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連続・非連続的変化の両面性からみた大人になることの難しさについて
―主要な心理的支援の分野からの検討―

坪 井　寿 子

Both sides of the continuous and discontinuous change in difficulty of becoming an adult
― Consideration on the major psychological support area ―

Hisako Tsuboi

要　旨
大人になることの難しさについては現代社会ではその傾向が増々強まっていると言える。この

ことについて発達的変化の連続・非連続の両面性の問題を基に、心理的支援の主要な 5分野から
検討した。その結果、保健医療分野では性や生殖機能の発達における心身の問題、福祉分野では
ライフサイクルからみた家族や親子関係の問題、教育分野では中 1ギャップをはじめ学校制度の
変化に関する問題、司法・犯罪分野では未成年から成年の処遇の変化がもたらす問題、産業・労
働分野では職に就くことによる社会での位置づけの変化に関する問題などが挙げられた。このよ
うに各分野での課題と同時に、急激な非連続的な変化については本人自身に戸惑いや負担もみら
れることが各分野に共通して示された。これらの変化は社会的制度上での境目が節目として反映
されることもあるが、大人になることの難しさに対する心理的支援を行う場合にはある程度の幅
を持たせて対応することの重要性が示唆された。
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1．はじめに

「大人になることの難しさ」については、青年期
が成立した近代以降、今も昔も発達的観点からの
論点になっている。実際、青年心理学の名著であ
る河合隼雄著「大人になることのむずかしさ」は
1983年（新装版は 1996年）に出版され、現在も読
み継がれている。この問題を現時点で取り上げる
ことの意義として次の 2点を挙げる。1つめは現代
社会がますます複雑になっていることである。最近
では「VUCAな世界を生き抜く力」が重要と言わ
れている。VUCAは、それぞれのアルファベット
が、Volatility（激動） Uncertainty（不確実） Com-

plexity（複雑） Ambiguity（曖昧）の頭文字を表し
ているものである。当初はアメリカの軍事関連の言
葉であったのがビジネス社会でも広まり、現在では
教育の領域でも言われている。例えば、OECDに
よる Education 2030でも取り上げられている。大人
になるのはますます難しくなっていると言える。こ
の点については世界規模で言われていることだが、
もう 1点は日本社会でのことである。すなわち、成
年年齢を 18歳に引き下げることを内容とする「民
法の一部を改正する法律」が 2022年 4月 1日から
施行される予定となっている。2020年 1月の成人
式の折にも各報道機関でも、この成年年齢の引き
下げの問題について取り上げていた。これらにより
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現時点において大人になることの難しさについて
検討することは、発達心理学的観点のみならず、
人々の生活にかかわる社会的な問題と言える。筆
者は、発達的変化における連続・非連続の両面性
について発達時期に応じた支援と切れ目のない支
援との関連から検討した（坪井　2019）。発達的変
化における連続・非連続の問題については発達メ
カニズムの解明のためにしばしば取り上げられてい
る（例えば、加藤　2007、木下 2017、やまだ　
2011、矢野　1995）。この場合、発達的変化におけ
る連続・非連続については、その両面性、あるい
は同時に視野に入れてとらえることが求められる。
本稿ではこの問題について、さらに「大人になるこ
との難しさ」から議論を重ねていくことにする。す
なわち、子どもから大人になることの発達的変化に
ついて、連続・非連続の両面性がかかわり、観点
によって連続的にも非連続的にもみられることにな
る。だんだん大人になる側面がある一方で、一挙
に大人になっていく側面もある。実際、急激な変
化がみられる時期には社会的制度上の変化が反映
されている場合も少なくない。
大人になるにあたっての顕著な変化には身体面

