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【研究論文】

教育現場での教育者と才能教育下にあるアスリートの多重関係
― スポーツ臨床の適切な関係性の構築に向けて―
小川

千里1

Multiple Relationships in the Field of Education between Educators and Top Athletes
―Building Adequate Ethical Relationships in Sports Clinical Psychology―

Olivia C. OGAWA
要

約

本研究の目的は，教育現場において教員やスクールカウンセラーが，教育者および心理援助職の立場で
あると同時に，児童・生徒・学生である才能教育下のアスリートに研究協力を得る際に生じる可能性のあ
る多重関係について，その留意点およびベネフィットについて検討することである。本研究では多重関係
に関する諸説，および才能教育下にあるアスリートの特徴を整理し，教育現場において教員が彼らに心理
的支援を行い，研究協力を得る際の留意点とベネフィットについて議論した。諸説を集約した結果，倫理
的配慮として多重関係を避けるのが望ましい。しかし，教育現場では，心理的支援や研究を実施する場合に，
彼らとの多重関係が生じやすい。よって，多重関係に入る場合には，彼らとの信頼関係の構築の困難さや
心理的発達の幼さ（小川 , 2013, 2015）を考慮して，彼らの人権の尊重を第一とし，多重関係を避けられな
い場合やベネフィットがある場合のリスクマネジメントを十分に行い，インフォームド・コンセントを得
ていくことが重要である。

キーワード：才能教育

アスリート

倫理的配慮

多重関係

インフォームド・コンセント

１．はじめに
本研究の目的は，教育現場において，教員やスクールカウンセラーが，教育者および心理援助職の立場
でありながら，才能教育下にあるアスリートに研究協力を得る際に，生じる可能性のある多重関係とその
留意点，およびベネフィットについて検討することである。
近年，人を対象とする研究や実践において，研究者や実践者の倫理に関する姿勢を厳格化し，調査協力
者や対象者に対するリスクマネジメントを強化する動きが盛んになっている。その中に人間関係に関する
重要事項がある（アメリカ心理学会ウェブサイト，福島ら，2018，岩壁ら，2018，金沢，1998，2018，日
本家族心理学会ウェブサイト）。たとえば，性的関係，パワーハラスメント，多重関係（アメリカ心理学
会ウェブサイト）に関わることである。このうち多重関係は，原則的には禁止されている（岩壁ら，2018）が，
やむを得ない場合には許容する学会や協会による議論も存在しており，現在のところ統一した見解に至る
途にあると考えられる。すなわち，秘密保持の例外的状況が整理されているほどには，多重関係について
は方針が統一されていない。この背景として，多重関係の問題を扱う場合に，職業倫理的に見て容認され
1
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る行動と容認されない行動との間に，必ずしも明確な線引きが容易ではなく，厄介なこと（金沢，2018）
が考えられる。
一方，才能教育下にあるアスリートは，幼いころから競技を優先するライフスタイルにあるため（小川，
2013，2015），教育現場での授業や学校行事への参加について，特別な配慮が必要なことがある。たとえば，
競技を優先させるための遠征や，怪我による長期欠席の間の授業の進捗，学校行事に不参加となったため
に，本来であれば得られるはずであった学力や人間関係に関するベネフィットを支援したりすること（小
川，2013，2015，2017b,c,d，2018c）である。わが国ではこれらの心理的支援に関わる役割を，これまで
は教員やスクールカウンセラーがしばしば担ってきた。翻って心理的支援の専門的な国家資格として，平
成 29 年 9 月 15 日に公認心理師法が施行され，第 1 回目の試験が平成 30 年 9 月 9 日に実施されたばかり
である。本論文が公刊される頃には，教員やスクールカウンセラーの中に，この試験の合格者が存在する
見込みである。そして，教育現場における公認心理師資格保持者の中には，現在，教員やスクールカウン
セラー，および学生相談室の臨床心理士である者等が存在すると予想される。公認心理師が教育現場で心
理的支援の実践を行う際には職業倫理の順守が求められるが，公認心理師については多重関係が禁じられ
る（岩壁ら，2018）というのが，公認心理師試験受験のための現任者講習において示されている直近の内
容である。
しかしながら，教育現場での児童・生徒・学生とのかかわりは，一般的に多重関係になりやすい（金沢，
2018，教育カウンセラーの職業倫理2，東京臨床心理士会倫理ガイドライン3）。これに加え，才能教育下に
あるアスリートを対象とする場合は，その特異なライフスタイル，および心理的発達の特徴（小川，
2013，2015）を踏まえ，教育，心理的支援，研究の役割が多重関係の下に行われざるを得ない状況，およ
びベネフィットもあると考えられ，その際のリスクや対応の仕方に特に留意しておく必要がある。
本研究は，教員，およびカウンセラーが教育現場で才能教育下にあるアスリートと心理的支援に関わる
専門性を介した関係を持つときに，多重関係になりやすいことに焦点を当て，そのリスクと倫理的配慮，
およびベネフィットについて論じたい。はじめに，教育現場での多重関係に関する規定や議論を整理する。
その後，学校教育の現場にいる児童・生徒・学生としての才能教育下のアスリートのライフスタイルと
心理的特徴について述べ，教員やカウンセラーとして彼らと多重関係に入る場合についての留意点とベネ
フィットについて論じる。

