
 

 

ISSN 0917 －2351 

    

帝京大学帝京大学帝京大学帝京大学    

文学部紀要 
心理学心理学心理学心理学    
第６ 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

心 理 学 科 
２００１ 年 3 月 



目　　次

退職のご挨拶 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 麦島　文夫（ 1 ）

帝京大学心理学科の発展を願って

－10年間の観察・記録データにみる学生生活動向レポート－ . . . . . . . . . . . 加留部　清（ 3 ）

パーソナリティに関する行動分析学的一考察  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 佐藤　方哉（ 19 ）

脳外傷者の自己物語における脳損傷の意味  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 能智　正博（ 31 ）

Implicit Association Testによる態度測定の検討  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 伊藤　忠弘（ 51 ）

青年の犯罪被害・逸脱行為と主観的ウェルビーイング  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 角野　善司（ 67 ）

Two-year-old children’s communications with their fathers 

and the developments of their social skills: the longitudinal study  . . . . . . . 新谷　和代（ 83 ）

1999年度卒業論文一覧　 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .（ 93）

2000年度卒業論文一覧　 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .（ 99）

スタッフ紹介　 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .（103）



Contents

Farewell dear colleagues!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MUGISHIMA, Fumio（ 1 ）

Farewell dear colleagues!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KARUBE, Kiyoshi（ 3 ）

A behavior analysis of personality  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SATO, Masaya（ 19 ）

The meaning of brain injury in the self-narratives of people 

with traumatic brain injuries  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NOCHI, Masahiro（ 31 ）

The examine of using the implicit association test 

to measure attitude  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ITO, Tadahiro（ 51 ）

Crime damage, deviation actions and subjective well-being 

in the adolescence  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SUMINO, Zenji（ 67 ）

Two-year-old children’s communications with their fathers 

and the developments of their social skills: the longitudinal study  . SHINTANI, Kazuyo（ 83 ）

Bulletin

of

Department of Psychology

Teikyo University

No.6  2001



退職のご挨拶

麦島文夫

本年3月定年となり、大学を去ることになりました。本学心理学科の創設時からのメンバー

であることから、当時について何か知ることを残せとの注文に応え、また私と本心理学科との

これまでの関わりを振り返り、退職の挨拶と致します。

私が本学に勤務するようになったのは1987（昭和62）年の4月でした。それまでの20数年を

警察庁の附属期間である科学警察研究所に勤務していたのですが、当時東京大学で心理学を教

えていた鹿取廣人さんから連絡があり、帝京大学で心理学科を創設する話が進行している、そ

れに自分が東大定年後に参加する予定だ、ついては私にも参加しないか、という誘いがありま

した。当時の私は、科警研の部長になって既に10年目に入り、ポストを長く占め過ぎだと感

じていましたので、この誘いを受けることにしました。

そのようなことで、1987年4月に本学に赴任したのですが、その当時はまだ文部省から心理

学科設立の認可が下りてなく、心理学科が設立されれば教員となる予定で一緒に赴任していた

深田先生、山本先生（現在は帝京平成短期大学）、藤崎先生と私の4名は、所属学科がないま

まに一般教育の心理学やその他を教えると同時に、大学当局の文部省への心理学科設立申請の

手伝いをすることになりました。

具体的には申請に際し、心理学科の研究室、演習室、実験室とその設備等の準備が求められ

ていました。現在心理学科の準備室のある8号館や、実験室等がある11号館は、この申請に合

わせてその後建てられたように憶えています。その建物の中で心理学科のスペースをどの程度

確保するか、またその部屋割りや設備等をどうするかなど、色々注文をつけたことを思い出し

ます。実験室等の設備については、およそ1億円必要だと申し出，その金額に近い準備がなさ

れたはずです。当時あるいは現在も，心理学科の学部レベルの施設・設備としてみるならば，

国内では比較的恵まれている方かと思います。ただし勿論，当時参考にするべく取り寄せたア

メリカの大学院中心の心理学科の設備等に比べれば，遠く及びませんが。

また心理学科としての教育理念，特色，カリキュラム等については大学当局と，89年に赴任

が予定されていた鹿取さん及び既に赴任していた我々が中心になって整理し，文部省に提出す

る書面の作文をしました。

ところでその書面にも関わるのですが，現在のわが国では，大学に心理学科を設ける場合，

どのような心理学を研究・教育するのか，特に臨床心理学を心理学全体の教育の中でどのよう
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に位置づけるかに，その学科・大学の見識が問われてもいます。それに対して本学心理学科の

創設に当たっては，全ての教育・研究に共通して，その学問の基礎をしっかり教え・学ぶこと

が最も大事だとの見方を取りました。具体的には，学部で学んでいる間は心理学の基礎の部分

を確り勉強してもらい，将来大学院が設置されるようになったら，そこには臨床系の心理学を

教育・研究するコースも設けたいとの構想を立てました。

この構想は決して間違っていなかったと思います。すなわち私の専門としてきた非行問題を

例とするならば，その非行少年なりその親なりの相談・カウンセリングに預かろうとする場合，

大学の学部程度で習った知識・技術が役に立つとは到底思えません。むしろその昔，心理学の

碩学カナダのヘッブが言うように，心理学の生半可な知識はむしろ，害になることはあっても

益になることはないのが本当のところでしょう。

そのようにして私が赴任した翌1988年に心理学科の設立を見た後，本年3月に丸13年が経過

しました。その14年目に入る今年，心理学科は大変身を遂げようとしています。すなわち学

部定員の大幅増と，臨床心理を核とする大学院の設置が決まったようです。13年間で学科とし

ての成長の階段を一つ登ったと言うことになるのでしょうか。そこに至るまでのここ1年間く

らいの間，心理学科の先生方と大学とが，文部省への申請等で大変な苦労しているのを見るに

つけ，その昔の学科創設時のことを思い出していました。

退職が迫った頃から読んだ本の中に，徒然草がありました。そこで有名な「日暮れ，道遠し。

吾が生，既に蹉 （さだ）たり。諸縁を放下すべき時なり。信をも守らじ。礼儀をも思はじ。」

に出会いました。ここで「さだ」とは足を取られ，つまづいたり落ちこぼれる様でしょうから，

この章句は一見すると年寄りが自分に愛想を尽かした自虐・自閉の心境から，諸々の縁を切り

たくなったように見えます。しかしご存知のようにこの解釈としては，自分にやりたいことが

沢山残っているから，色々なご縁に縛られてはいられない，これからは無駄な縁を切り，人々

からの信を守っているばかりでなく，礼儀を思わずに，自分の好きなように生きるとの強い気

概を示すものでしょう。

実際の私は，先日学科の先生方がセットしてくれた特別講義でお話したように，当に様々な

ご縁に支えられて仕事をさせてもらい，遊び，生活してきました。また求める遠い目標とてな

いのですが，日が暮れかけている実感だけは少しあります。そんな私にとってこの徒然草の言

葉は，これからは皆様のご縁にすがらず，本当の自分を創り出せと叱咤してくれています。実

際にこの章句を繰り返し声に出していると，そこからの開放感はたまらなく気持ちの良いもの

になり，元気も湧いて来るように感じています。

これまでの諸々のご縁に感謝すると共に，開放される喜びも現して退職の挨拶とします。
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帝京大学心理学科の発展を願って
－10年間の観察・記録データにみる学生生活動向レポート－

加留部　清

Farewell dear colleagues!

KARUBE,  Kiyoshi

abstract

Student’ｓ way of life was observed in Teikyo University during the last decade

of 20th century using records about their courses just after graduation, records of

their responses to my questions in lecture rooms and data of survey done by my

seminars. Some marked behavioral changes were caused by downward economy in

Japan, worldwide development of IT and several great social events. But the mind

of student or youth seemed to be somehow traditional supported by their wealthy

parents.

I hope my colleagues could find any suggestions how to guide coming freshmen

in 21st century in this small report written together with my words of farewell at the

end of my term as professor from 1990 to 2001 March.

はじめに：レポートの趣旨と挨拶

この小論文は，帝京大学文学部心理学科学生の学生生活の変化を，教職者の一人として観察

し，また観測データとして収集し記録してきたものを通観して，所感をまじえてレポートとし

たものである。

観察・観測期間は筆者の在職期間，1990年4月～2001年初頭にかけてである。学生との接触

のさまざまな機会は，実務の領域から教職に転じて来た筆者に，多くの新鮮な体験を与えてく

れた。担当講義科目の授業時間の最後には，講義内容に関連する質問回答をExerciseとして毎

回課してきたが，これは心理学科生（受講生の大部分が心理学科生）の生活や考え方・感じ方

に関する年ごとの観測記録となった。担当演習科目では学生のそれぞれの研究課題を目的とす

る質問文を盛り込んで，学生対象，場合によっては社会人も対象に含めて，受講学生が共同調

査した。同種質問を用いた年が，とびとびでも2回以上あれば，それらを繋いで継時観測デー

タとすることができた。学科事務の一つである就職委員担当としては，毎年の心理学科卒業生
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の就職・進学状況を就職課作成の資料に基づいて整理し，学科保存資料の一つにしてきた。心

理学科生のために学科で特別に時間を設けて，毎年「心理学科生のための就職・進学ガイダン

ス」を行っているが，ガイダンス終了直後の出席者アンケートも，継時観測データの一つとなった。

帝京大学心理学科は1988年4月に開設され，2000年3月の第9期生卒業までで1,514人の卒業

生を世に送り出している。2001年4月には第14期の新入生を迎えることになる。定員増が認可

されて学生数は従来の2倍弱となる見込みである。更に喜ばしいことに学科の多年の念願であ

つた大学院の設置が認可され，学部入学生の他に十数人以上の臨床心理学専攻大学院生（社会

人からの入学者を含む）を第1期大学院生として迎えることとなろう。新世紀の幕開けが帝京

大学心理学科の将来発展の一大転機になることを期待したい。2001年3月定年退職に当たって，

筆者の切なる願いである。

新世紀を担う若者が，どのような社会環境のもとで，どのように成長していくか。成長を助

けるにはどうしたらよいか。これらに関する考察の助けになるものを，このレポートから少し

でも感じとって頂くことがあればたいへん幸いである。

1 卒業後の進路選択を変えた経済環境 5 日常行動素描－学生も疲れている

2 もちものの変化にみる情報化の進展 6 社会人と大差ない人生観・社会観

3 身につけている豊富な技能・技芸 7 学生の自己認識と社会風潮

4 年間社会行動率の趨勢

1 卒業後の進路選択を変えた経済環境

心理学科第1期生が入学してきた1988年は，「地価狂乱」が社会をにぎわす「バブル」経済

の最盛期であった。1年前から教職スタッフの先遣隊として八王子キャンパスに着任し，新入

生を迎える準備をした先生方（2001年以降も続けて在職する人の数はもう僅かになった）と，

上級生は一人もいない新入生との交流は親密なものであったらしい。

筆者がスタッフに加わったのは1期生が3年生になった年であり，学科在籍学生数は3学年で

400人を超えていた。4月には上級生有志が奔走して，新入生歓迎会をする。1年生の間は教養

科目の修得が主で，心理学専門科目の勉強は少ししかない。2年生になると講義，実験，演習

など専門科目がふえる。3年生に進級できた学生は，基礎，発達，社会のいずれか希望のコー

スに分かれ，各コースの中のどれか一つのゼミに所属し，卒業論文作成のための勉強を始める。

このゼミは4年生になると，そのまま卒業論文ゼミとなるのが通例であった。（最近のカリキ

ュラム変更で，卒業論文は卒業演習と並ぶ選択科目となり，論文ゼミへ直結しない学生もいる

ようになった）。学科に来たばかりの筆者は社会コースで，社会現象（消費者，マスコミ，産

業など）の調査研究ゼミを担当した。このゼミではしばしばキャンパス近くの街で，コンパ
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（学生はこれを「飲み会」という）などをする。特別の用のない限り誘いに応じて共に遊び，

一時の若返りを楽しんだものである。4年生の秋には卒業記念アルバムのために，顔を揃えて

写真に写る。卒業式の前後にはゼミ間を学生有志が調整して，謝恩会に招いてくれた。

接触し始めの学生についての印象はたいへん鮮烈であった。今でもありありとその感触が蘇

る。多くの学生は何の翳りもなくスケスケに透明であった。掴まえどころがなくて，吹く風に

飛ばされそうで頼りないが，反応は素直で明るく，思いがけない優しさも持つているように思

えた。まさに日本の高度成長期から安定成長期にかけて，豊かさへの道を一本調子で昇って来

た時代の申し子であったと今は思っている。

しかし，「バブル」は間もなくはじけ，株価の大暴落から金融危機，不景気，リストラ，失

業率の上昇などと経済は暗転した。バブルの咎は2001年現在まだ精算出来ず，明るい見通し

への展望を妨げている。

日本経済のこのような暗転が，学生の就職難をもたらしていることは広く報道されている。

帝京大学心理学科卒業生についても同様である。（Fig.1） 2000年3月卒業生ではついに36％ま

でになってしまった。心理学科は人文系の学科で理工系や社会系学科を含む平均値を例年下回

っているのは仕方ないこととしても，帝京大学心理学科生にとっての就職は，卒業後の選択肢

として，次第に小さなものになっていくのであろうか。バブルがはじけても第2期生が卒業す

る頃まではまだ人手不足で，学科に会社説明会をさせて欲しいという企業が訪ねて来ていた。

学生も「内定を3つ貰っていますが，何と断ればいいですか」と相談にも来ていた。それが最

加留部：帝京大学心理学科の発展を願って

5
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近では「何回落とされても，あなたを欲しいと言うところが必ずあります。頑張りなさい」と