での第二次性徴による生殖型の質的変化がみられ
る。心理面についてもこれに伴う性に関する関心
の深まりが情緒面の発達に影響をもたらす。また、
抽象的思考が可能となる認知面での発達、人間関
係が複雑になることによる社会性の発達もみられ、
社会から求められる責任も大きくなる。このように
青年期は自身の内外において多くの変化が生じて
いるので、自ずと自己の内面に関心を寄せることに
なる。これらのことを受けて、エリクソンの発達段
階理論では青年期の発達課題としてアイデンティ
ティの確立が設けられている。
大人になることの発達的変化については、心理

学のみならず教育、福祉でも取り上げられている。
法律などの社会的制度の面から取り上げられるこ
ともあるが、この場合にはことの性質上、区切りが
明確な非連続的な変化として基本的に扱われてい
る。大人になることに限らず、心理的支援につい

て考える場合には社会的制度の面についても考慮
していく必要がある（津川・元永　2018、境　
2019）。先述のように社会的制度が設けられる背景
には、急激な発達的変化がみられることが関係し
ている。
実際の心理的支援においては、子どもはさまざ

まな面から保護されるべき存在であり、子どもであ
るが故の配慮も求められる。ただ、大人について
も子どもの場合とは異なる配慮が求められることに
なる。つまり、子どもでも大人でも心理的支援の重
要性は変わらないが、難しさの内容が異なってく
る。子どもから大人への過渡期の場合にはさらに
独特の難しさが加わってくる。
本稿では、この「大人になることの難しさ」に関

する問題について、主要な心理的支援の分野から
検討していく。心理的支援の分野は非常に多岐に
渡っているが、ここでは心理職の汎用的な国家資
格である公認心理師における主要な 5分野からみ
ていく。すなわち、保健医療分野、福祉分野、教
育分野、司法・犯罪分野、産業・労働分野のそれ
ぞれにおいて、発達的変化における連続・非連続
的変化を基に、子どもから大人への移行過程にお
いてどのような心理的支援が求められるのかを考
えていく。また、子どもから大人になるにあたって
の発達支援については様々なものが求められるが、
その代表的なものである発達障害についても適宜
取り上げていく。大人になるにあたって衝動性やこ
だわりによる困難を抱えている人々に対しての対応
は重要な問題と言える。
このあと 5つの分野ごとに述べていくが、筆者
は各分野についての知識や臨床経験はもとより不
充分であるので、あくまでも大人になることの難し
さについて発達的変化の連続・非連続の両面性の
問題を切り口としたものに限定して述べる。各分野
の心理的支援の概要については、津川・江口
（2019）、片岡・米田（2019）、増田（2019）、生島
（2019）、平木・松本（2019）、野島（2017）、子安・
丹野（2019）、野島（2018）等を参考にまとめた。
具体的には、各分野の概要を述べた後、「大人にな
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ることの節目と発達の連続・非連続」及び「大人
になることへのつまずきから支援へ」について述べ
ていく。

2． 保健医療分野からみた大人になること
の難しさ

⑴　分野の概要
保健医療分野については、主に病に罹った人へ

の治療の営みである医療分野と、病に罹らないよ
う予防を含め健康を保つ営みである保健分野とか
らなっている。保健医療の分野は心身の問題が深
くかかわってくる。
このように範囲の広い保健医療分野であるが、
支援の場も多様である。例えば、病院、クリニッ
ク、精神保健福祉センター、保健所等が挙げられ
る。発達的変化については精神科医療においても
検討しているが、子どもから大人になる過程では
小児科医療から内科医療への移行が主となる。

⑵　大人になることの節目と発達の連続・非連続
保健医療分野では、身体機能と心理機能とがよ

り密接にかかわってくるが、自分自身の身体をどの
ようにとらえるかは大人になることの難しさにおけ
る中核的課題である。身体機能の発達を発達曲線
からみると変化の緩やかな部分と著しい部分とが
あり、心理機能と同様に連続・非連続の両面を併
せ持っている。さらには身体面・心理面の両者は
相互作用にかかわってくる。第二次性徴の身体変
化が心理的に与える影響は大きい。このような中
で心身の問題でも特に性や生殖に関することの影
響が大きいと言える。
保健医療分野に関する社会的制度は多くあるが、
発達的変化にかかわる代表的なものとして、母子
健康法が挙げられる。これは、妊産婦及び乳幼児
の健康の保持・増進のため、妊娠・出産・育児等
の知識普及、母子手帳の交付、妊産婦や乳幼児に
対する保健指導、健康診査、母子保健包括支援セ
ンターなど幅広い内容が盛り込まれている。　
実際の支援につながる対策としては、保健分野