２．多重関係に関する倫理についての学会や協会の動向
⑴ 多重関係を禁じる立場
4
心理的支援の文脈における多重関係については，わが国では金沢（2018）
による「職業倫理の７原則」

がしばしば引用される（岩壁ら，2018，慶野，2009）。この中に，第 3 原則「相手を利己的に利用し
ない」がある。たとえば，多重関係を避ける，クライエントと物を売買しない，物々交換や身体的接
触を避ける，勧誘（リファー等の際に，クライエントに対して特定の機関に相談するよう勧めること）
を行わない，などである（岩壁ら，2018）。これに基づき，公認心理師の職業倫理として，岩壁ら（2018）
は多重関係を禁止する方向で議論している。ここで多重関係とは，複数の専門的関係の中で業務を
行っている状況だけではなく，公認心理師が，専門家としての役割とそれ以外の明確かつ意図的に行
われた役割の両方の役割を取っている状況を指している。具体的には，相談室での「公認心理師−ク
ライエント関係」だけではなく，職場での「上司−部下関係」や学校時代の「同級生同士」といった，
施行年月日に関する記載が見当たらなかったが，当該組織のウェブサイトにおいて，この記載を 2018 年 9 月 21 日に著者
が確認している。
3
施行年月日に関する記載が見当たらなかったが，当該組織のウェブサイトにおいて，この記載を 2018 年 9 月 21 日に著者
が確認している。
4
カウンセラーの職業倫理については，金沢（2018）と同名の書籍である金沢（2006）がしばしば引用されているが，2018
2
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二重あるいはそれ以上の関係を持ってしまう場合が挙げられている（岩壁ら，2018）。
では，心理援助職である公認心理師において，なぜ多重関係が禁じられるのか。岩壁ら（2018）と
金沢（2018）は先行研究と自身らの見解を集約5し，多重関係が生じる際の弊害として次のような点
を挙げている。第一に，通常の専門的関係以外の関係・役割が加わることにより，「公認心理師−ク
ライエント関係」に必要な中立性や客観性が侵され，利害の対立や個人的な意見がからむ恐れがある
こと。第二に，自分がすでに知っている人物をクライエントとして受け入れた場合，公認心理師側に
は，以前から持っている関係や知識や印象から，既に「予断」や「偏見」を持っている可能性がある
ため，見立てや介入を阻害する場合があること。第三に，クライエントの秘密や心理内的葛藤を知る
ことにより，クライエントを一層弱い立場に陥れる可能性があること。第四に，クライエント側には，
面接の場で話す事柄が，どこまでそれ以外の生活に関わってくるか混乱し，十分な自己開示ができな
くなる恐れがあること，である。以上の記述からは，公認心理師にとっての倫理的立場では，多重関
係について厳格であることが読み取れる。
⑵