励まさなければならなくなつた。

就職しない（できない）場合の一つの選択肢はアルバイトである。労働者派遣制度が整備さ

れてきているから，現代風の正規新職種ともう言ってよいのかもしれない。もう一つは大学院

や専門技術学校などへの進学受験である。公務員試験に再挑戦するため勉強する場合を含めて

「受験」と一括すると，人数はアルバイトよりも多くなる。（Fig.2）
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大学院に進学した卒業生（卒業から1,2年経過後の合格を含む）は1期生から2000年3月卒業

までの1,514人のうち28人，2％である（2000年12月現在）。文部省の統計によると，2000年3月

全国4年制大学卒業生の大学院進学率は11％である。国立大学理工系では大学院進学が多勢を

占めて常識化しているが，私立の人文系では4％と低い。新設の帝京大学心理学科同様に，今

後は全国大学人文系学科で，社会人を含む大学院設置や定員増が計られることとなろう。

2,3年生での大学院進学志望率は，就職進学ガイダンス直後アンケートでは35％程度（’93～

2000年単純平均）である。この時期での進路志望で最も多いのは地方公務員，次いで民間会社

があり，大学院志望は国家公務員志望とほぼ同率で3番目の選択になつている。いずれも学ん

でいる心理学が生かせる職種や専門領域を念頭に置いてのことであるが，最近は言語療法士を

はじめ心理学とかなり密接な領域への関心もふえている。（Fig.3） 志望の実現には試験という

関門を通過しなければならないが，公務員や心理専門職への道は，大学院の場合と同様に実際

はたいへん厳しい。全卒業生のうち今までに地方公務員は5人，国家公務員は4人，言語療法

士のために聴能言語学科への進学は13人，病院・研究所・心理相談員など5人を出しているに

すぎない。

講義のExerciseで資格取得の意向をきいたときにも，心理学科生らしい回答が出る。（Fig.4）

加留部：帝京大学心理学科の発展を願って

7
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上位の項目に位置する臨床心理士は大学院での勉強を必須としていて，学部卒業だけで申請で

きる認定心理士とはグレードを異にしている。（認定心理士の資格申請をしたい意向は，ガイ

ダンス直後アンケートでは67％で臨床心理士資格取得意向と同程度である）。中程度順位の産

業カウンセラーは労働省認可の協会が行う講習会修了者のことであり，産業内でそれを職務と

して，あるいはそれを管理的業務の素養として役立てるためのものである。

帝京大学卒業生で世の中に有名なのは柔道の田村亮子である。一般学生とは違う特別扱いの

学生はほかにも多々あって，在学中だけでも帝京大学の名を高くすることに貢献できればよい。

しかし，殆んどの学生は入学のときも在学中も卒業するときも，普通の学生である。世に出た

あとの一生に，何らかの道で社会に貢献をして，帝京大学卒業生の実あることを天下に知らし

めてほしいと思う。

2 もちものの変化にみる情報化の進展

日本経済の暗転と裏腹にアメリカは IT先進国として繁栄した。遅ればせながら日本の大学

でコンピューターを理工系学生以外にも使わせるようになつたのは，ちょうど帝京大学心理学

科第1期生の頃からだったと思う。すべての学生にブック型コンピューターを持たせるように

したらどうかという話も出たが，日進月歩で新機種が出るありさまをみて，いつしかこれは沙

汰止みになってしまった。’90年代の中頃に至りインターネツトが商用に開放されると，大学

のインーネット化は一挙に進んだ。帝京大学の学生は，今は申請すると大学のe-mailアドレス

が貰える。実験室や演習室の壁にはインターネット用のモジュラージャックがあって，備え付

けのパソコンや自己所有のパソコンを持参して線を繋ぐと，世界中のホームページをみたりe-

mailの発信受信をすることができる。大学の外でインターネットを利用するには，自分でプロ

バイダーと契約し，それを介して通信する。学生にとってより便利なのは当然，自己専用のパ

ソコンと自己契約のプロバイダーであって，大学e-mailはごく一部の学生だけが併用するよう

になつてきている。

学生間の通信に，もっと簡易で面白い道具が出現した。Mobile携帯電話である。電車の中や

街頭で耳に機器を当てて一人で話している光景は，少し前には全く見かけなかった風景であっ

た。学生呼び出しに最も確実な手段は，郵送よりも何よりも今は携帯電話になっている。

これらのことが学生の回答ではFig.5のように表れている。’96年を過ぎた頃からバソコンと

携帯電話の所有率が急速に上昇していることに注目されたい。

この図の中で乗用車は10％程度の所有率になっているが，「持ちたい」ものとしては上位の

回答率を示す。取りたての運転免許で，父親の車を駆って登校し，キヤンパス近くの住宅そば

に無断駐車しては，こっぴどく怒られる学生がしばしばいて，学生課でも頭をかかえることが

よくあった。最近は学生用の駐車場が整備されてきて，このような話はあまり聞かなくなった。
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英語検定は平均50％弱の比率であるが，殆どが3級である。2級以上を持っているときは入学

試験でも加点され，入学後の語学単位取得でも優遇されるように大学規則が改められたが，こ

れが今後学生の英語学習を促進することになるかどうか，今のところ見当がついていない。

3 身についている豊富な技能・技芸

生育過程における生活環境の変化が，学生の体験の中にどう残っているかをみるとき，スポ

ーツ，楽器演奏，ゲームなどの体験がたいへんに巾広いことに驚く。太平洋戦争から戦後の，

もののない時代を過ごしてきた筆者からすると，平和と豊かさを満喫している若者がうらやま

しくて仕方ない。

「今までに体験したこと」では料理，裁縫など家庭科がらみのことが上位を占める。男子に

も家庭科学習を義務的に課しているからであろう。「鋸を使う」もその類であろうか。

「コピー機」，「ジュットコースター」は戦後文化の象徴の一つである。

’90年代で目立って減少したものに「めだかすくい」がある。農薬や汚染で小川には棲めな

くなった。遊園地やお祭りの出店でも，はやらくなったのであろう。（Tab.1）

加留部：帝京大学心理学科の発展を願って
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Tab.2 出�来�る�ス�ポ�ー�ツ�'95, '96演 2年分   単純平均 %

項目�番�号� 男� 項�目�番�号� 女�
N 87 N 86
15 ボウ�リ�ン�グ� 77 15 ボ�ウリ�ン�グ� 79
11 水�泳� 73 11 水�泳� 78
サ �ッ �カ �ー � 68 29 縄 �跳 �び � 78

12
7
卓�球� 65 5 ス�キ�ー� 65

13 野�球� 65 3 テ�ニ�ス� 63
5

9

6

ス�キー� 64 10 バ�ス�ケツ�ト�ボー�ル� 61
10 バ�ス�ケ�ツ�ト�ボー�ル� 64 9 バ�レ�ー�ボ�ー�ル� 60
29 縄�跳�び� 63 28 鉄�棒� 58
バ �レ �ー �ボ �ー �ル � 60 12 卓 �球 � 57

22 ジ�ョ�ギン�グ� 58 6 スケ�ート� 54
ス �ケ �ー �ト � 54 22 ジ �ョ �ギン�グ� 53

28 鉄�棒� 53 21 マ�ラ�ソ�ン� 50
30 逆�立�ち� 48 16 ロ�ー�ラ�ー�ス�ケ�ー�ト� 42
14 つ�り� 47 30 逆�立�ち� 36
3 テ�ニ�ス� 43 24 オ�リ�エン�テー�リ�ン�グ� 23
21 マラ�ソン� 43 13 野�球� 21
1 武�道(剣、�柔、�他�) 39 14 つ�り� 20
16 ロ�ー�ラ�ー�ス�ケ�ー�ト� 32 7 サ�ッ�カ�ー� 19
24 オ�リ�エン�テー�リ�ン�グ� 26 26 ダ�ン�ス� 19
27 相�撲� 26 1 武�道�(剣�、�柔、�他) 11
ラ �グ �ビ �ー � 21 4 ゴ �ル �フ � 9
4
8
ゴ�ルフ� 20 20 乗馬� 9

26 ダン�ス� 16 23 ゲ�ート�ボー�ル� 8
23 ゲ�ー�ト�ボー�ル� 15 19 ス�キ�ュ�ーバ�ダ�イ�ビ�ン�グ� 6
20 乗�馬� 8 2 ヨ�ガ� 5
19 ス�キ�ュ�ーバ�ダ�イ�ビ�ン�グ� 7

6
27 相�撲� 3

17 サ�ー�フ�ィ�ン� 8 ラ �グ �ビ �ー �2
2ヨ �ガ � 3 17 サ �ー �フ �ィ �ン�

18
2
ヨッ�ト� 3 18 ヨット� 2

25 ハ�ン�グ�ラ�イ�ダ�ー� 3 25 ハ�ン�グ�ラ�イ�ダ�ー� 1

項目�番�号�項�目�名� 期�間中の�変�化�
その�他�　�注�

1 自動車�運�転� 56
11 バイ�ク�の�運転� 38

19 鉄棒�の�逆�上が�り� 86
遠 �泳 �を �す �る � 19

18 楽�器�演�奏� 81
17 演�劇� 52
3

6

9

8
7

4

油絵を�描�く� 29

料 �理 � 92
13 裁�縫� 90
10 電�球�の�取�り�替�え� 88
12 洗�濯� 86
ピ �ン �セ �ッ �ト �でト�ゲを�ぬ�く� 85

鋸 �を �使 �う � 92
刃 �を �研 �ぐ � 54

14 音�響�機�器�の�組�立� 32

15 コピ�ー�機�で�コ�ピ�ー�を�と�る� 95
5 鏡�映描�写�の�実�験� 72 心�理�学科�実�験�演�習�

2 ジ�ェット�コー�ス�タ�ー� 92
20 め�だ�か�す�くい� 減 �少 � 57->33%
16 手�品� 45

47

Tab.１ 今までに経験したことあり %, Exerciseの５年分　単純平均, N=62



「鉄棒の逆上がり」は昔の子供もたいていやつたものである。どんなスポーツを体験したか

学生に改めて質問したときの「鉄棒」は50％台の回答であった。（Tab.2）

庶民にとって「楽器」といえぱ，ハーモニカか笛などが通り相場だった。ピアノなどは触る

こともなかった。最近は小中学校の音楽室に楽器が整備されているからであろう81％の学生

が楽器演奏の体験をもつている。ピアノが演奏できるという女子学生は71％にも及ぶ。（Tab.3）

「今までにしたことがある，今でもしようと思えばできる」ゲームには昔懐かしいゲーム名

が並ぶ。（Tab.4）男子学生では50％以上の所有率である「ファミコン」（Fig.5）が表面的には

昔の遊びを蹴散らしているように報道されることが多いが，日本の伝統的な遊びは依然として

健在な姿で居座っている。

加留部：帝京大学心理学科の発展を願って
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Tab.3 演�奏�で�き�る�楽�器�　�　�'95,'96演, 2年分単純平均  %　�

項目�番�号�項�目�名� 男� 項目�番�号項目�名� 女�
N 87 N 86

笛 �な �ど �木 �管 �楽 �器 � 31 ピ �ア �ノ � 71
11 ハ�ー�モ�ニ�カ� 31 11 ハ�ー�モ�ニ�カ� 56
ピ �ア �ノ � 28 笛 �な �ど �木 �管 �楽 �器 � 49
ギ �タ �ー � 28 オ �ル �ガ �ン � 47
オ �ル �ガ �ン � 18 10 ア �コ �ーデ�オ�ン� 30
8
3

4

1
5
6
太�鼓�な�ど打�楽�器� 17 8

1

4
6

太�鼓�な�ど打�楽�器� 18
ラ �ッ �パな�ど�金�管�楽�器� 11 3 ラ�ッ�パな�ど�金�管�楽�器� 9

910 ア�コ�ーデ�オ�ン� 9
3

5

7

ギ�タ�ー�
マ �ン �ド �リ�ン� 2 バ�イ�オ�リ�ンな�ど弦�楽�器� 7
2
9

7

バイ�オ�リ�ンな�ど弦�楽�器� 2 竪 �琴� 4
13 尺�八� 2 14 和�琴� 4
15 雅�楽�器� 2 9 マ�ン�ド�リン� 2
竪 �琴 � 1 12 三 �味 �線 � 1

