！

①「気持ちのモニタリング」のサポート

２．研究１
「自分ナビ」開発
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②親同士や専門家との「つながり」のサポート
親同士や専門家との「つながり」機能のポイント

仲間と一緒に，自分の怒りに向き合える。

１）親御さん同士で体験の共有 ⇒ 共感・助言のコメントがつけられる。
• 信頼関係のある親御さん同士で，グループ化ができる。
• 自分の特定の記録を，共有したり

相手の共有された記録に，コメントをつけることができる

２）支援者とも体験の共有⇒ 共感・助言のコメントをもらえる。
• 支援者も一緒に，グループ化ができる
• 自分の特定の記録を，支援者に共有し，相談/共感・助言をもらえる。

２．研究１
「自分ナビ」開発
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気持ちのモニタリング機能：【STEP1】怒りがわくパターンを知る

①怒りの「きっかけ」
を選びます

子どもの行動 / 自分の体調など…

例）
• 子どもの癇癪，
• 子どもが約束を守れない，
• 自分が寝不足，

＋ 具体的な出来事を，
自由にコメントすることもできます

２．研究１
「自分ナビ」開発
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気持ちのモニタリング機能：【STEP1】怒りがわくパターンを知る

もううんざり。いい加減にして

② 怒りにつながる「考え」
を選びます

非難/被害感/対処への自信なさ…

例）
• 周りに迷惑かけている
• 対処にうんざりする，
• おかげで自分の仕事ができない，
• 対応できない，

＋ 具体的な「考え」を，
自由にコメントすることもできます

２．研究１
「自分ナビ」開発
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③ 結果としての「気持ち」
を選びます。

カッとなる/むしゃくしゃ/イライラ
…

＋その「イメージ」を選びます。

直観的に合うものを…

気持ちのモニタリング機能：【STEP1】怒りがわくパターンを知る

２．研究１
「自分ナビ」開発
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気持ちのモニタリング機能：STEP１（怒りがわくパターンの表示）

結果：自分の「怒りがわくパターン」
が表示されます。

どんな「きっかけ」で，
何を「考える」と，

どんな「気持ち」になるのか，
のパターンが一目で分かります。

※【STEP2】についても，流れは同様

２．研究１
「自分ナビ」開発
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①自分の記録の共有

他の親や専門家に
「共有するにあたってのコメント」

をつけたり

「どのように共有するか？」
（共感だけほしい・助言がほしい等）

を選ぶことができます。

親同士や専門家との「つながり」のサポート：「自分の記録」の共有

→ただ共感してほしいのに，
アドバイスされるようなことはなくなります。

２．研究１
「自分ナビ」開発
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親同士や専門家との「つながり」のサポート：
「相手の記録」へのコメント

②相手の記録へのコメント

相手の意図
（共感だけほしい
or助言がほしい）

を知ったうえで，
コメントができます。

他の親御さんの記録を見て，
共感や励ましの思い，アドバイスを伝えられます。

２．研究１
「自分ナビ」開発



気持ちのモニタリングアプリ「自分ナビ」の活用法
ー ペアレント・トレーニング（ペアレント・プログラム）との併用 ー

①ペアプロ参加 ②「自分ナビ」使用

★ペアプロで学んだ知識を，自分の「怒りのコントロール」に役立てる。

２．研究１
「自分ナビ」
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「保護者ナビ」でできること

「子どもの行動のモニタリング」に関する
心理学の知見（応用行動分析）を気軽に学び、

お子さんの行動の理解や対処に活用できる！

モニタリングの結果を記録することで、
振り返りや共有ができたり、アドバイスがもらえる！

モニタリングの結果や支援の記録を蓄積して、
より役立つ支援を見出すことができる！

心理士によるサポートのサービスを受けることができる！
（チャット/コメント機能を生かした専門家との連携）

３．研究２
「保護者ナビ」開発
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【保護者ナビ】の全体像と２つの機能
お子さんの行動パターンを観察し，できている行動を伸ばすことを目指します

 Step1：子どもの困った行動
 Step2：子どものできている行動

「指定したメンバー間」で，
記録共有/コメント

① 子どもの行動のモニタリング ② つながりのサポート

「心理士」との間で個別に
記録共有/コメント

★ 心理士からの個別サポート

※詳細は次ページ

★ 特定メンバーとのグループ交流

① 行動の「きっかけ」は？
② 行動の「内容」は？
③ 行動の「結果」は？

ABCモデル

- 応用行動分析のABCモデルに沿って
お子さんの行動をモニタリングします。

－特定のメンバーや心理職と1対1で
グループを組み，安全に交流できます。

３．研究２
「保護者ナビ」開発
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１）「選ぶだけ」で，お子さん「困った行動パターン」が分かる。
• 選択肢をもとに，「きっかけ」→ 「困った行動」→ 「結果」を「選ぶ」だけで，