多重関係の例外
教育現場の教員やカウンセラーの中には，岩壁ら（2018）を始めとする公認心理師の職業倫理に関
する上述の内容に戸惑われる方もおられるのではないか。たとえば，大学の相談室での心理的支援の
場合でも，クライアントとの関係性や支援のプロセスを事例研究として研究や論文として公表するこ
とがある。また，授業を担当する教員が，心理臨床家を兼ねている場合もある（金沢，2018）。一方，
教育カウンセラーは教員の中に有資格者も多く，実際の授業で教育カウンセリング分野により確立さ
れた方法6を用いていることも多い。教育カウンセラーが依拠する協会では，そもそも教育現場での
支援がその職務範囲に含まれており，そこでの事例や研究成果を公表する場合には，教育・心理的支
援・研究の役割の多重が通例である。このように，「心理援助職−クライエント関係」だけが成り立
つとは限らない場合もある。金沢（2018）も，教育分野では，教育と臨床的支援の完全な線引きが難
しいことを指摘している。そこで，このような状況に関わる倫理的アプローチの望ましさについて規
定している学会や協会がある。臨床心理士の複数の組織，家族心理学会，そして教育カウンセラー協
会である。これらの組織による倫理綱領では，公認心理師の職業倫理にあるような禁止事項として多
重関係を捉えていない。
たとえば，日本臨床心理士資格認定協会が定める臨床心理士倫理綱領（2017）では，第 5 条＜援助・
介入技法＞について，臨床心理士は自らの専門的能力の影響力や私的欲求を常に自覚し，来談者の信
頼感や依存心を不当に利用しないよう留意する重要性を唱え，来談者または関係者との間に私的関係
を持ってはならないことを示している。しかし，臨床心理士が実際に活躍する現場のそれぞれでは，
枠を緩め，クライアントの日常生活の一部を共にする場合7など（心理専門学校ファイブアカデミー，
2016）においては，どうしても多重関係の中で援助せざるを得ないこともある。日本臨床心理士会倫
理綱領（2013），および東京臨床心理士会倫理ガイドラインでは，クライアントとの多重関係を避け
ることを原則としながら，
「やむを得ず必要な臨床心理業務を提供せざるを得ない場合」（日本臨床心
理士会倫理綱領，2013），
「多重関係が避けられない場合」（東京臨床心理士会倫理ガイドライン），
「そ
の関係が不可避な場合」（日本家族心理学会倫理綱領，2014）として，その例外と留意点について記
載がある。