からの切れ目のない支援の例として「健やか親子
21（第二次）」が挙げられる。そこでは「すべての
子どもが健やかに育つ社会」の実現を目指してい
る。実際に取り組まれた課題プロジェクトの中には
「切れ目のない妊産婦・乳幼児への保健対策」や
「学童期・思春期から成人期に向けた保健対策」が
ある。この 2つの課題プロジェクトからは、移行期
も含めたライフサイクル全体、特に大人（親）にな
ることの難しさが連続・非連続の問題ともかかわっ
てくる。

⑶　大人になることへのつまずきと支援
大人になるにあたって、第二次性徴を中心とす

る自身の身体の急激な変化に対しては大きな戸惑
いを感じる。まさに心と身体が密接に絡んでくる
が、性別によりその現れ方が異なる。男子青年の
場合には、その急激な変化に対する意味づけや位
置づけが本人の納得のいく形で行われるかどうか
が問題となり、これがうまくいかないと対人関係に
も影響を受け対人恐怖症が生じることにもつなが
ることがある。他方、女子青年については、この
急激な変化をどのように受け容れるのかが問題と
なり、大人になることへの抵抗（拒否）から思春
期やせ症が生じることもみられる。青年期の性へ
のとらえ方に十分配慮した支援が求められる。
母子保健については、特に心理的な面での準備

が十分になされていない若い世代による予定外の
出産、予期せぬ出産の問題が挙げられ、大人にな
ることの難しさが浮き彫りにされる。さまざまな状
況要因が背景として関連しているが、そのような中
でリスクの高い性行動を選ぶ女子青年たちの心情
について配慮していくことが求められる。
また、発達障害については衝動性やこだわり面
から配慮していく必要があるが、性のとらえ方に対
する衝動性やこだわりについてはさらにきめ細かい
対応が求められる。
性や生殖については、その社会での考えからの

影響も大きく、また VUCAな社会では戸惑いがよ
り一層生じてくる。
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3． 福祉分野からみた大人になることの難
しさ

⑴　分野の概要
福祉については、一人ひとりにとってより豊かな

生活を送ることができるための方策に焦点が当てら
れている。
福祉分野については、人々は生活の豊かさや幸
福のために自ら努力していくが、さまざまな事情の
ために自力ではそれを実行できない状況に対して、
そのような人たちの生活の豊かさや幸福を支援し
ていく分野と言える。いわゆる権利擁護と自立支
援の問題を考えていくことになり、生活への支援と
なる。主要な支援の場としては、児童相談所、児
童福祉施設、障害者相談機関、高齢者福祉施設な
どが挙げられる。

⑵　大人になることの節目と発達の連続・非連続
子どもから大人への移行という面から福祉にお

ける生活への支援ということからすると、家族や親
子関係が中核的存在と言える。この場合、実際に
人は子として生まれやがて親（大人）となるが、当
の親自身にとってみればその状況を理解しつつも
いつまでも子どもとしてとらえることも少なくな
い。家族はその密接な人間関係ゆえの特徴があり
愛着も深くなりつつも独特の難しさも併せ持ってい
る。このような中で発達時期に応じた支援が重要
であるとともに生涯発達における愛着の獲得と喪
失の問題をはじめ切れ目のない支援からのアプ
ローチも大切となる。
また、福祉分野における子どもから大人になる
にあたっては児童福祉法での位置づけが基本とな
る。すべての児童の福祉を図り健全に育成してい
くことを示した児童福祉法では、児童とは 18歳未
満とされる。例えば虐待が生じた際の保護のされ
方は 18歳未満か否かで異なってくる。このような
社会的制度の面からは非連続で質的な節目に基づ
く対応となるが、心理的支援ではむしろなだらかな
連続的な変化から考えていく方が子どもをはじめ