お子さんの「困った行動のパター ン」がモニタリングできます。

２）「選ぶだけ」で，お子さんの「できている行動パターン」が分かる。
• 選択肢をもとに，「きっかけ」→ 「できている行動」→ 「結果」を「選ぶ」だけで，

お子さんの「できている行動のパター ン」がモニタリングできます。

３）体験を記録する，「モニタリング日記」としても使える。
• 「きっかけ」「行動」「結果」には，自由に記述できるコメント欄があるので，

より詳しい体験を，日記のように記録することもできます。

「行動のモニタリング」機能のポイント
お子さんの「困った/できている行動パターン」を知って，変えられる！

①「行動のモニタリング」のサポート

３．研究２
「保護者ナビ」開発
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②親同士や専門家との「つながり」のサポート

親同士や専門家との「つながり」機能のポイント
仲間と一緒に，自分の怒りに向き合える。

１）親御さん同士で体験の共有 ⇒ 共感・助言のコメントがつけられる。
• 信頼関係のある親御さん同士で，グループ化ができる。
• 自分の特定の記録を，共有したり

相手の共有された記録に，コメントをつけることができる

２）支援者とも体験の共有⇒ 共感・助言のコメントをもらえる。
• 支援者も一緒に，グループ化ができる
• 自分の特定の記録を，支援者に共有し，相談/共感・助言をもらえる。

３．研究２
「保護者ナビ」開発
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行動のモニタリング機能：【STEP1】困った行動のパターンを知る

①困った行動の「きっかけ」
を選びます

想定外の出来事

空腹

寝不足

＋ 具体的な「きっかけ」を，
自由にコメントすることもできます

３．研究２
「保護者ナビ」
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② 困った行動の「内容」
を選びます

物を投げる

体をぶつける

大声でなく

＋ 具体的な「行動」を，
自由にコメントすることもできます

行動のモニタリング機能：【STEP1】困った行動のパターンを知る

３．研究２
「保護者ナビ」
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③ 行動の「結果」
を選びます。

気持ちが落ち着く

親の関心が得られる

要求が通る

注目が得られる …

＋ 具体的な「結果」を，
自由にコメントすることもできます

行動のモニタリング機能：【STEP1】困った行動のパターンを知る

３．研究２
「保護者ナビ」
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結果：お子さんの
「困った行動のパターン」

が表示されます。

どんな「きっかけ」で，
どんな「行動をする」と，

どんな「結果」になるのか，
のパターンが一目で分かります。

※【STEP2】についても，流れは同様

行動のモニタリング機能：【STEP1】困った行動のパターンを知る

３．研究２
「保護者ナビ」
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できている行動を増やす支援の提案

支援として
できている行動の

「きっかけ」と「結果」
を増やす働きかけ
が表示されます

３．研究２
「保護者ナビ」
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上級編：機能分析～困った行動はなぜ続くのか？～

困った行動の
「機能」

の候補が表示

→ 困った行動の
「機能＝メリット」を
考えることができる。

３．研究２
「保護者ナビ」
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①自分の記録の共有

他の親や専門家に
「共有するにあたってのコメント」

をつけられます。

お返事してくれた方に，
スタンプや簡単なメッセージも

おくれます。

親同士や専門家との「つながり」のサポート：「自分の記録」の共有

記録共有

コメント

コメントへの返信

３．研究２
「保護者ナビ」
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親同士や専門家との「つながり」のサポート：
「相手の記録」へのコメント

②相手の記録へのコメント

相手の記録にもコメントがつ
けられます。

３．研究２
「保護者ナビ」

他の親御さんの記録を見て，
共感や励ましの思い，アドバイスを伝えられます。



お子さんの行動のモニタリングアプリ「保護者ナビ」の活用法
ー ペアレント・トレーニング（ペアレント・プログラム）との併用 ー

★ペアプロで学んだ知識を，日常生活でも「保護者ナビ」で復習できる。

①ペアプロ参加 ②「保護者ナビ」使用

上記親支援プログラムとの併用。プログラムで出会った親同士でグループ化

３．研究２
「保護者ナビ」
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４．感情モニタリングツール「自分ナビ」の効果検証

目的：「ペアレント・プログラム（ペアプロ）の効果が、アプリ（自分ナビ）使用により維持される」かの検討

① 量的分析：ペアプロ実施前後の効果の比較，アプリ使用前後の効果の比較

② 質的分析：アプリ使用傾向や、アプリ使用を経た感想を得る

方法：【ASD児（社会性とコミュニケーション）母親17名 （M＝39.5歳） 】子ども：2歳~6歳（M=4.0歳）

・介入①：オンライン・ペアプロ実施（3カ月）（東・黒田，2022）

・介入②：アプリ使用（3週間）、介入①で同じグループだったメンバー同士でアプリ内でもグループ化。

【質問紙結果】①自作尺度，②自己感情覚知尺度，③怒り負担感，④K6，⑤子育てレジリエンス
【質的検討】アプリ内記録の集計，分析

【PP参加者】
「認知的怒り制御

尺度」
マッチング

※方略使用傾向
均等な2群

待機群
9人

介入群
8人

Post
3月上
旬

Pre
12月末

Post
2月上旬

心理教育
＠Zoom

心理教育
＠Zoom

※ASD児親：健常児より，
適応的感情制御方略使用少ない

待機
（3w～4w）

待機
（3w～4w）

①認知的怒り制御尺度：介入群の事前事後での有意差、介入群と待機群のポスト指標に有意差、
②その他尺度：介入群の事前事後での有意差、介入群と待機群のポスト指標に有意差
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４．結果及び考察①