年にこの最新版が発刊されているため，本論文中では金沢（2018）を表記した。
5
先行研究についての詳細は，金沢（2018）を参照されたい。
6
構成的グループエンカウンターのエクササイズなど
7
心理専門学校ファイブアカデミー（2016）では，スクールカウンセラーの立場がその代表例として示されている。たとえば，
チャンス相談（校内でたまたますれ違ったのを機に相談にのる）が挙げられている。
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「やむを得ず必要な臨床心理業務を提供せざるを得ない場合」（日本臨床心理士会倫理綱領，2013）
とは，近隣地域に自分以外の臨床心理業務を提供する専門家がいない場合が挙げられている。そして
この場合，
「既に知人である人に対する心理臨床業務を提供する」ケースを示し，
「他の関連する専門
家・専門機関に紹介を行うことに加えて，既に社会的関係を有している臨床心理士が臨床心理業務を
提供することの問題点についても十分な説明を行ったうえで，対象者の自己決定を尊重すること」が
留意点として記載されている。また，
「多重関係が避けられない場合」（東京臨床心理士会倫理ガイド
ライン）では，より詳細な場面設定が行われている。「多重関係に含まれるもの」は，専門的契約関
係の対象者との間で生じる様々な関係（授業，課外活動，対象者の住宅訪問，入院先の病院訪問など），
専門家の対象者に対する自己開示，対象者との身体接触，対象者の権利を擁護するための活動などが
あるがこれらに限られない。特に，社会のコンセンサスが得られていない多重関係を持つことについ
ては，慎重な考察と配慮が望まれる。また，第 7 条「機関に所属して臨床心理業務を行う場合」の中に，
「教育関係，権利擁護，アウトリーチ，避けることができない多重関係などに留意すること」を明記
していることから，教育現場やクライエントに自己主張が難しい際の代弁，クライエントが心理的支
援を必要としているが，自らがそのリソースに到達できない場合なども，多重関係の例外として認め
られると考えられる。
「その関係が不可避な場合」
（日本家族心理学会倫理綱領，2014）についても具体的な状況の記載が
ある。たとえば，専門的業務のための契約に基づく関係と専門的業務以外の地域コミュニティでの避
けられない関係の両方がある場合や，二種の専門的業務関係，例えば，
「教員−学生関係」でありつ
つ，
「スーパーバイザー−スーパーバイジー関係」を持つ場合などである。さらに日本家族心理学会
倫理綱領（2014）は，
多重関係をできる限り避けることを倫理的配慮の基本としながらも，
「場合によっ
てはその福利をもたらす可能性が高いと判断する場合がありうる」ことに言及している点が興味深い。
多重関係で心理的支援が行われることを，場合によって前向きと捉えられることを示唆している。
教育カウンセリング分野における職業倫理では，多重関係に関する特記事項が見当たらないが，関
わり合う主体として，児童・生徒，保護者，同僚，学校および地域，職業のそれぞれに対して責任を
明記しており，これらの領域で多重関係があり得ることが伺われる。そもそも現役教員の中に教育カ
ウンセラーもおり，教育カウンセラーの職務範囲が，教育現場における発達課題の解決と人間関係へ
の援助であることからしても，教育カウンセリング分野においては，教育現場での心理的支援，研究
の役割について，多重関係が起こりうることを避けられないと考えられる。
要約すると，心理援助職を対象とした複数の倫理綱領において，心理的支援と他の多重関係がやむ
を得ず生じる場合とは，たとえば，①地域の事情により心理的支援を適切に行える専門家が稀少であ
る場合（専門的業務と地域コミュニティでの避けられない関係の両方がある場合），②【教育関係】
教育現場での教員−学生間の関係で，たとえば，授業や課外活動，家庭訪問，入院先の訪問，教員−
学生間でスーパービジョン等が実施される場合，③専門家がクライエントに自己開示をする場合8，
④クライエントとの身体接触がある場合9，⑤クライエントの権利擁護のための活動を行う場合，⑥
その他，社会のコンセンサスが得られていないが，やむを得ず多重関係を持つ必要があると判断され
る場合10，⑦多重関係が，場合によっては心理的支援に福利をもたらす可能性が高いと判断する場合
が考えられる。
以上のように，臨床心理士および家族心理学の倫理綱領では，原則的には多重関係の回避が望まれ
教育カウンセリング分野では，エクササイズ実施の際のデモンストレーションで行われる。
教育カウンセリング分野では，身体接触を伴うエクササイズがあり，インストラクションにおいて参加は自由意思による
ものであることについて説明が行われる。
10
今後課題となる状況であろう。これまでの著者の一連の研究と実践からして，本研究で対象としているスポーツ臨床もこ
れに当たる可能性を否定できない。
8
9
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ることを定めているが，心理的支援に関してやむを得ず，あるいは，多大な福利をもたらす場合には，
多重関係が生じながら，クライエントと接する場合があることを許容している。
ここまでで，多重関係の制限の例外的状況について検討してきた。次に例外的状況で心理的支援が
行われる際，特に教育現場においてアスリートを取り巻く状況がある際に，教員やスクールカウンセ
ラーにとっての留意点について検討したい。
⑶

教育現場における多重関係の例外的状況での留意点
上述のように，心理的支援がなされる教育現場では，多重関係の例外的状況，すなわち多重関係を
取らざるを得ない，あるいは，多重関係によりクライエントにもベネフィットが得られる場合は，許
容される場合がある。そこで，教育現場での多重関係が生じる際に，教員や心理援助職が留意すべき
ことについてここで述べておく。
多重関係が生じる際の留意事項について，臨床心理士倫理綱領（2017）では直接的な言及はないが，

