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研究成果の概要（和文）：本研究では、児童期～成人期までの子どもを持つ大規模な家族サンプル（両親と追跡
対象の子ども）を対象に、クオリティ・オブ・ライフ（QOL）の加齢による変化を横断的に明らかにし、年1回3
年間にわたる縦断的測定によって得たパネルデータの因果分析によって、QOLの低下が精神的健康の悪化の原因
となることを示した。
　また、学童期のQOLに関する縦断的分析から、家庭の低所得が養育の質と教育投資の低下につながり、子ども
の学力やQOL、学校適応や精神的健康に影響することを明らかにした。

研究成果の概要（英文）：　The participants of this large-scale longitudinal study were children 
(childhood through adulthood) and their parents, and they were followed up by yearly questionnaire 
for three years. First of all, we cross-sectionally studied change in Quality of Life (QOL) status 
by age. Next, through the analysis of longitudinal data obtained, we showed that decreased QOL may 
lead to poorer mental health. 
　Additionally, longitudinal analysis of school-aged children’s QOL suggested that low-household 
income leads to poor parental child care quality and less educational investment which in turn 
affect children’s academic performance, QOL, school adjustment, and mental health status.

研究分野： 発達精神病理学

キーワード： クオリティ・オブ・ライフ　生涯発達　精神的健康　縦断研究
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
子ども期を含め人の一生のなかで出現す

る多くの精神疾患や問題行動にはその発現
要因として環境ストレスが深く関わってお
り、個体側の持つ遺伝子などの生物学的脆弱
性（biological vulnerability）やその時々の心理
的状態（psychological state）との複雑な交互
作用によって発現の危険性が増減する。これ
らの要因のなかでも、個人が評価する自分の
生活や健康状態の良質さや人生幸福感、自己
受容感などの主観的ウェルビーイングは個
人の環境に対する評価や心理社会的状況を
示す重要な指標であり、近年の医学や心理学、
保健学、公衆衛生学、社会福祉学といったア
カデミズムだけではなく、開発途上国を含む
全世界的な政策評価の指標としても注目さ
れてきている（UNICEF, 2007；OECD,2011）。 
本研究では、妊娠・出産期あるいは幼少期か
ら親子の発達を追跡してきている長期縦断
サンプル（1,151 世帯父母子合計 3,863 名）を
対象とした質問紙調査を実施し、年 1 回×3 波
にわたる縦断的測定によって、児童期から成
人前期までの子どもと、成人前期から初老期
までの両親のクオリティ・オブ・ライフ（QOL）
の時系列的変動と精神的健康との関連につ
いて検討をおこなうこととした。 
 
２．研究の目的 
本研究では、児童期～中年期までの広範囲

な年齢分布を有する大規模サンプルを対象
に、QOL の加齢による変化を横断的に推察す
るとともに、縦断的研究法と時系列データ解
析法を用いた検討をおこなって、QOL と精神
的健康との関係性および QOL に影響する内
的資源（パーソナリティ、生育歴、学歴や本
人自身の各種リテラシー：生きていく上で必
要な知識および技術とその活用力）と外的資
源（社会経済的状態、サポートネットワーク
等）の役割と効果について明らかにし、生涯
発達におけるメンタルヘルスの健全維持に
必要な要因について実証的に解明すること
を目的とした。 
 
３．研究の方法 
妊娠期および子どもが0歳～15歳時に縦断

調査への登録が終了している対象家族（1,151
世帯：母親 1,151 名・父親 1,151 名・追跡調
査の対象となっている子ども 1,561 名の計
3,863 名）を対象とした郵送による質問紙調
査を実施した。主要測定概念については全サ
ンプル共通の尺度を用いた調査票を作成し、
1 年 1 回・3 年度にわたって縦断的に配布・
回収した（平成 25 年度～27 年度）。 

 
調査内容は、以下の通りである： 

(1) 精神的健康に関する精神医学的尺度（自
記入式抑うつ尺度：CES-D, 一般的健康尺
度 ： GHQ, ASEBA: Children Behavior 
Checklist 6-18,  Adult Behavior Checklist, 

   人格障害傾向, ADHD/ASD 傾向） 

(2) 主観的ウェルビーイングに関する尺度： 
QOL 尺度：18 歳以上には WHOQOL-26、
10歳～17歳の子どもについては子ども用
QOL 尺度：KINDL、Diener らの幸福感尺
度（成人）、生徒用生活満足度尺度: SLSS 

(3) 基本属性（家庭の社会経済的状況）： 
家族メンバーの教育歴、世帯年収、就労
者の職種・職階、家族構成、同居/別居/
離死別状況、要被介護者の状況等） 

(4) パーソナリティ尺度： 
Big 5 関連尺度として、NEO-FFI（60 項目）、
また 7 因子理論（Cloninger,1993）関連尺
度として、Temperament and Character 
Inventory  の成人版（125 項目）および
Junior-TCI（生徒用）を実施した。 

(5) 生活リテラシー関連尺度： 
シチズンシップに関する尺度（国政及び
地域に対する自己効力感尺度、ボランテ
ィア活動尺度）、生活関連情報リテラシー
尺度（食、医療、環境、住居）、健康維持
行動、生活習慣等の測定をおこなった。 

(6) 認知関連尺度 
批判的思考尺度、推論課題 

(7) ソーシャル・サポート関連尺度： 
親密な対人関係性については The 
Network of Relationship Inventory（配偶
者・親子・友人・恋人）, 対人的信頼感
尺度、サポートネットワーク尺度、夫婦
関係尺度、家族機能尺度等によって測定
した。 

(8) ライフイベント： 
直近および生育歴上の主要なライフイベ
ントについて尋ねた。 

(9) 学校/職場適応： 
職場満足やワークライフバランス、学校
適応感等発達段階にあわせて測定を実施
した。 

(10) 対象となった家族については、本研究期
間以前にも長期にわたってデータを収集
しており、今回の調査に対応する変数を
結合し、縦断的解析に使用した。 

 
４．研究成果 
 
(1) 世界保健機構の WHOQOL-26 による胎児
期から成人期までの様々な年齢の子どもを
持つ夫婦ペア（合計 10,757 名）の QOL 指数
の分析から、子育て初期の両親の QOL の相
対的低さが示され（1・2 歳を底とする緩やか
な U 字型の推移、図１）、乳幼児を養育する
家庭に対する物理的・対人的サポートの重要
性が示唆された。 
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況との関連
家庭の低所得が親のストレスを経由して養
育の質と教育投資の低下につながり、小学生
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表２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*: 
 

本研究期間中に、幅広い年齢層にわかる
が国の親子の発達と健康に関する希少な長
期縦断データベースを構築することが
た。今後の解析を通じて、ライフスパンでの
家族の発達と精神的健康に関する予防的な
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