当人たちの負担も少なくなり、このあたりのバラン
スのとり方が大切となる。前述の通り成年年齢も
18歳以上となる予定であり、それに伴い女性の婚
姻開始年齢も引き上げられる予定である。このこと
は、大人になることの意味とともに家族のライフサ
イクルの問題とも深くかかわってくる。

⑶　大人になることへのつまずきと支援
従来の家族・親子関係では、子の立場の者が大

人の年齢（30～40歳頃）になった以降は、むしろ
老親の世話（場合によっては介護）するのが一般
的と言われてきた。現在でも多くの家族ではそのよ
うな形態をとっているが、そうでない例が増えてい
る傾向にある。
いわゆる「8050問題」として、多くの場合ひき

こもりの問題を通して、大人になることの難しさを
如実にとらえている。親が 80代、子が 50代を迎
えたまま社会的に孤立し、生活が困難になってい
ることが近年多く生じている。背景には家族や本
人の病気、親の介護、離職（リストラ）、経済的困
窮など様々な課題を抱えている。これは家族のみ
ではなく、地域社会あるいは社会全体で取り組む
べき課題と言える。支援を求めること自体も困難に
なる場合が大きく、問題は増々深刻化している。
様々な背景がみられるが、コミュニケーションの苦
手さや独特のこだわりなどからこのような状況にな
ることも少なくない。

4． 教育分野からみた大人になることの難
しさ

⑴　分野の概要
教育分野では、主に学校教育場面における子ど

も達の学習面や行動面に関する理解と支援が取り
上げられている。教育現場における心理社会的課
題及び必要な支援が主な活動となる。主要な支援
の場としては、学校、教育センター、教育研究所
などが挙げられる。不登校、いじめ、学級崩壊、
学力不振などが主な問題である。さまざまな学習
面や行動面での対応が必要となるが、そこでは発
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達段階に応じて個人や集団に対する理解を深め、
主体性や自発性などの諸能力を育成することなど
が挙げられる。

⑵　大人になることの節目と発達の連続・非連続
教育分野における発達的変化における連続・非

連続の問題からの大人になることの難しさについて
は学校制度の節目が大きく影響している。教育分
野では、そもそも「大人になることの難しさ」自体
が中核的課題と言える。特に、自己理解や自己有
能感によって学習面や行動面の双方で大きな変化
がみられる。
教育については、根幹となる社会的制度として

位置づけられるのが教育基本法である。より具体
的には学校教育法で定められている。義務教育が
終了しても未成年ではあるが、子どもから大人に
なる過程を考えていく上では義務教育か否かが大
きな節目の 1つとなる。
このような学校制度のもたらす変化も大きい。例
えば、中学入学の際には環境も大きく変わり、いわ
ゆる「中 1ギャップ」（後述）の問題となっている。
さらに、高校入学は多くの同年代の子どもたちが
進学するとはいえ、先述の義務教育ではないとい
う点で節目となる。さまざまな配慮が必要とされる
特別支援教育でも中学と高校ではいくつかの違い
がみられる。さらに、大学入学は高等教育機関に
入学することになり、生活状況も大きく変わってく
る。これらの非連続的な変化が一人ひとりの子ども
たちにどのように影響するのか考えていく必要があ
る。
その一方で、地域などの学校以外の取り組みを
示した例として、子ども・若者育成支援推進法が
ある。これは子どもや若者が抱える問題の対応に
ついて社会生活を円滑に営むために、困難を有す
る子どもや若者を支援するネットワークを地域に整
備することを目指している。例えば、学校のみでの
対応だと、児童生徒が不登校のまま学校を卒業し
たり、高校を中退すると、その後の支援が行われ
なくなってしまうこともある。そのため、教育分野