「基本的人権を尊重し」，「自らの専門的業務が人々の生活に重大な影響を与えるものであるという社
会的責任を自覚しておく必要がある」（前文）と定められている。このことからすれば，多重関係の
文脈でクライエントの人権尊重の原則が保たれていなければならない。これについては，多重関係に
厳しいスタンスを示している岩壁ら（2018）でも，倫理原則のうちの重要な条項として述べており，
多重関係が避けられない場合の前提となると考えられる。たとえば，研究においては，臨床心理士倫
理綱領（2017）の第 7 条に「来談者や関係者の心身に不必要な負担をかけたり，苦痛や不利益をもた
らすことを行ってはならない。研究は臨床業務遂行に支障をきたさない範囲で行うよう留意し，来談
者や関係者に可能な限りその目的を告げて，同意を得たうえで行うこととする」と定められている。
また，第 3 条において，
「他の関連する専門家・専門機関に紹介を行う」ことが示されている。よって，
まずは多重関係を回避する可能性について，クライエントに提示してみることが重要であると考えら
れる。「加えて，既に社会的関係を有している臨床心理士が臨床心理業務を提供することの問題点に
ついても，十分な説明を行ったうえで，対象者の自己決定を尊重する」ことが重要である。さらに東
京臨床心理士会倫理ガイドラインでは，第 3 条において「多重関係が専門的契約関係に何らかの影響
を及ぼす可能性がある場合は，多重関係に入る前にそれを明確にして，記録する」ことを示している。
また，「対象者と会員との利益相反に留意し，対象者やその関係者に不利益のないよう努め，危害を
防止する」。利益相反が生じる場合として，教育現場については「会員が勤務する学校機関の在学生
が対象である場合など」と記載されている。
金沢（2018）は先行研究をレビューし，性的関係のような明らかに問題とされるものを除いた他の
多重関係については，どの先行研究の専門家も白か黒かという単純な図式化をしていないことを示し
ている。よって，多重関係に入るかどうかを検討する場合には，そのリスクを十分に吟味し，クライ
エントと話し合うこと，
そして，
多重関係になる場合には，
リスクマネジメントの観点からそれを熟考し，
コンサルテーションを受け，十分な記述を行う立場を支持する。しかし，多重関係を避けるのは可能
であっても，それが存在する場合には，クライエントが被害をこうむる可能性が高いため，可能な限
り多重関係を避け，相手の状況について十分な情報を得たうえでリファーをすることを勧めている。
以上のことから，教育現場で多重関係が生じる前には，できる限りそれを避けることを基本とする。
しかし，多重関係に入る場合には，心理援助職，教育，研究を行う者は次のようなことを留意してお
く必要がある。①クライエントの人権を尊重すること，②多重関係が生じる場合に，予めそのリスク
とベネフィットを，教員，カウンセラーが認識するよう努める11こと，③多重関係となる場合には，
このために，教育現場におけるカウンセリング的対応について，金沢（2018）が主張する熟考，コンサルテーション，十
分な記述が欠かせない。また，公認心理師の資質向上の責務，臨床心理学，教育カウンセリング等の分野での関連する研
修やスーパービジョン，教育分析を受けることも，リスクを回避するための方法として考えられる。
11
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クライエントである児童，生徒，学生らに説明と同意（インフォームド・コンセント）を行い，その
自己決定を尊重する。④クライエントにとって自己決定を行う能力あるとの判断が難しい場合12には，
本人にできる限り説明すると同時に13，代諾者（保護者等の適切な関係者）に説明や協力を依頼し，
クライエントが不利益を受けないように努めることが必要である。