12 三�味�線� 1 13 尺�八� 1
14 和�琴� 0 15 雅�楽�器� 1

項目�番�号項目�名�男� 項目�番�号項目�名�女�
N 87 N 86

ト �ラン�プ� ト �ラン�プ�96 1 99
14 将�棋� 88 3 ヨ�ー�ヨ�ー� 81
3

1

ヨ�ーヨ�ー� 84 11 お�手玉� 81
6 たこ�あげ� 84 6 た�こ�あげ� 78
5

4
2

け�ん�玉� 79 10 オ�セ�ロ� 77
12 めん�こ� 77 7 は�ね�つき� 74
こ �ま �回 �し � 76 5 け �ん �玉 � 70
花 �札 � 75 9 お�は�じき　�69

10 オ�セ�ロ� 71 4 こ�ま�回�し� 64
15 麻�雀� 64 2 花�札� 58
7 はね�つ�き� 58 8 ビ�ー�玉� 53
8 ビ�ー�玉� 54 12 め�ん�こ� 51
9 おは�じ�き� 52 14 将�棋� 39
11 お�手�玉� 52 15 麻�雀� 27
13 碁� 26 13 碁� 15

Tab.4  今までにしたことがある・今でもしようと思えばできる�
　　　'95, '96演　2年分単純平均  ％�



4 年間社会行動率の趨勢

「この1年間に次のようなことをしたことがありますか」と問うたときの回答には，’90年代

の趨勢と，発生した大事件への反応が表れている。（Tab.5）

漸減したものに「1泊以上国内旅行」，「海水浴」，「音楽コンサート」，「登山」などがある。大

幅減少は「野球・サッカー観戦」と「占い」である。いずれも一時期のはやりが過ぎたからだ

と思う。

変動の大きい行動の一つに「義捐金を出す」ということがある。’95年は阪神大震災で正月

から日本中が痛んだ年であるが，この年の5月の演習共同調査データでは，学生の41％が義捐

金を出している。兵庫県南部地震災害義捐金募集委員会の資料によると，1月から4月までに

地方自治体と日本赤十字社を通じて，1,599億円の義捐金が寄せられている。日本人15歳以上

の人口約1億1千万人が学生と同じ率で義捐金を拠出し，その額が平均1,000円であるとすると

総額で約450億円である。毎年の赤い羽根共同募金の戸別募金と街頭募金は，最近年で200億

円弱であるから，阪神大地震のときの個人義捐金の件数と額は，類例を見ないくらいに大きか

ったものと思われる。

帝京大学心理学科生でも被災地出身の学生が何人かいて，家族や親族の被災状況を演習の時

間に語ることがあつた。クラスの学生たちは身につまされる思いで話をきいたものである。
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Tab.5 こ�の�１�年間�に�し�た�こ�と�あ�り�　�'95～�'99年�演5年分�単�純�平均�　�%

項目�番�号�項目�名� 変�動、�変化�傾�向�
N 193
10
2
3

4
9

6
8

7
1

5

カラ�オ�ケ�ボ�ックス�で�唄う� 80
１ �泊以�上�国�内�旅�行� 69 漸�減　�75->62
長 �距 �離 �ド �ライ�ブ� 53

11 初�詣�に�行�く� 52
13 自�分�の誕�生祝�い� 49
12 バ�レ�ン�タ�イ�ン�デーの�贈り�物� 43
海 �水 �浴 � 41 漸 �減 �　 �49 ->35
音 �楽 �コ �ン �サ �ー �ト �に行�く� 37 漸�減�　�45 ->33

20 馬�券�を�買�う� (男�) 35 変�動�大�　�Max 47, Min 19
競 �技 �場 �で �野 �球 �・ �サッ�カー�観�戦� 28 減�　�40->19
絵 �画 �の �展 �覧 �会 �に �行 �く � 28

14 日記�を�つ�ける� 24
博 �物 �館 �に �行 �く � 22
海 �外 �旅 �行 � 19

15 占�い�を�し�て�も�ら�う� 19 減�　�28-> 9
19 宝ク�ジ�を�買う� 19
登 �山 � 16 漸 �減 �　 �22->10

17 義捐�金を�出�す� 16 変�動�大　�Max 41( '95 阪神�大�震�災)
16 献�血�を�す�る� 11
18 ボ�ラ�ン�テ�ィ�アを�す�る� 9



5 日常行動素描－学生も疲れている

演習に遅れてきた学生に「どうして遅れてきたのか」と訊くと，たいてい「寝坊しました」

と答える。時刻は昼過ぎでも同じ返事になる理由の一つは，通学所要時間の長さである。

Exercise データの3，4年分を単純平均する（1年毎の値，比率を単純に加算して年数で割る）

と，通学所要時間の平均値は70分，首都圏サラリーマン並である。地方出身者であってキャ

ンパス近くのアパートを借りている学生を含めて，30分以内で到着する学生が30％ある反面，

2時間以上の学生が12％いる。

もう一つの理由は宵っ張りで就寝時刻が遅いからである。睡眠時間として回答されるものは

平均6.5時間である。’96年社会生活基本調査の15-19, 20-24歳区分の7時間49～50分に較べると

かなり短い。テレビ視聴時間は中央値で1.8時間で，同年代の平均とそんなに違ってはいない。

しかし，5時間以上も見ている学生が13％ある。

学生が「よく見る」局は ’90年代を通じてフ

ジテレビであった。「面白くなければテレビじゃ

ない」の路線は，最近のNTVの上昇気配などは

ものともせず，依然としてダントツの選局率を

保持している。深夜番組を楽しむ学生同士の会

話を聞きながら，世の中は変わったなと思う。

大学に登校する日数は1週間に4.6日，受講し

ている時限（1時限は1.5時間）数は14時限/週

である。1週間のアルバイトは11.1時間，サー

クル活動は2.4時間，自宅学習は5.1時間で，こ

の3つの合計は18.6時間である。1週間7日でこ

れを1日当たりにすると，2.7時間になる。登校

日 1日当たりに受講時間は 4.6時間と計算され

る。2.7時間足すと7.3時間である。登校日には

きっちり7.3時間の義務的活動を行っていること

になる。休日は少し多いが，登校日だけならサ

ラリーマン並の労働をしていることになる。

産業心理学（’98年度以降は産業労働心理学）

の講義で疲労という題で話をするとき，森清・

長山編「産業心理」（有斐閣双書）に引用されて

いる日本産業衛生学会・産業疲労研究会が試行

した「疲労自覚訴え調査」項目を読み上げる。

加留部：帝京大学心理学科の発展を願って
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.  Tab 6 授�業�終�了�直�前の自�覚疲労�感�
いま�の�あなた�の�状�態�に�つ�い�てあては�ま�る�も�の�に�マ�ー�ク�し�なさ�い�

Exercise '92, 94, 95, 99の単純平均  %, N=68

頭 �が �お �も �い � 30
2
3
4

1
全身が�だ�る�い� 50
足 �が �だ �る �い � 36
あ �く �び�が出る� 55

5
6
7

頭がぼ�ん�や�り�する� 42
ね �む �い � 75
目 �が �疲 �れ �る � 49

8 動�作�が�ぎこち�な�い� 15
9 足�もと�が�た�より�ない� 12
10 横�に�な�り�た�い� 61
＊�

＊�

＊�

ね�む �け �と �だ �る �さ �　項目平均　 �43
11 考�え�が�ま�と�まら�な�い� 25
12 話�を�する�のが�いや�になる� 20
13 い�ら�い�ら�す�る� 25
14 気�が�散�る� 34
15 物�事�に熱�心�に�なれ�な�い� 36
16 ちょ�っ�と�し�た�こ�と�が思い�出せ�な�い�28
17 す�る�こ�とに�間�違�い�が�多�く�なる� 23
18 物事が�気に�かかる� 37
19 き�ち�ん�と�し�てい�ら�れ�な�い� 25
20 根�気�が�な�く�なる� 45
注意集中の困難　項目平均� 30

21 頭がい�た�い� 17
22 肩�が�こ�る� 45
23 腰がい�た�い� 34
24 い�き�苦�し�い� 14
25 口�が�か�わ�く� 29
26 声�が�か�す�れ�る� 15
27 め�ま�い�が�す�る� 14
28 まぶ�た�や�筋�肉�が�ビクピ�ク�す�る� 19
29 手�足�が�ふ�る�え�る� 5
30 気�分�が�わ�る�い� 15
局在�し�た�身体違�和�感�　�項目�平�均�21



「いまのあなたの状態にあてはまるとき，その項目番号に対応するマークカードのポジション

にマークしなさい」をExerciseとしてきた。時刻は午後2時を少し過ぎたころである。’92年の

ときは回答をすぐ集計した。学生の疲労訴え率（1人1項目当たりの回答率％）は保母さん並

であることがわかつたのはよいとして，3系統30項目のうち最高の回答率は「ねむい」，次い

で「横になりたい」，「あくびが出る」とでているのにはいい気持がしなかった。このような結

果の出方はそれ以降もずっと同じだった。講義の仕方をかなり変えても同じだから，黒板の前

でマイクを握った普通の先生が，講義をしているのを聴いている普通の学生の，午後2時頃の

シーンは日本全国こんなものに違いないと思うことにした。（Tab.6）

6 社会人と大差ない人生観・社会観

高校生から大学生になつて，違ってくることはいろいろあるが，勉学が本分であることには

変わりがない。たいていの学生は学生時代に20歳の成人式を迎える。それまでは何となく子

供らしいかわいさがあるが，それを過ぎると少し大人らしくなってくる。学年でいうと3年生

の夏くらいからである。アルバイトなどで厳しい現実の一端を覗くことはあっても，人生や社

会についての考え方は，まだまだ抽象的観念的で，心情的には親の殻から抜けきっていない。

日本人の国民性調査で半世紀以上観測されてきている「くらし方」質問に対する回答は，

1973年調査以降殆ど変化をみせていないが，’90年代の帝京大学学生の回答もこれに酷似して

いる。（Tab.7）

組織心理学（’97年までは産業心理学）の「リーダーシップ」講義時間には学生からみた，

父親のイメージを質問した。昭和20年代の文部省科学研究費による研究と記された古い研究

紀要に，高月・鶴田・安藤・牧田の「リーダーシップの型に関する研究」がある。ここで使わ

れている質問を用いた（Tab.8）。質問の「課長さん」を「父親」，「部下」を「子供」などに読
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Tab.7 学生の「くらし方」質問に対する回答 （1998年国民性調査との比較）�
Exercise '94,95,96,97年,4年分の単純平均%, N=82

人のくらしかたにはいろいろあるでしょうが、次にあげるものの中で�
どれが一番あなた自身の気持ちに近いものですか。�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学生　国民性調査�
一生懸命働き、金持ちになること 11 15�
まじめに勉強して、名をあげること 4 3�
金や、名誉を考えずに、自分の趣味にあったくらし方をすること 48 41�
その日その日を、のんきにクヨクヨしないでくらすこと 24 23�
世の中の正しくないことを押しのけて、どこまでも清く正しくくらすこと 3 8�
自分の一身のことを考えずに、社会のためにすべてを捧げてくらすこと 1 4�
その他 0 2�
無回答 9 4



み替えて子供からみた父親のリーダーシツプを問うたのである。

A, B, C, D, Eの5項目，各項目3選択肢になっている。B, C, Eでの多数意見は年度を問わず一

貫して同じである。A, Dの項目では相拮抗する選択肢が年によって順位をいれかえているが，

傾向的な変化ではない。’92年から2000年にかけての7年分を単純平均して，リーダーシッツ

プ3極尺度上の父親リーダーシップスコアを求めると，Tab.8の下に示す値になる。民主型で

あることに間違いはないが，放任型よりも専制型に少し寄っている。かっての「こわいこわい

親父」ではないまでも，いくらかその形骸を残しているようである。少子高齢化社会になって

いくときにこれがどう変貌していくか，みものである。

夫婦の家計・財産について，学生の感じ方を示すデータがある。半分は学生男女，残り半分

は社会人男女と回答者を割り当てて実施した学生の共同調査で，Tab.9に示す質問をした。

A,B,Cの3つの項目では，各項目3選択肢のうち最も多く選択されて多数意見になる選択肢は

’94～’99年の各年，学生男女，社会人男女の4区分において全く違いがない。Dの項目では社

会人の男女とも「財産をどちらの名義にしておくかにこだわらない」が多いが，学生では「財

産の多くは夫婦共有の名義にしておく」のほうが多い。（Tab.10）

夫は稼ぎそれを家計担当の妻にそつくり渡す，妻の稼ぎは家計の補助にという日本の風習は，

子供にとっても常識であるのに対し，財産のことについて親がどうしているかまでは，さすが

に知らされていないもののようである。

加留部：帝京大学心理学科の発展を願って
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（「リーダーシップの型に関する高月・鶴田・安藤・牧田の論文」の質問の「課長さん」を「父親」�
  「部下」を「子供」、「仕事」を「ものごと」などと読み替えて回答を求める）�
  Exercise '92,94,95,96,98,99,2000年、７年分の単純平均%, N=58