の支援について、学校を中心としつつも学校以外
のネットワークも求められてくる。

⑶　大人になることへのつまずきと支援
小学校 6年生から中学 1年生については、身体

や学習だけでなくアイデンティティや進路の問題な
ど多岐にかかわってくる。生活・環境面での変化
も含めて非連続的な変化を経験することになる。
学習面では教科担任制になり、定期試験もある。
英語も加わりそれぞれの学習内容も難しくなる。ま
た、部活動を通して先輩後輩の新たな人間関係も
出てくる。発達段階としては、中 1ギャップがみら
れ、児童期から（思春期・）青年期への移行期と
なる。様々な急激な変化を迎えるにあたってどのよ
うに不均衡から均衡への適応がなされるのか、あ
るいは知識や自己が更新されるのかのプロセスを
丁寧に辿っていくことが大切となる。内省する力も
求められる。また、このような時期のゆえにその前
段階のものをどのように積み重ねていくのかという
漸次的変化とも関連してくる。こういったことも含
めた学校教育制度における移行期の問題は、支援
の連続性、すなわち切れ目のない支援とかかわっ
てくることになる。このように中 1ギャップは大人
になるにあたっての大きな準備の 1つとも言える。

5． 司法・犯罪分野からみた大人になるこ
との難しさ

⑴　分野の概要
司法・犯罪分野の概要については、犯罪・非行

のほか家事領域における心理的支援などがある。
主要な支援の場としては、家庭裁判所、少年鑑別
所、警察関連の相談所、犯罪被害の相談室などが
挙げられる。
大人になることの難しさについては少年非行臨
床から検討することになるが、司法・犯罪分野で
はいわゆる家事領域においても子どもから大人へ
の変化の問題が関連している。例えば、親の離婚
における親権の問題ではその子どもが未成年か成
年かで状況が異なる。また、未成年であってもそ
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の年齢によって配慮すべき事柄が異なってくる。

⑵　大人になることの節目と発達の連続・非連続
司法・犯罪分野における大人になるということは
すなわち成年と未成年の問題であり、少年非行の
主要な検討課題となる。基本となる社会的制度は
少年法であるが、その場合、未成年であるか否か
でその処遇が大きく異なる。すなわち、罪を犯した
者が、いわゆる子どもの時期なのか大人の時期な
のかによって状況が大きく異なってくる。改正が予
定されている少年法においても、前述の民法改正
に伴い議論され、18，19歳については「いまだ十
分に成熟しておらず、成長発達途上にある」とし
て「18歳未満とも 20歳以上とも異なる扱いをすべ
き」との指摘もなされ、転換の時期を迎えていると
言える。
少年に対しては、成長の途上にあり教育的働き

かけによって大きく変化する可能性が高いため、
少年の健全育成を矯正や環境の調整などで対応し
ていくことになる。非行少年は犯罪少年、触法少
年、虞犯少年に分けられており、特にまだ犯罪行
為を行っていない虞れのある段階で対応するのは
教育的働きかけによるためと考えられる。
このような中で社会的制度に基づいた対応が基
本となるが、法制度上区分された年齢を含めたお
よそ 17歳から 21歳ころまでの 4～5年の期間は心
理面での対応にも慎重さが求められる。実際の処
遇の違いも含めた大きな節目を迎えることに配慮し
た心理的支援が必要になってくる。すなわち、公的
な社会的制度上の区分に基づく大人（成人）とな
ることへの厳密な非連続的変化に基づく対応のみ
ならず、心理的な一定の幅のある大人（成人）に
なることへの連続的変化に基づく対応も求められる
と言える。

⑶　大人になることへのつまずきと支援
冒頭で述べた「VUCAな世界を生き抜くことの
難しさ」の問題も含め、現代社会は情報も氾濫し
ている。このことにより、実際には生きにくさも