３．才能教育下のアスリートの特異的特徴－教育現場の多重関係で考慮すべき留意点とベネフィット
⑴ 教育現場におけるアスリートのライフスタイルと心理的発達
小川（2013，2015）によれば，才能教育下にあるアスリートは，その競技人生を幼少期から小学校
低学年までに開始する者が多い。小川（2013）を始めとする大学生アスリートらを対象とした研究の
中で，研究協力者はおおむね小学校低学年頃から競技生活を開始している。彼らの多くが競技を開始
する時期は，アスリート本人による自己決定の力が未だ不十分で，こころの発達途上にあるうちに，
親や疑似親14（指導者ら）の強い勧めに大きな影響を受けている。アスリートは，競技人生の間の競
技生活そのものはもとより，日常生活や人生の重要な意思決定に至るまで，親や指導者からの指示や
命令によって行動することが圧倒的に多い。そして，小川（2013）からの一連の研究での調査協力者
らは大学進学など，アスリート自らの進路（キャリア）に関する重要な意思決定についても「早期完
了」（Marcia, 1964），すなわち進学先決定に関わるコミットメントは非常に強い一方で，進路が立ち
行かなくなるような危機を経験していない。この背景には，才能教育下にあるアスリートの心理的発
達の未熟さと，親や疑似親（指導者ら）との共依存的関係がうかがわれる（小川，2013，2015，
2017,a,b,c,d，2018a,b,c）。一方で，才能教育下にあるアスリートにとっては，競技生活以外の日常生
活の人間関係の中に，学校教育で接する教員，友達らとの関係がある。彼らの中には，競技生活の合
間に学校に通う，遠征の合間に学校に行くという高戦績のアスリートもいる。よって，児童期・青年
期にある彼らにとって，教育現場での教員は，競技生活で出会う親・疑似親（指導者ら）のほかに，
出会い，関わり合いを持つ貴重な大人であり，彼らの自立のために重要な疑似親としての役割を果た
すこともある（小川，2013，2018a）。
また，彼らは競技引退をいつか迎えることになるが，才能教育の経験を有する大学生アスリートの
多くは，大学卒業のタイミングか，その先のプロ選手および実業団での競技生活を経て引退する。こ
のため，ビジネス・キャリアでの一般的な退職年齢に比べて，かなり若い時期に引退というライフ・
イベントを経験する（小川，2010a,b，2013，2015）。
⑵

教育現場における教員およびカウンセラーとアスリートの多重関係
教育現場では，教育に加えて，教員とアスリートに起こりがちであると留意しておく多重関係の役
割のひとつに，「心理的支援」がある。小川（2013）以降の一連の研究は，大学生アスリートに対す
る教育現場で，彼らによる在学中の身体の不調，怪我，不登校，消息不明，暴力・暴言をはじめとす
る問題行動，嗜好への依存等の訴えについてしばしば見聞されていることを示している。また，牧野