 ペアプロの効果（t検定）
・介入群：PNPS「肯定的養育」増加（p =.004），養育ストレス「PSISF」低減（p =.028），

抑うつ「BDI」低減（p =.013）
・待機群：PNPS「肯定的養育」増加（p = .058），PNPS「否定的養育」低減（p =.030）

養育ストレス「PSISF」低減（p = .013），抑うつ「BDI」低減（p =.004）

 アプリによる維持効果（t検定）
① 認知的怒り制御尺度（自作）
・介入群のPre/Postで，有意差なし。
・介入群・待機群で，有意差なし。
（※Pre時点で既に平均程度）
② その他の尺度

・介入群のPre/Postで，有意差なし。
・介入群・待機群で，有意差なし。

介入群：ペアプロの効果が、アプリ使用を経て、維持された可能性→次ページで考察
待機群：ペアプロの効果が待機期間の短さ（３w）により維持された可能性

介入群・待機群とも、ペアプロ後、養育態度や育児ストレスに望ましい効果が見られていた。
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４．結果及び考察②

介入群の事例検討
①アプリ内の使用傾向（記録数集計）

（１）脱落はなく全員継続使用（3週間で平均10.6回アプリ使用）。

（２）「対処不能感」による怒り体験が最も多い（【STEP1】記録より）

（３）「共感的対処」＞「肯定的意識転換」＞「行動の再評価」により、認知的怒り制御（【STEP2記録より）

② Pre/Postの自作尺度変化
・適応合計：増加6例（赤字）減少2例（青字）

Pre Post

ID

共感的
対処

ポジ
ティブ 緩和 心身 適応的

合計
共感的
対処

ポジ
ティブ 緩和 心身 適応的

合計

A 41 31 23 19 95 49 32 22 24 103
B 37 28 25 17 90 31 25 21 18 77
C 46 21 19 22 86 48 28 24 20 100
D 32 26 24 14 82 39 28 23 15 90
E 34 28 20 18 82 44 31 24 18 99
F 31 25 16 17 72 32 23 20 16 75
G 35 17 14 18 66 40 18 15 23 73
H 34 14 16 20 64 32 13 12 22 57

介入群：「対処不能感」からくる怒りに対して、
ペアプロで学んだ子ども目線になったり、対応策を冷静に考える等の認知的方略を用いて、

対処できていたことがアプリ質的記録からうかがえる。

有意差としては現れなかったが
使用後，方略使用は増加する傾向
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Figure１アプリのいいところについてのKJ法結果図

 アプリ「いいところ」（KJ法）
（使用後アンケートより）

① 怒り体験の振り返り・記録に
よる 自己理解

② 記録共有により，共感・励ま
し・ 対処案が得られる。

③ 自身への肯定的注目，対処例
蓄積

④ 被受容感やエンパワメントの
感覚

⑤ ペアプロで学んだ知識の復習

「モニタリング機能」を通し，怒り体験への自己理解やペアプロの知識の活用，
「ソーシャルサポート機能」を通し，被受容感やエンパワメント感覚が得られることが示唆。

→ こうした使用による肯定的体験が、アプリ継続使用を促した可能性。

４．結果及び考察③
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Figure２アプリの改善点についてのKJ法結果図

４．結果及び考察③

改善が必要な点や、具体的な改善案が示唆された。
これらをもとに、更なる改修が求められる。

 アプリ「改善点」（KJ法）
（使用後アンケートより）

① 今の機能の使いづらさ
－画面遷移や操作の手間

② 今後ほしい機能への示唆
－コメントへの返信や通知

③ その他
－定期的な配信やポイント制
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５．総合考察

本研究の意義：研究１・２開発、研究３実践を通して
 支援へのアクセスの簡便化・拡大化：時間を問わない場所を問わない。
・幼い子供を抱える親，支援機関から遠方に住む親などでも，自宅から簡単に支援にアクセス可

 途切れ目のない支援が提供できる：日常的、継続的な見守りが可能になる
・個別に記録を丁寧にみられる、コメントできる。

 プログラム終了後のFUの役割：既存の支援後のフォローアップ・関係性の見守りが可能に。
・プログラムで知り合った親同士が、アプリを通じて繋がり続けることが可能になった。
・支援者が一緒にグループに入るため安全な交流が可能となった。

 限界と展望
・「保護者ナビ」との併用は未実施であること
・「自分ナビ」の使用負担感に関しても改善が必要なこと
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親支援・子育て領域における、ICT支援の一つのモデルを示した。



ご清聴の程、誠にありがとうございました。

ご質問、ご教示の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
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