あなたの父親（課長さん）はどんなタイプの人だと思いますか。次に示すそれぞれ３つずつの一組の中から�
最も近いものを一つずつ選んでください。�
      N = 58�
 A 1 子供（部下）の意見にかかわりなくものごと（仕事）の計画をたてる（A）  22�
 2 子供（部下）の意見をきくこともあるが、ものごと（仕事）の計画ににあまり役立てない（L） 34�
 3 子供（部下）の意見をよくきいてものごと（仕事）の計画をたてる（（D）  41�
 B 1 仕事を与えるとき、目的ややり方をしらせて、納得ずくで仕事をさせる（（D）  49�
 2 仕事を与えるとき、やり方は命令するが、目的は示さない（A）   33�
 3 仕事をするのに目的もやり方も示さない（L）   16�
 C 1 親しみはもてるが、たよりない（L）   20�
 2 温かい感じて親しみがもてる（（D）   51�
 3 厳しくて、親しみかも゚てない（A）   27�
 D 1 自分が気に入らぬ「とりきめ」は守らない（A）   37�
 2 自分が気に入らぬ「とりきめ」は人に言われなければ守らない（L）  24�
 3 自分が気に入らなくても、「とりきめ」には従う（（D）   36�
 E 1 「すじ」の通ることならば上の人（上司）にも子供（部下）にも強い（（D）  56�
 2 監督者として上の人（上司）にはわからないが、子供（部下）には強い（A）  25�
 3 監督者として上の人（上司）にも子供（部下）にも弱い（L）   13�
   選択肢　A　専制型　５点満点に換算 1.5 A total/5 29�
   選択肢　D　民主型　〃 2.4 D total/5 47�
   選択肢　L　放任型　〃 1.1 L total/5 21�
     Total 97�

Tab.8 学生の父親観�
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Tab.9 夫婦の家計・財産に関する学生・社会人の回答　%
'99年度消費者研究ゼミ調査,N=216, 学生男女、社会人男女1/4宛割当回答者�

結婚した夫婦の間のお金のやりとりの仕方として、良いと思うの�
はどれですか。Oをしてください。�

学生・社会人　　多数意見�

　 N=216
 A 1 家計のことは主に夫が決める 8�
 2 家計のことは夫婦が共同で決める 75 ◎�
 3 家計のことは妻が主に決める 17�
�
 B 1 夫は自分の稼いだお金の全部を一旦は妻に渡す 56 ○�
 2 夫は自分の必要な分をとった残りを妻に渡す 34�
 3 夫は妻が必要とする度に必要な額だけを妻に渡す 10�
�
 C 1 妻は自分の稼いだお金の全部を自分のものとする 11�
 2 妻は自分の必要な分をとった残りを家計に回す 69 ◎�
 3 妻は自分の稼いだお金の全部を家計の中に入れる 20�
�
 D 1 財産の多くは夫婦で分け別名義にしておく 21�
 2 財産の多くは夫婦共有名義にしておく 39 △�
 3 財産をどちらの名義にしておくかにこだわらない 38 △�

Tab.10 Dに�見�ら�れ�る�学�生と�社会�人の�違�い�を�年�度毎に�みる�

演習�年� 学生�　�男� 学生�　�女� 社会�人�男� 社会�人�女�
D2>D3 D2>D3 D2<D3 D2<D3

1994 ○� ○�
1995 ○� ○� ○� ○�
1996 ○� ○� ○� ○�
1997 ○� ○� ○�
1998 ○� ○� ○� ○�
1999 ○� ○� ○�

D2単�純�平�均� 45 41 32 36
D3単�純�平�均� 37 31 49 40

Tab.11 学�生�の�自己�認�識�
用�
　�Exercise '92,94,95,96,99,2000年�

50項�目�の�う�ち�分析�に�い�た�38項目回�答率�の単�純�平�均� %
回�答�者�総�数� 397,年平�均回�答�者�数�　�N=66

項目�番�号項目�名� 項目�番�号�項目�名�
1 思い�や�り�が�あ�る� 57 24 器用�で�あ�る� 39
2 ハキ�ハキ�返�事�が�で�き�る� 49 27 辛抱�強�い� 48
3 気が�短�い� 45 28 身体�は�丈�夫� 56
4 感謝�の�気�持�ち�が�厚�い� 56 29 徹夜�し�て�も�平�気� 39
5 細か�い�こ�と�に�気が�付�く� 45 30カン�が�よ�い� 47
6 字が�き�れ�い� 25 31スポ�ーツ�の�選�手�を�し�た�こ�と�が�あ�る� 47
7 毛筆�で書�け�る� 25 33 勇気�が�あ�る� 29
8 ワー�プ�ロ�が�打て�る� 51 34 人に�好�か�れ�る� 33
10 暗算�が�う�まい� 22 35 記憶�力�が�よい� 34
11 電�話かけ�の�マ�ナ�ー�を�知�っ�て�いる� 52 37 向�上�心が�ある� 56
13 頓知�が�あ�る� 25 38 親�分�肌で�ある� 20
14 絵を�描�く�のが�う�まい� 27 39 言�い訳が�多�い� 37
15 ユー�モア�が�あ�る� 46 41わが�ま�ま�で�は�ある� 46
16きち�ん�と�し�た�お�辞�儀がで�き�る� 60 42グズ�で�ある� 26
17 身だ�し�なみ�が�よ�い� 43 43 特�別�の�趣�味に�打�ち�込ん�で�い�る� 45
18 身�の回り�の�整�理�が�上�手� 34 46 素直�で�あ�る� 48
19 時間�にル�ー�ズ�で�ある� 29 47 笑顔�が�よ�い� 36
21食�事�のマ�ナー�を�知�っ�て�い�る� 49 49 愛嬌�が�あ�る� 38
22も�の�を�大事に�使う� 57 50 親�孝�行で�ある� 35



7 学生の自己認識と社会風潮

帝京大学では入学試験に学科試験のほか面接もしている。心理学科受験生に「心理学科でど

んな勉強をしたいのですか」，「卒業したらどんな方向に進むつもりですか」などの質問をする。

「カウンセラーになりたい」という答えがやたら多いことにすぐ気が付く。「いじめ」にあつた，

何となく落ち込んで学校に行きたくなくなったなどのとき，心の支えになつてくれた人があっ

た。そんな人助けを自分もしたいと告白されると，ついほろりとなって○をつけたくなる。他

大学の心理学科入試でも同様であることをしばしば耳にしている。心理学は心の科学であるが，

カウンセラーになるための学問として注目されているのは，明らかに最近の社会風潮であると

言わねばならない。

’90年代には恐ろしい事件が相継いで起きた。「いじめ」が中学生の自殺でマスコミの注目を

浴びるようになったのは’86年，最後には地下鉄サリン事件になつたオウム真理教の邪悪，同

じ年の阪神大震災，次の年のエイズ薬害事件，次には酒鬼薔薇事件と来て，2000年には17歳

の暴発がある。阪神大地震のときの学生の反応については先に少し触れたが，同年代の若者が

起こした事件も含むその他の事件でも，多大の影響を受けたに違いない。

学生が自分自身のことをどう思っているかのなかに，何かそれらしいものが表れていないか

データを分析してみた。講義のExerciseデータに，「思いやりがある」から始めて「ハキハキ

返事ができる」，「気が短い」などの自己認識に関わる項目を50読み上げて，該当する番号を

答えさせたデータである。’92年から2000への期間中6年分の回答比率を時系列でみるとき，

トレンドらしきものは「ものを大事に使う」と「辛抱強い」の2つに弱い減少がみられるくら

いで，殆ど全部の項目は安定した比率である。

回答率は安定していても項目の意味が違ってきていないか，回答パターンの分析（項目と項

目の関連を決めている要因の分析）を試みた。まず6年分の回答者総数397人分のデータを連

結し，項目のうち回答率が20％を超える38この項目（Tab.11）をとつて分析した。結果は

Fig.6のようになった。

第1象限から第3象限に向かっては「身の回りの整理が上手」，「ものを大事に使う」，「辛抱

強い」など「キチンとしている」もの（符号でこれをA1とする）から「時間にルーズ」，「わ

がまま」，「言い訳が多い」など「ルーズ」（A2）の軸と，第2象限の「親分肌」，「「頓知」，「人

に好かれる」など「親分肌」（B1）から第4象限の「グズである」の「グズ」（B2）に向かう軸

とがXの字のようにクロスしている。A1は原点に近いのでA1を基点にして，A2, B1, B2へ向か

うベクトルがあると見立ててもよい。

年度毎に同じ分析をして較べると，A1-A2の軸はどの年も主軸となって現われる。これに対

するB1, B2の位置が微妙に動いている。特にB2はだいたいA2の近くにあつて，「キチン」と

はしていない悪い方の近くに位置しているのが，’95と’99では遠くに離れ，2000年ではB1の対

加留部：帝京大学心理学科の発展を願って
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極としては「親孝行」などに取って代わられている。B1は’95と’99ではA1にくっついて「キ

チン」とした良いものの中に埋没している。「親分肌」と「グズ」いう言葉は多義的であって

意味が不安定なのであろう。しかし，その故に心の動きをより鋭敏に表しているかもしれな

い。

成熟した豊かな社会では，苦労がなく素直で明るい青年がスクスク育つと思う。しかし，苦

労がないだけに害毒に対する抵抗力が育たない。温室のミクロ空間には，髄を冒し魂を歪める

ウィールスが潜んでいる。対症療法や予防法を考えることは大切である。しかし，ウィールス

には髄を強靱にし，魂を輝かせる善玉ウィールスもあるに違いない。スクスク育つ青年の心身

に，それをどう増殖させていくか，そういう心理学も夢みていたい。終わり
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　�　�　�Fig.6　�　�学�生�の自�己認�識�　�　� 　�　�　� 　�　�� 　�　�92～�2000年�, 6年分�回答者�計,N=397�
　Halwinソ�フ�ト�を�用いて�数量�化�3類分�析�
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パーソナリティに関する行動分析学的一考察

佐藤方哉

A behavior analysis of personality

SATO,  Masaya

abstract

From the standpoint of behavior analysis, personality was defined as the total

behavioral repertoire of a particular individual, and personality trait was defined as

a class of respondents and/or operants that are controlled by common stable

variables within an individual.  The author conceptually analyzed main controlling

variable of NEO-PI-R’s five traits and TCI’s four temperaments and three

characters.  Two empirical studies based of the conceptual analysis were reported.

本稿の目的は，行動分析学の枠組からパーソナリティを分析することにある。行動分析学

（behavior analysis）とはB. F. Skinnerの創始になる心理学の一体系であり，Skinnerが行動主

義者であることはよく知られているが，その行動主義は徹底的行動主義（radical behaviorism）

とよばれ，行動主義の提唱者J. B. Watsonをはじめとする他の行動主義者たちのものとは著し

く異なっていることは，行動分析学者以外にはあまり知られていない。

Watsonの行動主義は今日ふりかえってみると次の三つの側面をもっていた。

（1）科学には客観性と公共性が要請される，客観性，公共性に欠けるものは科学の対象と

はならない。したがって，主観的で私的な意識を対象とする科学は成立しない。内観

法も客観性，公共性をもたないので科学の方法とはなりえない，心理学は客観性，公

共性のある行動を対象とし，他の自然科学と同様の観察・実験などの方法を用いなけ

ればならない。

（2）心理学における概念は，すべて，刺激・反応・習慣などの行動的概念でなければなら

ない。メンタリスティックな概念は排除すべきである。

（3）心身二元論は誤っている。心は行動の随伴現象にすぎない。

第1の側面を方法論的行動主義，第２の側面を概念的行動主義，第3の側面を形而上学的行
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動主義とよぶことにしよう。

Watsonの行動主義は，1913年に提唱されてから急速に受け入れられアメリカ心理学界の主

流となっていったといわれているが，それは方法論的行動主義のみであった。Watson以後の

実験心理学ないし自然科学的心理学は，行動分析学を除いてはすべて方法論的行動主義に立脚

しており，行動主義は死んだと認知革命を唱える認知心理学もその例外ではない。これに対し

概念的行動主義と形而上学的行動主義をWatsonから引継ぎながら方法論的行動主義に異を唱

え徹底的行動主義を打ち立てたのがSkinnerであった。徹底的行動主義が方法論的行動主義と

異なる点はさまざまに論じられているが（例えばChiesa, 1994; Leigland, 1992），ここでは（1）

方法論的行動主義は意識などの私的出来事を直接の研究対象から除外するが，徹底的的行動主

義は除外しない，（2）方法論的行動主義は媒介変数を含む行動の内的原因を必ずしも排除しな

いが，徹底的行動主義は行動の原因をすべて外的環境に求める，の２点のみを取り上げよう。

方法論的行動主義の根幹は以下の主張である。科学は客観的であることが要請されるが，意

識のごとき私的出来事は客観的に研究することはできない。それゆえ意識を対象とし内観をそ

の方法とする心理学は科学とはなりえない。したがって心理学の対象は客観的に研究可能な公

的出来事である行動とし，その方法は他の諸科学と同様に観察および実験でなければならない。

これに対し，徹底的行動主義は方法論的行動主義を以下のごとく批判する。客観的と公的およ

び主観的と私的はいずれも同義ではない。それゆえ私的なものは客観的に研究できないという

主張は誤っている。いわゆる意識は私的なものではあるが行動のひとつであり，客観的に研究

することのできる観察可能で公共的な行動と同一の原理のもとにある。したがって私的出来事

としての行動も客観的に研究することが可能であるので，心理学の対象から除外する必要はな

い。

徹底的行動主義は意識を研究対象から除外しないが，意識を行動とは異なるもので，行動を

引き起こす原因となりうるものとは考えない。徹底的行動主義は，行動の究極の原因は個体の

内部にはなく，個体の系統発生史と個体発生的史における環境および行動の生起した時点にお

ける環境にあるとする。これに対し方法論的行動主義は，概念的行動主義をも同時に採用する

Watsonのような場合を除き，いわゆる意識などの私的出来事を直接には研究対象とはしない

が，観察可能な行動を通して推論し，それを行動の原因のひとつとして考える。

方法論的行動主義の心理学においては，個体の内部における行動の原因としてさまざまなも

のが考えられてきた。Skinner（1953）によれば，それらは神経的原因，心的原因，および概

念的原因に大別されるという。行動の神経的原因はたしかにあるように思われる。神経学的出

来事が行動を制御しているのは事実だからである。しかし，Skinnerによれば，神経学的出来

事は個体が如何にそのように行動するのか，すなわち行動のメカニズムについては説明できる

が，個体が何故そのように行動するのか，すなわち行動の原因については説明できない。

行動の心的説明は，心身二元論に立っている。徹底的行動主義は心身二元論を認めない。心
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は言語が産み出した虚構でしかない（Skinner, 1990）。