（2011，2013）は，アスリートの発達的特徴により，通常の教科教育においても一般大学生とは異な
る教育上の配慮や工夫が必要であることを示唆している。
心の発達に関わるこれらの現象を伝える研究や事例の報告の件数は，学術界で決して多くはない。
たとえば，低年齢や認知の障がいなどのために，対象者本人からインフォームド・コンセントを得るのが困難な場合（東
京臨床心理士会）が考えられる。低年齢をどのように規定するかについては，これからも議論が必要なところであろうが，
現段階では成人かどうかが一つの目安として考えられる。成人年齢が 18 歳に引き上げられることも議論されており，研究
機関によってはここを境として代諾者を必要とするかどうかを定めているところもあるようである。
13
東京臨床心理士会倫理ガイドラインの表現を用いている。
14
この用語は，Marcia（1964）の中の「Surrogate」に端を発して，本論文中でも用いている。
12
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そんな中でも，教育カウンセリングおよびスクールカウンセリングの分野（小川，2017a,b,d）でこれ
まで話題に上ってきた。これは，教育現場における心理的支援に関わる現象が，相談室の中だけでは
なく教室や学校の片隅で，枠が緩まるという意味でのリスクは伴うものの「見えてくるもの（アスリー
ト本人からすれば見せてくれるもの）」があるからといえるかもしれない。一方で，相談室のように
枠がより堅固な傾向がある心理臨床の領域でも，事例や研究の報告はある（中込，1993 等）が，多
くの報告があるとは言い切れない現状がある。なぜならば，アスリートの心理的発達は，一般的な心
理社会的発達の議論（Erikson, 1959）に比べ幼く（小川，2013，2015），起こっている問題や出来事を，
アスリート自らのこころが背景にある問題とのかかわりで生じていることを，自分も周囲も意識でき
ずにいる場合が多く，アスリート自らの意思決定により相談室を訪れ，カウンセラーに相談を持ち掛
けることは極めて稀である（小川，2017b,c，2018c）からだ。つまり，そもそも相談室にアスリート
自身が来談すると自己決定してやってくるという事例が極めて稀少である。ゆえに，相談室の中で行
われる心理臨床ではなく，教育現場を主な活動領域とした教員やカウンセラーが，アスリートを観察
し，授業や給食等を通じて関わり合うことから得られる彼らの心理的特性に関する情報のほうが圧倒
的に多い。また，当該アスリートについての出来事や問題を，別のアスリートの気づきとして伝え聞
き，共有できることにより，教員およびカウンセラーのところで見立てがなされ，背後にある問題が
徐々に浮かび上がってくることも少なくはない。
このように，教育現場ではアスリート（児童・生徒・学生ら）と生活空間の一部を共有しているか
らこそ，見えてくるもの，支援の対象（のちのクライアント）となることがある場合もあろう。さらに，
アスリートである児童・生徒・学生らに問題行動や身体症状があって，心理的支援が必要な状態であっ
ても，その必要性を自覚できずに，自分から支援を求めることができないでいることも考えられる。
ここで，スクールカウンセラーは言うまでもなく，教員も教育の役割に加え，心理的支援の役割を担
う場面に直面する。場合によっては，多重関係を回避するために他の専門職にリファーを提案しても，
立地条件や性格，および相性などが絡み合い，アスリートからリファーを拒まれることもしばしばで
あろう。アスリートである生徒・児童・学生らの立場からしても，教員やカウンセラーは，親不在時
の疑似親としてふるまうものであると捉えることもできよう。教育現場において，お互いに長い時間
を共有していることから生じる信頼関係に基づき，アスリートから「この教員であれば真実を話した
い」と願い出られることもあるかもしれない。また，教育カウンセリングの分野では，教員による教
科教育や大学での専門教育の場面において，カウンセリング・マインドをもって児童・生徒・学生ら
の発達課題の解決と人間成長への援助を職務範囲としている（教育カウンセラーの職業倫理）ため，
教員と心理支援の役割の重複を避けるのは極めて難しい。
教員，およびカウンセラーが，才能教育下にあるアスリートと学校現場で接する場合に，留意して
おくべき二つ目の役割は，「研究者」としての立場である。教員とスクールカウンセラーは，学級経
営のアセスメントや，児童・生徒・学生にとっての自他理解，コミュニケーション力，感受性等涵養
のために，エクササイズやワークシート，および質問票などを用いて，その心理的状態を把握し，将
来の教育方針のみならず，アスリートの発達過程での特異性の解明，心理的発達に関する心理教育プ
ログラムの開発を行うため，論文や学会等の場で報告したりすることも将来的にありうる。つまり，
才能教育下にあるアスリートに対しては，その特徴を把握し支援する方法が開発途上にあるため（小
川，2018a），教員およびカウンセラーが，教育者に加え研究者の役割を担うこともあると考えられる。
以上の点から，教育現場において，才能教育の経験を有するアスリートに対して，教育だけではな
く，心理的支援，研究者の役割を，教員やスクールカウンセラーが重複して担う場面は避けられない。
⑶