多々見られ、さまざまな事件を始めとする深刻な状
況に巻き込まれたりすることも少なくない。特に、
子どもから大人になる青年期は自身の内外におい
て多くの変化が生じているので多感な時期となる
ため、巻き込まれる傾向が増えてしまうことも言え
る。この場合、道徳性や社会性をはじめ認知面や
情動面など様々な面から検討していく必要がある。
そこには、思春期・青年期特有の難しさもみられ
てくる。さらに、その中には、些細なことにも敏感
に反応をしたり繊細に受け止めたりする特性がみ
られる場合もある。その場合には、一人ひとりの困
り感に寄り添う形で支援を行うとともに、発達時期
に応じた支援や切れ目のない支援を進めていくこと
も大切であり、このことが連続・非連続の問題とも
かかわってくるといえよう。このような周囲の理解
や支援が十分にないと、不適応な状況になってし
まう。

6． 産業・労働分野からみた大人になるこ
との難しさ

⑴　分野の概要
産業・労働分野については「働くこと」への心
理的支援が基本的な問題となる。そこでは働く個
人とその組織に対して主にメンタルヘルスやキャリ
ア支援を行っていき、個人と組織が共通の目標に
向かって共に成長していく姿を目指している。発達
心理学の分野に限らず、実際の社会場面において
も就労が大人になるための自立に向けての中心的
な出来事と位置付けられている。主要な支援の場
としては、企業を始めとするそれぞれの職場になる
が、ハローワークなどでも活動されている。臨床的
な働きかけだけでなく、リーダーシップやモチベー
ション等の組織における人々の行動や職場環境も
検討の対象となる。 

⑵　大人になることの節目と発達の連続・非連続
産業・労働分野では種々の社会的制度とともに
公的なバックアップ体制もいくつか見られる。例え
ば、若者のひきこもりと就労支援については、いわ
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ゆる「こころの耳」やジョブカード制度において若
者の就労支援を心理的支援につなげている。関連
する法律として若者雇用促進法があり、大人になっ
たばかりの若者に対する雇用についてはさまざまな
困難があるため、それに対する支援がなされてい
る。
このような中で、産業・労働分野では青年期以
降の発達の時期が関連している。大人になりはじ
めの時期では自身のキャリア形成が中心となるが、
やがて自身のキャリアを他者にもたらす段階へと移
行していく。これは青年期から成人期への移行期
と言え、この時期にはさまざまな心理的変化もみら
れる。転職などを通していくつかの節目を経験する
こともあるが、これらは発達過程全体においても過
渡期や転機と位置づけられることになる。今日で
は、若者の就業に関して職に就くことだけに留まら
ず、転職や再就職も含めて考える必要がある。

⑶　 大人になることへのつまずきと支援
実際には、転職や再就職の機会が増えていると

は言え、最初に職に就くという経験は独特の意味
があり、慣れていない分、特別なサポートや配慮
が必要になってくる。職に慣れていない若者全体
への就労支援を行う必要がある。
このように初めての職場ということ自体、様々な
サポートが必要となるが、特別な支援が必要な人々
にとってはより一層この初期の働きかけが大切とな
る。実際にはそれぞれの職場において、コミュニ
ケーションのつまずき、こだわり、認知特性のアン
バランス、衝動性、不注意、多動性などを抱えて
いる人々に対しての支援が必要となってくる。これ
らの問題は、大人になることと、青年期に伴う自己
理解・自己認識の問題が大きくかかわってくる。
職場で働くということは、それだけ職場や社会

から求められる責任も大きくなるため、職場で生じ
た不適応が深刻化する場合も少なくない。心身の
問題、ニートやひきこもりの問題など多岐に渡って
いる。社会に出ることと働くこととは同等ではない
が関連は深い。福祉分野での 8050問題ともかか

わってくる。これらの問題については、大人になる
こと、そして社会に出ることは、それまでの家庭や
学校で守られた時期から実社会にて自己の資源を
提供する側になるため、社会とのかかわりの面から
も大きな変化と言える。これから働く人への支援が
主要なテーマとなる。
前述の通り、現代社会は複雑で曖昧な社会であ