行動の概念的原因もまた虚構でしかない。行動の概念的原因の例として知能がある。彼が知

的に行動するのは彼には高い知能があるからである。しかしこの説明は循環論である。彼はな

にゆえに知能が高いといえるのか。それは彼が知的に行動するからである。

行動の原因を真の原因ではない内的なものに帰することは，心理学がなさねばならぬ外部環

境にある行動の真の原因を分析することを中途半端なまま放擲してしまうことになる。

パーソナリティとは何か

パーソナリティの定義にはさまざまなものがあるが，それらは二つのものに大別することが

できる。一つは仮説構成体観に基づく定義であり，他の一つは行動レパートリー観に基づく定

義である。

次の定義はG. W. Allportによるものである。

パーソナリティとは，個人の内部にあって，その人に特徴的な行動と思考を決定する，精

神物理系の動的機構である（Allport, 1961, p.28）。

これは，パーソナリティの仮説構成体観に基づく定義の一例である。Allportは，パーソナリ

ティを行動と思考を引き起こす個体の内部にある何かとみなしている。伝統的なパーソナリテ

ィの研究者の多くは仮説構成体観に立つており，パーソナリティを行動の内的原因とみなして

いる。徹底的行動主義の立場からはこのようなパーソナリティの概念は虚構であり，行動分析

学はこのような概念を受け入れることはできない。

次の定義はWatsonによるものである。

パーソナリティとは，長期間にわたる行動の信頼できる観察によって見出すことのできる

活動の総体である（Watson. 1930, p.274）。

これは，パーソナリティの行動レパートリー観に基づく定義の一例である。Watsonは，パ

ーソナリティを行動の原因となる個体の内部にある何かとはみなさず，行動そのものとみなし

ている。Watsonは，行動は外的刺激によってのみ引き起こされるとして行動の内的原因は認

めていない，方法論的行動主義に立つ心理学者としては例外的な存在である。

行動分析学の立場からは，パーソナリティは行動レパートリー観に基づいて定義されねばな

らない。私は，パーソナリティを次のように定義して論を進めていくことにする。

佐藤：パーソナリティに関する行動分析学的一考察

21



パーソナリティとは，特定個人の行動レパートリーの総体である。

このように定義すると，行動分析学におけるパーソナリティ研究の目標は，行動レパートリ

ーの構造を明らかにすることである。行動分析学は，行動をレスポンデント行動とオペラント

行動の2種類に分類する。レスポンデント行動は反射行動であり，無条件誘発刺激および条件

誘発刺激によって誘発される。レスポンデント行動の単位はレスポンデントとよばれる。オペ

ラント行動は，個体により自発され，その自発頻度は行動の自発の直後に生じた結果によりコ

ントロールされる。オペラント行動の結果には，その後の自発頻度を増加させる強化とよばれ

る事態とその後の自発頻度を減少させるさせる弱化とよばれる事態がある（杉山・島宗・佐

藤・マロット・マロット，1998）。オペラント行動の単位はオペラントとよばれる。

行動レパートリーはさまざまなレスポンデントとオペラントから成り立っている。したがっ

て，行動レパートリーの構造を明らかにするためには，行動レパートリーのなかのさまざまな

レスポンデントおよびオペラントが互いににどのように影響しあっているのか，すなわち各レ

スポンデントおよびオペラント間の相互作用を分析しなければならない。

行動の基本単位としてのレスポンデントの概念は明白である。それは無条件反射および条件

反射である。それに対し，行動の基本単位としてのオペラントの概念は必ずしも明白ではない。

ここにいくつかのオペランとの定義がある。

強化随伴性によって定義された行動の単位（Ferster, & Skinner, 1957）。

その結果によりコントロールされる反応のクラス（Powers, & Osborne, 1976）。

共通の環境への効果のクラスとの関数関係によって定義された反応のクラス（Johnston,

& Pennypacker, 1993）。

これらの定義は，いずれも曖昧であるように思われる。自動販売機にコインを入れコカコー

ラと書かれたボタンを押すとコカコーラがえられる。喫茶店で店員に「コカコーラ」と言って

もコカコーラがえられる。この全く異なる二つの反応が同様の結果をうむ。この二つの反応は

同一のオペランとに属しているのであろうか。この問への回答は，分析のレベルによって然り

とも否ともなりうるように思われる。まず第1のレベルとして，特定の強化子と特定の弁別刺

激とによって定義されるオペラントが考えられよう。このレベルでの分析では，上記の二つの

反応は同一のオペラントには属していないことになる。このように定義されるオペラントは当

該の強化子の確立操作と当該の弁別刺激により制御される。第２のレベルとして，弁別刺激や

反応トポグラフィーには関わりなく特定の強化子によって定義されるオペラントが考えられ
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る。このレベルでの分析では，上記の二つの反応は同一のオペラントには属していることにな

る。このように定義されるオペラントは当該の強化子の確立操作により制御される。

ところで，自動販売機にコインを入れボタンを押すことで，コカコーラだけではなくいろい

ろなものをうることができる。これは同一の結果あるいは共通の環境への効果とみなされるの

であろうか。もしそうだとするならば，第３のレベルのオペラントが考えられることになる。

特定の強化子には関わりなく特定のオペランダムによって定義されるオペラントである。私は

この特定のオペランダムによって定義されるオペラントは高次オペラントの１種であると考え

ている。般化模倣，一般化した同一見本合せ，およびルール支配行動などはいずれも高次オペ

ラントである。高次オペラントとは，特定の強化子あるいは弁別刺激とは関わりなく，何らか

の側面で等しい機能を共有する反応のクラスと定義することができよう。高次オペラントは文

脈刺激により制御される。文脈刺激とは特定の高次オペラントを制御する弁別刺激の一種であ

る。例えば，ハト用オペラント箱の３個のキーといった同一見本合せのための実験設定は，一

般化した同一見本合せを制御する文脈刺激であろう。文脈刺激はすべての高次オペラントに必

須のものであろうが，常に明白であるとはかぎらない。高次オペラントの概念はパーソナリテ

ィの理解にとって重要なものと思われるが，まだ充分に分析のなされていない概念である。

上記の分析で，少なくとも３レベルのオペラントを区別できることが明らかとなった（表1）。

行動分析学者にとっては，ある人のパーソナリティを知ることはその人の全行動レパートリ

ーを知ることである。行動レパートリーは種々のレスポンデントとオペラントから成り立ち，

それらは互いに機能的に相互作用をもち，階層的に体制化されているはずである。もしすべて

のレスポンデントとオペラントが同定され，それらの間の相互関係が明らかにされたならば，

行動分析学におけるパーソナリティ研究の目標は達成される。しかしながら現在までに明らか

にされている事実はあまりにも少ないといえよう。例えば，恐怖に関わるレスポンデントの強

佐藤：パーソナリティに関する行動分析学的一考察
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表1 オペラントの3レベル�

レベル� オペラント� 主要制御変数�

Ⅰ�
強化子と弁別刺激�
により定義された�
オペラント�

確立操作と弁別刺激�

Ⅱ�
強化子�

により定義された�
オペラント�

確立操作�

Ⅲ� 高次オペラント� 文脈的弁別刺激�



度と逃避および回避のオペラント一般の強度との間にどのような関係があるのであろうか。さ

まざまな強化子の確立操作は互いにどのような相互作用をもつのであろうか。神経症的オペラ

ントとか，外向的オペラントとか，知的オペラントとか，調和性オペラントとか，あるいは誠

実性オペラントといった高次オペラントは存在するのであろうか。多くの問題が問われ答えら

れなければならない。

もしも行動分析学におけるパーソナリティ研究の目標が達成されたならば，ある人の行動レ

パートリーの一部を知るだけで，その人の全行動レパートリーを推定でき，その人の遺伝的背

景や生活史を知ることなしに行動の予測と制御を有効になすことができる。この目的を達成す

るためには，伝統的なパーソナリティ心理学の成果も役立つはずである。行動分析学者は，伝

統的なパーソナリティ心理学者が徹底的行動主義に立っていないからといってその業績を無視

してはならない。

私達は，かって類型論の一つであるパーソナリティの分裂質・躁鬱質・癲癇質の３類型によ

る分類を行動分析学の枠組から考察したことがある（佐藤・浅野, 1972; Sato, & Sugiyama,

1992）。それによれば，躁鬱質の人は随伴性形成行動が優勢であるが，分裂質および癲癇質の

人はルール支配行動が優勢である。そして分裂質の人の行動を制御するルールは自分が独自に

創ったものであることが多いのに対し，癲癇質の人の行動を制御するルールは既成のものであ

ることが多い。

パーソナリティ特性の概念的分析

ここでは，特性論を対象に分析を試みることにする。特性論者の間では，特性に関して，原

因観（causal view），傾向観（dispositional view），要約観（summary view）という三つの見解

が認められる。原因観にしたがえば，特性とは行動の原因の一つであるので，個人の行動を説

明する。原因観からの特性の定義として次のものがある。

個人の行動を決定する持続的パーソナリティの特徴（Goldensen, 1984）。

傾向観にしたがえば，特性とはある状況である行動をとる傾向行動であるので，個人の行動

を予測する。傾向観からの特性の定義として次のものがある。

予測可能な一定に行動する傾向（Bruno, 1986）。

要約観にしたがえば，特性とは個人の過去の行動についての記述的要約であるので，個人の

行動を記述するだけである。要約観からの特性の定義として次のものがある。
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個人の資質を基に，経験によって変容する個人の持続的な特徴的行動様式（Warren,

1934）。

これら三つの見解はいずれも行動分析学者には受け入れがたいものである。原因観は特性を

行動の内的原因の一つとしているので，内的原因を認めない行動分析学者には受け入れられな

い。傾向観は特性を行動を予測するものとしているが，この見解をとる研究者達は特性の制御

変数を同定してはいないので，その行動の予測は相関的事実に基づいており，因果的事実には

基づいていない。因果ないし関数分析は行動分析学の根幹である。要約観は特性を行動の記述

としているが，いかなる科学も単なる記述のみが目標ではない。

行動分析学者が受け入れることのできる特性についての見解はどのようなものであろうか。

私はそのようなものとして高次行動単位観を提出したい。この見解に至るまでの出発点として

要約観を考えてみよう。要約観は特性をある個人の行動の記述とみなす。行動分析学の用語で

述べるならば，特性とは特定個人においてその生起頻度が一定で安定している行動のクラスで

ある。したがって，特性は次のように定義することができよう。

特性とは，個人において安定している共通の制御変数によって制御されるレスポンデント

およびオペラントのクラスである。

これは高次行動単位観からの特性の暫定的定義である。

私は，近ごろ広く用いられているTICおよびNEO-PI-Rという二つのパーソナリティ・イン

ベントリィのそれぞれの特性を制御する主要な変数はなにかを質問項目から思弁的に推論する

ことを試みた。

TICは，四つの気質と三つの性格があるとしている。四つの気質とは，新奇性追求（NS），

損害回避（HA），報酬依存（RD），固執（P）であり，三つの性格とは，自己志向性（SD），

協調性（CO），自己超越性（ST）である。表2は，私の推定したTCIにおけるそれぞれの気質

佐藤：パーソナリティに関する行動分析学的一考察
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表2 TCI の 4気質と3性格の主要制御変数 

特性� 主要制御変数�
新奇性追求�（NS）� 刺激変化追及の強化価�
損害回避�（HA）� 嫌悪的出来事の弱化価�
報酬依存�（RD）� 他者と親密関係を持つことの強化価�
固執�（P）� 設定した目標を完全に達成することの強化価�

自己志向性�（SD）� 嫌悪的出来事の反射的非感受性�
協調性�（CO）� 他者のポジティヴな反応の強化価�
自己超越性�（ST）� 神秘的体験の強化価�



と性格の主要制御変数を示したものである。

NEO-PI-Rは，五つの特性があるとしている。五つの特性とは，神経症性（N），外向性（E），

開放性（O），調和性（A），誠実性（C）である。表3は，私の推定したNEO-PI-Rにおけるそ

れぞれの特性の主要制御変数を示したものである。

パーソナリティ特性の実証的分析

特性得点間の相関分析

もし私の推定が正しいならば，TCIおよびNEO-PI-Rにおけるそれぞれの特性の得点間に次

のような相関が予測される。

高い正の相関

TCIの報酬依存（RD）とTCIの協調性（CO）

TCIの損害回避（HA）とNEOの神経症性（N）

TCIの協調性（CO）とNEOの調和性（A）

TCIの固執（P）とNEOの誠実性（C）

高い負の相関

TCIの損害回避（HA）とTCIの自己志向性（SD）

TCIの自己志向性（SD）とNEOの神経症性（N）

表4は，TCIおよびNEO-PI-Rの日本語版を467名の青年男女に施した結果（慶應義塾双生児

研究プロジェクト（代表：安藤寿康・大野裕）によるデータ）の各特性間の相関係数である。

上記の六つの予測はいずれも的中している。

特性とスケジュール・パフォーマンスとの相関分析

行動分析学における個人差の研究は，Harzem（1984）による混合スケジュールを用いた研
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表3 NEOの5特性の主要制御変数 

特性 主要制御変数 
神経症性（�N）� 嫌悪的出来事への反射的感受性 
外向性（�E）� 他者の存在の強化価 
開放性（�O）� 新奇的出来事の強化価 
調和性（�A）� 他者のポジティヴな反応の強化価 
誠実性（�C）� 社会的に有意義な行動遂行の強化価 



究に端を発する。私達はこの研究の系統的反復を行ってきたが，その結果，大きな個体差が認

められるものひとつがDRLスケジュールのパフォーマンスであることが明らかにされた。そ

こで特性とスケジュール・パフォーマンスとの関連を分析する手始めとして，NEO-PI-Rの特

性得点とDRLスケジュールのパフォーマンスとの相関を分析した。私達の用いたDRLは一種

のプログレシブDRLともよぶべき混合スケジュール，すなわち，mix DRL1” DRL2” DRL4”

DRL8” DRL16” DRL32”である。各成分はこの順序でそれぞれ５分間で，総計30分である。

参加者はT大学学部生28名であった。実験はパソコンを使用し，反応はマウスの右クリックで

あった。教示は以下の通りであった。｢これはコンピュータを用いたゲームです。マウスの右

クリックを適切な方法で続けていくと時折10点を獲得することができます。得点はディスプ

レイ上に表示されます。ゲーム終了後に得点に応じて賞品を差し上げますので，できるだけ多

くの得点を獲得するようにして下さい｣。実験終了後に，NEO-PI-R日本語版を施行した。

スケジュール・パフォーマンスを数量的に評価するためDRL得点を次のように定義した。

DRL1”での１強化は１点，DRL2”での１強化は２点，DRL4”での１強化は４点，DRL8”で

の１強化は８点，DRL16”での１強化は16点，DRL32”での１強化は32点とし総計を求める。

DRL得点の最低は０，最高は924，平均値478.1，中央値591.5，標準偏差334.1であった。

NEOの各特性の得点とDRL得点の間に0.40以上の正および負の相関係数が得られたものは

佐藤：パーソナリティに関する行動分析学的一考察
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表4 TCI７因子およびNEO５因子間の相関係数

TCI 7因子・NEO 5因子 (N=467)

NS HA RD P SD CO ST N E O A

NS

HA -0.41

RD 0.10 -0.08

P -0.16 -0.20 0.13

SD 0.07 --00..5522 0.06 0.22

CO 0.02 -0.26 00..4499 0.25 0.32

ST 0.13 -0.21 0.13 0.22 0.06 0.20

N -0.19 00..6655 0.01 -0.14 --00..5599 -0.29 -0.03

E 0.45 -0.61 0.41 0.17 0.31 0.33 0.24 -0.38

O 0.17 -0.27 0.12 0.22 0.24 0.23 0.39 -0.09 0.32

A -0.12 -0.02 0.44 0.07 0.13 00..5588 0.16 -0.12 0.12 0.14

C -0.30 -0.23 0.12 00..5577 0.40 0.24 0.11 -0.40 0.21 0.18 0.10



なかった。NEO-PI-Rには各特性ともそれぞれ五つの下位特性があるので，各下位特性得点と

DRL得点との間の相関係数も求めた。その結果，開放性の下位特性の一つである価値の得点と

DRL得点との間に＋0.40，外向性の下位特性の一つである群居性の得点とDRL得点との間に－

0.40の相関係数が得られた。図1および図2は，それぞれの散布図である。

この結果を踏まえ，価値＋反群居性得点を，価値得点＋（最大群居性得点－群居性得点）と
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し，この得点とDRL得点との相関係数を求めたところ＋0.64という高い値が得られた。図3は，

その散布図である。

群居性得点の高い人々は大勢の人達と一緒にいることを好むといわれている。また，価値得

点の高い人々は，一つの価値体系に固執せず多様な価値体系を認めることができるといわれて

いる。すると，価値＋反群居性得点の高い人々は，孤高を愛し，しかし偏狭に陥ることなく多

様な価値を認めることができるということになろう。

この相関分析から，各特性を制御している各変数は相互に複雑に相互作用を及ぼしているこ

とが示唆される。相関分析は行動分析学の本道ではなくあくまで補助手段にすぎず，今後は特

性の因果ないし関数分析がなされねばならない。

付記：本稿の基本的構想についてはSato（2000a,b）およびSato & Sugiyam（1992）で，パ

ーソナリティ特性の実証的分析における特性得点間の相関分析についてはSato（2000a,b）で，

パーソナリティ特性の実証的分析における特性とスケジュール・パフォーマンスとの相関分析

については松崎・深沢・佐藤（2000）で報告されている。
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脳外傷者の自己物語における脳損傷の意味

能智正博

The meaning of brain injury in the self-narratives 

of people with traumatic brain injuries

NOCHI,  Masahiro

Abstract

This study examines how individuals with TBIs (traumatic brain injuries) present

themselves and their brain injuries in the self-narratives. A qualitative analysis was

applied to the narrative data collected from 23 people with TBIs, producing four

major categories of contexts in which they referred to the theme of brain injuries.

The categories are: “Explaining changes of the world and the self,” “Managing

misunderstandings based on the appearance,” “Dealing with the misconception of

normality,” “Looking for a better term.” An individual with TBI presents him or

herself in these contexts, attempting to create images of “partiality of the problem,”

“controllability of the self,” and “commonality to non-brain-damaged individuals.”

When his or her image held by others is contradictory to these images, the concept

of brain injury facilitates this attempt. On the other hand, the same concept

interrupts the attempt as he or she comes close to these images. The concept of

brain injury shows different meanings in the relationship between individuals with

TBIs and society, or people around them.

はじめに

本研究は，交通事故などの外部からの衝撃によって脳損傷を受けた人々が，自己についての

語りのなかで「脳損傷」という概念をどのように意味づけ，どのように表現しようとしている

のかを検討したものである。

このタイプの脳損傷は，「脳外傷」，「頭部外傷」などの名前で呼ばれる。損傷部位によって

運動，認知，感情，その他さまざまな面で後遺症をもち，複数の障害が組み合わさって多様な

症状を示すことが多い。そのために長い間リハビリテーションの対象から除外されていたが，
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欧米では1980年代頃から，日本でも少し遅れて組織的なリハビリテーションの努力が行われ

るようになった（阿部，1999）。近年では，急性期の病院内のリハビリテーションだけでなく，

慢性期のケースに対するカウンセリングや社会適応の促進を目的としたサービスも試み始めら

れている（Miller, 1993; ポンスフォード, 2000/1995）。

障害者のカウンセリングにおいて重要な原則の1つは，彼らを健常者の視点から見るのでは

なく，彼らの生きている世界を内的な視点から捉えながら，彼らの直面している問題や抱いて

いる関心・目標などを理解していくことである（Patterson, DeLaGarza, & Schaller, 1998）。健

常者の立場に立つ定義や特徴づけは，医学的な客観性を装う視点も含め，障害者に対してしば

しば抑圧的になる。例えば，身体障害者が，常に助けが必要な欠損のある存在として定義され

た場合，彼らの主体的側面は隠蔽されてしまうかもしれない。その傾向に対する不満の声は，

1970年代以降欧米でも日本でも自立生活運動に現れるところとなり，現在に至っている（シャ

ピロ, 2000/1993; 立岩，1995）。

障害者が自分や世界をどのように体験し，あるいは定義しているかという点に関しては，近

年，質的方法によるアプローチが試みられるようになった。1960年代より事例研究的・社会学

的な報告は見られたが（Edgerton, 1967; Scott, 1969），1980年代以降，看護学，福祉学，教育

学などにおいて質的研究法が認知され始めるに伴って，障害者の語りを一次的なデータとした

実証研究も増加してきた（例えばFerguson, Ferguson, & Taylor, 1992）。

語りが自己や自己の生きている世界に言及する場合，それはしばしば自己物語self-narrative

と呼ばれる。私たちは，実体としての確固とした自己を持っているわけではなく，自己というテー

マのもとに一連の物語を構成し，過去の記憶や新たな経験を秩序づけていく（McAdams, 1993;

榎本，1999）。障害や病いを体験する場合には，それ自体が物語として自己物語に組み込まれ，

新たな自己理解が生み出されるだろう。そして，組み込まれ方によってはその人の生を支える

ように機能し，また逆に，その人の生活に影を落とすこともある（Murray, 1999）。むろんそ

の物語は，まったく自分の意のままに作ることができるわけではなく，他者や社会から与えら

れる一般的な定義や役割，または文化の中で培われた物語の影響のもとで生まれてくるもので

ある（Howard, 1991; Murray, 1999）。

脳外傷をもつ人々の自己物語も例外ではない。脳外傷者は，脳に損傷をもつという「客観的

な」基準によってカテゴリー化されており，彼らはそのカテゴリーに関わる呼称を与えられる。

欧米では，“Head injury”（頭部損傷），“TBI（traumatic brain injury）”（脳外傷），“Head

trauma”（頭部外傷）といった言葉や，より意味の広い“Acquired brain injury”（後天性脳損傷），

“Brain damage”（脳障害）などといった言葉がそれにあたるが，なかでももっともよく使われ

てきたのは “Head injury” と “TBI” である。近年では “TBI” という言葉がより頻繁に用いられ

る傾向にあって，それは当事者団体の名称の変化にも現れている。1980年に「頭部損傷者」と

その家族の福利を目的に設立された当事者団体National Head Injury Foundationは，1995年に
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なってその名称をBrain Injury Associationに変更した。サービスの対象をより正確に示してお

きたい，というのが変更の理由である（Zitney, 1995）。

しかしながら，「脳」という言葉を明示するこうした名称の変化が，ほんとうに脳外傷の当

事者自身の自己定義と重なりあっているかどうかは定かではない。ゴッフマン（1975/1959）

の古典的な論考が示唆しているように，人は常に自分の提示したい自己像を相互作用の相手に

共有してもらうべく努力しており，成功した場合にその自己提示を望ましいものとみなすこと

が多い。障害者においても同様で，現在はできるだけ彼らの自己提示に対応した呼称を用いよ

うとする動きが顕著である。例えば欧米の専門誌では，かつて「障害者」は “a disabled

person” と表記されていたが，現在では “a person with disability” と言いかえられるのが一般的

である（APA, 1997）。これは，当事者自身の提示したい自己像を考慮した，「人」が中心であ

るというニュアンスをもつ言葉への変更とみることができる。その一方で，先天性の障害者を

中心に，「障害」と自分を区分して語られることに反発をする人々もいる（木村・市田，1996;

Sinclair, 1992）。彼らの自己像において，「障害」は彼らの一部であり彼らがそこで生きている

文化なのである。それぞれの障害者をどのように呼んでいけばよいかという問題は，いわゆる

共生社会を構想していく上でも重要であろう。

では脳損傷をもつ当事者たちの場合はどうなのだろうか。脳損傷に関連する呼称が，当事者

の提示しようとする自己像に対応するものであるのかどうか，その呼称についてもっと議論を

深める必要がある。そのためには，彼らが他者や社会に対してどのように自己を示そうとして

いるかについても明らかにしておかなければならない。そこで本研究では，脳外傷をもつ当事

者の自己に関する語りを質的に分析し，自らの定義として他者から与えられる脳損傷に関わる

言葉を，彼らがどのような意味として受け取っているかを検討した。以下ではまず，当事者た

ちが自分と脳の関係を表現する際に同時に言及される状況をいくつかに分けて整理する。そこ

で浮かび上がってきた自己像を要約すると，全体的でなく部分的な障害をもつ自分であり，脳

損傷をもたない「健常者」と共通属性をもつ自分である。そうした自己像において，「脳損傷」

という言葉の意味は両義的であり，状況に応じてポジティブな価値を持つと場合もあればネガ

ティブな価値をもつ場合もあることが明らかになるであろう。

方　法

本研究では，データ収集と分析に質的方法を用いている。「質的」とは，主に記述的なデー

タを使って言語的・概念的な分析を行うといった意味であり，数量的データを駆使して量的分

析を行うことが多い伝統的研究法とは対照的である。その主な特徴は，記述的データの使用の

他にも，自然な文脈におけるデータ収集，帰納的な分析，意味への注目，過程の重視などがあ

る（Bogdan & Biklen, 1998）。また，質的研究は少数事例に焦点をあて，詳細な分析を行うこ

とが多く，まだよく知られていない現象や人々の体験の特徴を探索的に調べて仮説を生成する

能智：脳外傷者の自己物語における脳損傷の意味
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場合に特に有効性を発揮する。今回の研究では，脳外傷者の経験というこれまであまり注目さ