才能教育下にあるアスリートに対する多重関係における留意点とベネフィット
教育現場においても，教員およびカウンセラーが，才能教育下にあるアスリートの心理的支援，お
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よび研究を行うことがあるため，多重関係は避けられない。よって，教員およびカウンセラーと彼ら
との間に多重関係が起こりうる場合に備え，これまでに論じてきた議論に基づいて，リスクとベネ
フィットについて，現段階での本研究の方針を述べておきたい。
リスクとそれを回避するための留意点として，第一に，インフォームド・コンセントを丁寧に行う
ことである。教員，心理的支援，研究者である，その時の立場を明らかにして，その都度できる限り
クライアントの理解しやすいように伝え，承諾を得る。このことにより，アスリートである児童・生徒・
学生（クライエント）に対して，教員・心理援助職・研究者の立場からの利害を押し付けたり，個人
的な意見を伝えたりするリスクを回避できる。また，彼らにとって疑似親の役割を担うかもしれない
教員が，アスリートを弱い立場に追い込まずに，彼らの人権を尊重し，自己決定を促すことができる。
「早期完了」
（Marcia, 1964）の傾向がある才能教育下にあるアスリートに自己決定を促すのは，児童期・
青年期の彼らの人格の涵養のためには極めて重要である。実際のところ，自己決定には時間を要する
かもしれないが，彼らの自己決定を尊重するよう接するスタンスを，教員・心理援助職・研究者とし
て遵守する。時間がかかったとしても，それが才能教育下にあるアスリートが生きられていない心理
的発達に関わる一面を支援することであると考えられ，粘り強く接し，待つのが特徴の一つになると
思われる。そして，それを自覚することが重要である。
第二に，アスリートのこころの発達について，適切な見立てをし，必要であれば，彼ら自身と関係
性について話し合い，リファーをすることである。クライエントであるアスリートが，親・疑似親で
ある者に対して依存的な傾向があること（小川，2013，2015）を忘れてはならない。また，このよう
な見立てや話し合いを持つ機会は，適切な関係性の枠や距離を設定するためにも，既に「予断」や「偏
見」があるかもしれないリスクに意識的になることができるだろう。適切な見立てやストラテジーを
持つためには，心理援助職であればスーパービジョンを，教員であればコンサルテーション15を受け
て，関係性を常に俯瞰的に見ながら対応することが求められる。教育分析や研修，および研究発表の
場での，他の心理援助職ら16からの助言やコメントから感じることを丁寧に受け取ろうとするスタン
スを持つように努めることも大切であろう。
一方で，次のようなベネフィットも考えられる。第一に，以前から持っている関係や知識や印象か
ら，信頼関係の構築や適切な見立てをできることもあるかもしれない。著者が大学生アスリートに対
して教鞭をとってきた中で，アスリートは，親・疑似親に対して依存的な傾向を持っている（小川
2013，2015）が，そうであるがゆえに，スポーツ界以外の大人に対して，警戒心が強く，品定めをして，
本心を語るまでに時間を要する場合も多い。教員がリファーをしても，（彼らからして）得体のしれ
ない専門家のところにすぐに行ってくれるとは限らないし，行くくらいならこのままの状況でいいと
いう場合も多い。また，現実的に彼らが内的な問題と意識できないことを，講義の間に観察して見立
てることができる教員もいる。この場合に，以前から知っている人であるということが，却って自分
を利己的に利用しない安心感につながる場合もあると予想される。よって，適切なタイミングで自己
決定や人権の尊重，および撤回の自由が守られていることを丁寧に説明しながら，インフォームド・
コンセントを得たうえで，信頼関係を構築，維持していくことができるのではないか。このベネフィッ
トを享受するためには，出会った時からの関係性の経過を丁寧に記録し，振り返ることが大切である。
また，心理的発達として幼い（小川，2013）がゆえに，心理的支援やその関係性は長期に及ぶ傾向が
ある（小川，2016）ことも理解しておく必要があろう。

教員が教育カウンセラーであれば，教育カウンセリング分野のスーパービジョンを受けるという方法も考えられる。
この心理援助職については，スポーツ選手を主たる研究対象にしている研究者や実践者だけとは限らない。広く臨床的な
視点に耳を傾けていくことが，これまで明らかにされていなかったスポーツ臨床での重要な事柄を解明するために重要で
ある。
15
16
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４．結語
本研究では現段階での関連する学術界での議論に当たり，才能教育下にあるアスリートに対して，学校
教育現場での心理的支援の際に起こりうる多重関係について論じてきた。教育現場での教員と才能教育下
のアスリートの間には，多重関係が生じやすく，その回避が基本的には重要であるが，場合によっては多
重関係を避けられないこと，およびベネフィットを生じる場合がある。多重関係に入る場合には，リスク
マネジメントを慎重に行い，ベネフィットが生じる場合でも，インフォームド・コンセントを通じてアス
リートに対して危害を最小限とするような配慮が重要である。
ただし，どの学術界における規定や議論についても，そのときの必要性に合わせて協議，改定されるこ
とが予想される（教育カウンセラーの職業倫理）。才能教育下にあるスポーツ選手にまつわる教育現場で
の多重関係について，我々はこれでスタンスを決定したと思いこまずに，必要に応じて論を更新していき
たい。
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