るので、若者を含む労働者全体を守っていくこと
が大切といえる。「働き方改革法」はその代表的な
例である。産業・労働分野においても「VUCAな
世界で働くことの難しさ」を念頭に入れた対応が
必要になってくる。

7．まとめ

発達的変化における連続・非連続の両面性につ
ては生涯発達過程全体の問題と言えるが、本稿で
は大人になることの難しさのテーマから検討した。
具体的には、大人になることの難しさについて、主
要な心理的支援の 5分野からまとめた。保健医療
分野では性や生殖機能の発達における心身の問題、
福祉分野ではライフサイクルからみた家族や親子
関係の問題、教育分野では中 1ギャップをはじめ
学校制度の変化に関する問題、司法・犯罪分野で
は未成年から成年の処遇の変化がもたらす問題、
産業・労働分野では職に就くことによる社会での
位置づけの変化に関する問題について、それぞれ
の分野ごとに大人になることへの節目と連続・非
連続の面から、さらには大人になることへのつまず
きと支援の面から検討した。
本稿では、この問題について発達的変化の連
続・非連続という枠組みから検討したのが特徴の 1

つである。大人になることの難しさをテーマとして
設定したことにより、前稿（坪井　2019）よりは具
体的に論じることができた。ただ、その反面、各
分野をまとめて何か共通したことを見つけることは
むしろ困難であることが改めて分かった。各分野
で連続・非連続の問題がそれぞれの形で表れてい
ると言える。それぞれの分野で取り上げたものは
性質の異なるものであるが、いずれも発達的変化
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における連続・非連続との両面性の問題がかかわ
り、大人になることについて考える際に有用と言え
る。
その一方で、複数の分野が関連することも当然

ながら多く、今後ますます連携・協働の重要性が
増していくと思われる（鶴・津川　2018）。少し例
を挙げるなら、性や生殖にかかわる問題は保健医
療の分野だけでなく福祉や教育分野での支援も必
要となる。また、先述の 8050問題は福祉や産業・
労働、そして教育での分野にかかわる。キャリア
支援などは教育分野と産業・労働分野の双方が直
接的にかかわっている。
また、発達に困難を抱えている場合についても
各分野において少し述べたが、「VUCAな世界で大
人になることの難しさ」を改めて感じた。刺激に対
する感受性の強さによりこだわりや衝動性が見られ
る場合にどのような支援が可能かを考えていくとと
もに、それぞれの人たちが持っている強みをどのよ
うに伸ばしていくのかも大切な視点となる。
節目としてとらえる場合には特定の時期になる

が、心理的支援を考える場合はある程度の幅を持
たせて対応することの必要性が 5分野からの検討
を通して明らかになった。さらに、5分野を通して
言えたことは、大人になることの難しさとともに、
「VUCAな世界を生き抜く」ことの難しさも示され
た点である。両者が重なりより一層難しさも増して
くる。これは発達的変化における連続・非連続に
ついて、社会的制度上の対応は非連続的な性質を
もち、それに対し実際の心理的対応ではある程度
の幅をもったゆるやかな変化、すなわち連続的変
化に基づく対応が本人にとっても負担が少なくなっ
ている。
今後の課題としては、発達的変化のメカニズム

の面からより精緻化して考えていくとともに、一人
ひとりへの支援の問題として具体的な臨床場面に
即して検討するなど取り上げるべき課題は多いと
言える。このように考えると、大人になることをは
じめ発達的変化を連続あるいは非連続からとらえ
ることは、身近な問題であると同時に「VUCAな

世界を生き抜く」ことが求められる現代社会では
かなり困難な問題とも言える。
また、冒頭で述べた成人となる年齢の引き下げ
問題については、様々な検討課題が新たに生じる
と考えられる。本稿で述べた発達的変化における
連続・非連続の両面性に関する検討が、これらの
課題に対し一石を投じることになればと思う。
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