れてこなかった領域が対象となっており，質的研究方法を用いるのが適当と考えられた。

質的方法にもいくつかタイプがあるが，本研究において主に用いられたのは，グレイザーと

ストラウス（1996/1967）の提唱したグラウンディッド・セオリー法（Grounded theory

method）である。グラウンディッド・セオリーとは，データから生み出されてくる現象理解

の枠組みのことで，「データ対話型理論」とか「データ密着型理論」と訳されることもある。

研究手法としてのグラウンディッド・セオリー法は，研究対象の人々の体験に則した形で，彼

らが用いている概念間のつながりやその諸特性を仮説的に明らかにしていく，データ収集と分

析の方法である。その際の手順がかなり明示化されているため，この方法は様々なタイプの質

的研究に利用されている。今回報告するのは，既に収集されていた質的データの再分析の結果

であり，グラウンディッド・セオリー法的手順は主にデータの分析過程で使われた。

研究参加者

本研究に参加してくれた脳外傷の当事者は，筆者がデータ収集当時居住していた北米東部の

中都市の住民より10名，および，筆者もメンバーであったインターネット上の脳外傷者サポ

ートグループの登録者より13名，計26名であった。参加者の選択はランダムではなく，むし

ろ，当事者の生活体験を的確に代弁してくれることが予想される人々を選択した。つまり，彼

らの言語能力は何らかの形で保たれており，自己に関する気づきのレベルも高いという点が特

徴的な人々である。したがって彼らは，重症度の区分を用いるならば比較的「軽度」に分類さ

れることになるだろう。

参加者全体の属性を要約しておくと，年齢は24歳から61歳（中央値45歳），性別は男性13

名，女性10名となる。受傷原因のほとんどは自動車事故であるが，なかには，スポーツ事故，

犯罪被害，転落なとどいった原因をもつ脳外傷の当事者も含まれていた。受傷後経過期間は1

～34年（中央値5年）と開きが大きくなっているものの，これは受傷後30年以上という参加者

が2名含まれていたためで，中央値が低いことからもわかるように，ほとんどが受傷後12年未

満であった。なお，参加者の具体的な生活史は，Nochi（1997）, 能智（1999）などに代表的な

ものが示されている。

データ収集

インターネット上の参加者以
・
外
・
は，筆者が直接面接を行って語りのデータを収集した。面接

に先だち，何回か自立生活センターやサポートグループなどで会ったり，日常的な活動に参加

させてもらったりすることでラポールを構築した。同時に参加観察を行って，日常場面での彼

らの言動を記録した。その後，面接の機会を設けて30～60分程度の半構造化面接を2～3回行

い，受傷前の生活，リハビリテーションの体験，現在の生活状況，将来の計画などについて発

話データを得た。面接者は特に話すべき内容を指示せず，「開かれた質問」を通じて参加者に

自由に話してもらうよう心がけた。面接の内容はオーディオ・テープに録音し，それを起こし
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てフィールドノートに蓄積していった。

また，インターネット上のグループからの参加者に関しては，1994年9月から95年8月にか

けてグループのオープン・フォーラムに送られた電子メールを，本人の許可を得てデータとし

た。彼らの年齢，職業，受傷からの経過などといった背景情報は，それぞれの参加者に直接メ

ールを送って何度かやりとりするなかで獲得した。

データ分析

当初のデータ分析はグラウンディッド・セオリー法に沿って行われ，データ収集と分析とが

相互に影響しあうかたちで展開していった。すなわち，最初は一行一行データを読んでコード

化し，それを類似性にしたがってカテゴリー化しながら，次のデータ収集の方向を決定してい

ったわけである。そのなかで，全体をまとめるテーマを見出し，そのテーマを中心にしてデー

タが再構成された（Nochi, 1998a, 1998b, 1997）。今回は，その時のフィールドノートから分析

を開始し，必要に応じて以前のコードも用いながらコード化・カテゴリー化の作業をやりなお

していった。そして，浮かび上がってきたカテゴリーの間の関係を考えていく作業と平行して，

それらを統合するテーマを見出した。なお，両群の違いが今回の関心事ではないので，分析は

すべてのデータをこみにして行われた。

「脳損傷」の語られる文脈

脳外傷をもつ当事者の語りのなかには，「脳損傷」や「脳」についての言及がしばしば認め

られ，それが語りの重要な要素になっている。あるときには，語り手は「脳損傷」という言葉

を自己提示における必須のアイテムのように使い，また別のときには，自分の自己提示を邪魔

するものとして扱っているように見える。ここでは，どのような文脈において「脳損傷」とい

う言葉が語りの重要な要素となるかを，質的データの分析のなかで浮かび上がってきた4つの

カテゴリーに分けて示してみたい。それらは，「世界と自己の変化を説明する」，「外見に基づ

く誤解に抵抗する」，「『正常』という誤解に対処する」，「適切な呼称を模索する」であり，い

ずれも，自分と周囲の世界との関わりについて語る場面に関係している。以下では，これらの

カテゴリーを1つずつとりあげて，それぞれの文脈で「脳損傷」や「脳」という言葉がどのよ

うな意味として当事者に語られているのか，また，その語りを通じてどのような自己像が提示

されようとしているのか，事例をまじえながら整理していこうと思う。

1．世界と自己の変化を説明する

脳外傷者は，自分の知覚・感覚体験が事故のあと大きく変化した場合に，その変化を「脳損

傷」という言葉でとらえ直そうとする。そうした体験の対象は，自分かもしれないし，あるい

は環境かもしれない。実際には環境か自分かという区分は困難なのだが，ここでは，環境の見

えやあり方の変化に焦点があてられている語りをとりあげておきたい。

能智：脳外傷者の自己物語における脳損傷の意味

35



脳外傷者は，「外から囚われる」と表現される現実を生きていることがある。これは，何か

が自分を包囲しているとか襲ってくるとかいったタイプの物語に特徴づけられる。偶然にもま

ったく関わりのないふたりの研究参加者が用いていた「囚人prisoner」という言葉が，この物

語のニュアンスを伝えている。そのうちのひとり，スキー事故で脳外傷を受けた40代の女性

フェイは，「この頭のせいで私は外の世界から引き離された囚人です。」という電子メールを書

いている。また，筆者が直接インタビューをしたサムという40代の男性は，自分の現在の状

況について，「私はTBIの囚人，壁のない刑務所につながれた囚人ですよ。」と表現した。彼ら

は，世界の全体が変化して自分を閉じこめており，そこから逃れられないという閉塞感を「囚

人」という言葉にこめているように見える。

そうした物語が出てくる背景の1つは，事故のあとに知覚・感覚体験が変化してしまうこと

である。例えば，上のフェイの言葉は，ほんのちょっとした（と事故の前には感じられていた

はずの）騒音や人混みによって，頭が混乱して立っていられなくなるという体験を背景として

語られている。この体験はしばしば，“flood of information（情報の洪水）” とか，“sensory

overload（感覚の負担超過）” という言葉で表現された。インターネット・グループの一員であ

る40代のキャシーという女性は，その状態を次のように語っている。

感覚の負担超過というのは，あまりにたくさんのラインが鳴って光が激しく点滅している電

話の交換台のようなものだと思います。怪我の前の交換手はなんとかそれについていってお

り，どの順番でコールが入って来たか覚えていてそれらをうまくつなげていました。ところ

が，今ここにいるのは訓練中の交換手で，入ってきたコールをつなごうとするのですが，つ

なぎ終わる前に次々と新しいコールが来るものだから，結局何もできないでいるのです。

ここですでにキャシーは，「脳」という言葉こそ使っていないものの，自分の体験を比喩的に

説明しようと試みている。

世界体験の変化は，別の形をとって語られることもある。例えば、見慣れているはずの環境

が突然見知らぬものに見えてしまったり，あるいは気がつくと見知らぬ風景のなかに取り残さ

れていたりするという，記憶障害が関係すると思われる体験も認められた。また，外の世界が

怖くなって動きがとれなくなったという，感情面の変化が関係していると思われる報告もあっ

た。いずれの場合も，脳損傷の原因となった事故のあとで自分の生きている世界のあり方が劇

的に変化して，自分はそれをどうすることもできないというテーマが，現在の自分を語る際の

基本的な形になっている。

そうした問題状況に対する対処のストラテジーは，当事者が自己をどのように理解しようと

しているのかという方向を示唆するものである。頻繁に観察された対処ストラテジーの1つは，

世界や自己の変化を「脳」という言葉に結びつけ，その説明をもとにして状況を自分なりにコ

ントロールしていくというものである。例えば，自分の知覚体験の変化が脳の生理学的な変化

であるということを確認し直すことで，当事者は気持ちの安定を取り戻したり行動を変化させ
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たりすることがある。上のキャシーは，世界が無味乾燥に見えてしまうという事故後の体験を，

最初は自分の気力の問題だと考えて自分を責め，よけいに憂うつな気分に沈んでいた。その状

態が脳損傷による抑うつ症状であると定義し直されたとき，彼女は医者の勧める薬物療法を受

け入れることが可能となった。彼女の言葉を引こう。

最終的に，私の神経科の先生がこう言ってくれました。「もし私が肺炎にかかったら私はペ

ニシリンを処方してくれと言うでしょう。抗うつ剤も同じですよ」って。そう説得してくれ

たことに対する感謝の気持ちが消えることはないと思います。器質性のうつ状態はおかげで

ずっとよくなりましたから。

このように，脳の特定の変化が現在の状態を引き起こしたのだという「科学的」な説明は，そ

の状態から不可解さを除去してくれると同時に，自分がそれに対してどのように対処していけ

ばいいのかという方向を指し示してくれる場合がある。

「脳損傷」という概念を通じて障害の由来やその条件を説明していくことで，自ら対処を工

夫できるようになったという事例も見られる。上で述べた，「情報の洪水」について，タニア

という女性は次のように説明している。

私の脳はそれ（不要な情報）を全部ふるいにかけて取り除くのがひどく苦手なのです。だか

らすべてを同時に，同じ強さのままで処理しようとします。私の脳の反応は私の小さなコン

ピュータと似ています。私が手持ちのRAMの量を超えて使おうとすると…煙が出始めるわ

けです。

彼女は，「脳」を用いたこの比喩的な説明をもとにして，外界からの情報を制限するよう努め

ている。すなわち，できるだけ人混みは避け，どうしても人混みに出なければならないときに

は，サングラスや耳栓で感覚器官に入っている刺激の量を制限する。このような対処行動にお

いて，自分を取り囲む壁という物語は，よりコントロール可能なものというイメージへと動い

ているように思われる。

2．外見に基づく誤解に抵抗する

脳外傷者の「脳損傷」への言及は，物理的環境と自分の関わりに関して語る場合だけではな

く，他者からのまなざしについて語る際にも認められる。他者からのまなざしの標的と感じら

れているものの1つは，当事者の示す行動や身体上の変化である。すなわち，脳外傷の後遺症

やそれへの対処処置が目に見えるものであるとき，脳外傷者はしばしば，自分がそうと信じる

自己像とは異なるイメージを他者がもってしまうのではないかと危惧するのである。この場合

脳損傷は他者に見えていない。見えてないがゆえにいっそうネガティブなイメージで他人から

評価されていると感じる時，彼らは「脳」という概念を語りのなかで強調する。

まず，どういう場面で他人の目が問題となるのか，データに則して示しておこう。脳外傷を

受けた人々が体験する後遺症として，口や舌の運動障害のためにろれつがまわらないとか，下

能智：脳外傷者の自己物語における脳損傷の意味
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肢の障害で歩行が不自由になるとかいった例がある。インターネット上のグループへのメール

によれば，その場合，酩酊状態やアルコール中毒と間違われることが多いという。

保険会社との話し合いの時とか，人事課の事務室で，あるいは仕事を通じて，問題はあい変

わらずです。（…）他人は，少なくとも私が馬鹿かもしくは酒に酔っていると思いこみます。

まともな人間なのだと仮定してくれる人などいません。

そう書くのは，構音障害が残ってしまった50代の男性トニーである。彼は，仕事に戻ろうと

努力しているのだが，言葉の問題に関連するさまざまな壁につきあたって物事はうまく運ばな

かったと述べている。このように，ある種の脳外傷症状は別のネガティブな状態を示す記号と

して周囲の人々に受けとられ，脳外傷者の生活に多大な影響を与えることになる。

身体・行動面の変化の性質に応じて脳外傷の当事者に投げかけられる言葉には，その他にも，

“retarded（知恵遅れ）”，“mentally ill（精神病）” ，“childish（子どもっぽい）”，などがある。

“retarded” や“mentally ill” という言葉は，一般的にネガティブなイメージを伴いやすいが，そ

れに加えて，自分がどのような人間であるかという自己像とのずれが，その言葉にいっそうネ

ガティブなニュアンスをもたらすだろう。例えば，20代のジャックという青年は大学時代に交

通事故にあい，最近ようやくアパートで自活し始めたばかりである。そんな彼にとって，

“childish” という言葉は，もっともありがたくない言葉の1つであった。このように，何をも

って重大な誤解とみなすかは，その当事者が自分をどのように捉えているかによって異なって

くる。

自己像と他者からのまなざしの間に見られるこうしたずれに対する対処方略においても，し

ばしば「脳」という概念が用いられる。もっとも直接的なやり方としては，事故後の変化を脳

損傷の結果だと言葉で説明するという方略が見られた。例えばノームという20代の男性は，

自分が何をやるにもスローテンポになってしまったことで他人から “stupid” だと思われること

を気にしている。そこで彼は，そのスローテンポが脳損傷の影響であると口に出して説明する

という方略をとる。

僕の生活が混乱しているのは，僕が，僕の脳がものごとを処理するのにふつうより時間がか

かるせいだよ。僕がスローってわけじゃない。そうじゃない。僕は自分がスローだとは思わ

ないね。心の問題ではなく，そうじゃなく…でもただ，前に比べると素早くはないというこ

とさ。

この語りの中で彼は，自分のスローさを脳の損傷のせいだと明言している。自分の変化に対し

て，「脳損傷」や「TBI」という言葉を結びつけることによって，他者にとって脳損傷を〈見

える〉状態にしているわけである。別のところで彼は，“TBI” という言葉による説明の「正確

さ」にひきかえ，“Head injury” という説明は「不正確」でだめだ，とも語っている。彼にとっ

ては，「脳」という言葉が自分の状態を「正確に」説明するためのキーワードなのである。

また，脳の損傷によって引き起こされる行動の変化と他の障害とを区別するというストラテ
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ジーがとられることもある。例として，リチャードという40代の男性の語りを引いておきた

い。彼には感情の障害があって，息子から「クレージー」と呼ばれることを気にしている。そ

んな彼の知人に，重度の障害をもつ脳外傷者のアレックスという青年がいるのだが，この青年

は，誰彼となく近付いては握手を求めたり挨拶をしたり，ときには自分でジョークを言って笑

ったりする。彼についてリチャードは次のように言う。

彼は知恵遅れや精神病をもっている人のようなふるまいは何一つしてやしません。彼のふる

まいはとても論理的ですよ。ただ，こういうおかしなことをやってくれるだけで，でもそこ

には…論理的に理解できない感情は見られません。彼は訳もなく急に変化したりしないんで

す。

リチャードは，この言葉において，「脳外傷」による感情の変化と「知恵遅れ」や「精神病」

によるそれは違うということを強調するために，その間の線引きの基準を示している。感情や

ふるまいが「論理的」に理解できるかどうか，という基準である。この基準が妥当なものかど

うかはともかく，リチャードはそのようなやり方で，彼にとっての脳外傷の意味を提示してい

るのである。

こうした事例において，「脳損傷」を強調する自己提示と同時に，自分と「脳損傷」を区分

しておくという語りも行われていることにも注目しておきたい。上で紹介したノームは，自己

の状態を「脳損傷」のせいだと言ったあとすぐ，「脳がスローなのであって自分がスローなの

ではない」というかたちで，脳を自分から切り離していることがわかる。こうした切り離しは，

現在の状態が自分の責任能力の範囲外にあるのだという自己提示とも言える。それがより明確

に現れているのは，サムという40代の男性の語りである。彼は，“alcoholic（アルコール中毒）”

という誤解に腹を立てていたが，その理由を尋ねると彼は次のような意味の主張をした。

私たちの脳損傷の症状は，本人の意思ではどうにもならないものだろう。けれども，アルコ

ール中毒はそこに本人の責任感のなさや意志の弱さが関わってくる。そういう意味で，アル

コール中毒と間違えられたくはないね。

ここにも，「脳損傷」という言葉に込められ得る意味の1つの側面が現れている。つまり，「脳

損傷」は，ある条件のもとにおいては，自分の責任能力から切り離して考え得る対象なのであ

る。「脳」は，自分の一部でありながら自分とは独立しているという，両義性をもつ存在とし

て表現されるわけである。

3．「正常」という誤解に対処する

当事者の外見によって脳損傷が隠されるのは，今述べたような可視的な変化のためだけでは

ない。脳外傷の後遺症には，感情や認知の障害など直接は目に見えないものもあり，そこで脳

外傷者は「正常」とか「健康」とか言われて，彼らの感じている「脳損傷」の意味は，まわり

の人には共有されないことになる。その際にも，脳外傷をもつ人は自分の「脳損傷」を語りの

能智：脳外傷者の自己物語における脳損傷の意味
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なかで強調することが多い。「脳損傷」という言葉はこの場合，事故後における自分の変化を

強調し，印象づける役割を果たすが，それが成功するかどうかは，個々の人間関係のありかた

によってかなり違ってくる。

まず，どのような形で「正常」という誤解が生じるか見ておこう。もっともしばしば認めら

れるのは，事故後一定期間が経ってから，「もう治ったはず」とみなされるという形の誤解で

ある。これは，家族との間，職場の人々との間，医療関係者との間など，さまざまな関係のな

かで起こり得る。例えば，リサという50代の女性は，30年ほど前に交通事故で脳外傷を受け

たのだが，退院後彼女の夫が自分の後遺症を理解してくれなかったことを今でも覚えている。

思うに，夫が私に…辛抱できなかったせいで，私も夫に辛抱できなかったのです。彼は私に

対して短気になりました。（…）私はみかけ上まともに見えました。わかりますでしょう。

目に見える症状が消えてしまって，彼は私が治ったと思ったわけです。

彼女の夫は，リサに事故の前と同様に仕事と家事をこなすという過大な期待をし，それに応え

られないリサは次第に欲求不満を高めていった。結局，これがきっかけの1つとなってリサと

彼女の夫は別居状態となり，現在でも別居が続いているという。2人のうちいずれかの脳損傷

の後，離婚してしまう夫婦は決して少なくないが（ポンスフォード，2000/1995），その理由の

1つは，脳損傷後の変化について共通の物語を構築できなかったからであるのかもしれない。

完全に事故の前と同じというのではなく，何らかの変化がまわりの人たちに知覚されている

場合もある。しかしその場合でも，知覚された変化が，誰でも経験する正常範囲のものと解釈

し直されるかもしれない。インターネットのサポートグループに対して，40代のフェイという

女性は，次のように書いている。

昨日私のかかっている神経心理の先生が言うには，私がかかえている問題は「中年期の危機」

なのではないか，とのことでした。確かに私は10月で45歳になりますが，そんな歳だと感

じることはありません。（…）言うまでもないことですが，その先生に渡している日記に私

は最後にこう書きました。もう会いたくないと心に決めたってね。

他にも，「それは老化の一部だ」と言われた女性もいたし，また，「感情が動揺しているのだ」

と解釈された男性も見られた。確かに，今回の研究参加者の何人かは，事故後の変化を自らそ

のように解釈して自分を落ち着かせることもあったと語っている。けれども，同じことを第三

者から言われると，その言葉は自分が他者から理解されていないことのしるしとして，彼らを

ひどく落胆させた。表面上同じ内容の言葉でも，自分が自分に向けて語るものと，他人から投

げかけられるものの意味合いは，そのように異なってくるのである。

こういった「誤解」を受けていると感じる脳外傷者もまた，脳損傷が〈見える〉ような状態

へ向けて自己提示を行おうとする。例えば，認知・感情障害はあっても可視的な後遺症のない

リチャードは，最初，主治医からも「正常」と言われて治療もリハビリも受けられなかった。

彼は，脳損傷を証明してくれる新たなテクノロジーを求めて病院を渡り歩き，最終的には，脳
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の血流量が部分的にかなり変化しているという知見を得て，彼の主治医を説得することに成功

した。

もっとも，このカテゴリーのコンテクストに見られる「誤解」に対して，効果的な自己物語

の提示方法を見出すことはなかなか難しいようである。単に，「自分には脳損傷がある」と言

っても，正常な外見の下ではその言葉をなかなか他人に受けとめてもらえない。例えばリサも

また，最終的には，事故後に経験されるようになった自分の変化をできるだけ隠すという道を

選択している。彼女は次のように述べている。

私ときどき強く感じるんですが，人はいい加減うんざりしているのではないんでしょうか。

私にとって前に進んでいくのがどれだけ…どれだけたいへんなのかってことを聞かされるこ

とについてね。たぶん，「あれは言い訳だよ」とか，「うだうだ言わずに，まずやれよ」とか

思ってるんじゃないでしょうか。ですから，私はちょっと気をつけるようにしてるのですが

…どれだけ人に言ったらいいのかはわかんらないですね。

このように，「自分には脳損傷がある」という語りに対しては，「言い訳」，「口実」などといっ

た言葉が投げかけられる。さらに，自分をそのように語る脳外傷者自身に投げかけられる言葉

もある。何人かの研究参加者は，“faker（ペテン師）”，“malingerer（仮病使い）”，“liar（嘘つ

き）” などといったレッテルを貼りつけられたと報告している。つまり，「正常」という「誤解」

を解こうとする彼らの努力は，彼らをかえって，脳損傷とは別のネガティブなイメージに押し

込めてしまうことにもなりかねないのである（Nochi, 1998b）。これは，隠すことの可能なネ

ガティブな属性をもっている人々の経験一般とも共通するものである（ゴッフマン，

1987/1963）。

結局，何人かの研究参加者は，脳損傷の存在を理解してもらうことを望みながらそれを半ば

諦めて自分の世界に引きこもる。あるいは，限定された対人関係の中でだけわかってもらえれ

ばよい，と思い決めた人もいる。インターネット上のグループに対して，キャシーという40

代の女性は次のように書いている。

私は，理解してくれる人や理解してみたいと思ってくれる人にだけ本当の自分を話す，とい

う考え方を自分のものにしようと努めています。またここしばらく意識的に努力しているの

は，私をわかってくれない人にわかってもらおうとして，「頭を壁にぶつけ」続けることの

ないようするということです。

ここで「本当の自分」とは，無論，脳損傷を負っている自分ということである。そんな自分を

理解してくれる人は極めて少数かもしれない。もしかしたら「神」だけということもあり得る。

しかし，それでもとにかく自分の「物語」を共有してくれる人がいると信じられるということ

が，ここでは重要なのである。

能智：脳外傷者の自己物語における脳損傷の意味
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4．適切な呼称を模索する

脳外傷の当事者のなかには，自分たちに投げかけられてくる呼称を気にしている人も少なか

らずいる。例えば，インターネット上のサポートグループでは，自分たちの呼称として何が適

切かという議論が，何度かおこなわれていた。上で述べたように，「TBI（traumatic brain

injury）」という言葉が最近では一般化し，当事者は，医療関係者のみならずさまざまな人々か

らから「TBI」という言葉を使って呼ばれることが多くなってきた。一部の当事者はそうした

言葉によって，自分の全体がネガティブな意味合いに侵されるようになったと感じている。

「脳損傷」という言葉は，自分の変化を他者に対して強調してしまうことになり，結果的に，

自分の示したい自己像がかすんでしまうというのである。

例えば，30代の男性フレッドは，「TBI」という言葉を毛嫌いする当事者のひとりなのだが，

その理由を次のように述べる。

俺にTBIがあるなんて言わないでくれよな。俺はTBIを認めることを拒否しているんだから。

俺の考えでは，TBIというのは単なるレッテルなんだ。俺にはTBIがある――，人はそう言

っただけで俺を知ろうとするのをやめてしまうんだ。

彼は，「TBI」という言葉がもっている意味合いが，個人としての彼のユニークさを覆い隠し，

彼と社会の人々との間のバリアになっていると感じているわけである。「脳損傷」のイメージ

は，このように脳外傷者とまわりの人を分け隔ててしまう可能性をもっている。

また，ドンという50代の男性は，「脳損傷」という言葉によって，自分の全体の価値がおと

しめられていると語る。彼は “TBI” という言葉も “Head injury” という言葉もほとんど区別な

しに嫌っているのだが，その理由は，それらが “craziness（きちがい）” とか “stupidity（愚か）”

といった意味を感じさせるからだと言う。

その言葉はただ事態を悪くするだけかもしれんな。人はこう言うからな。「やつには頭部損

傷とか何とかがある，クレージーなことをするから近づかない方がいいぜ。」って具合だ。

（…）みんな思ってるのさ，頭部損傷のある人間は頭がまともなはずはないとね。

その他にも，当事者が「脳損傷」に結びついていると感じがちな言い回しには，“not a whole

（不完全）”，“a wacho（風変わりなやつ）”，“incompetent（無能力）”，“not dependable（頼りな

い）”，“having a behavior problem（行動上の問題をもつ）” などがある。彼らにとって，「TBI」

など脳損傷関連の用語を認めたり，自分を説明するのに使ったりすることは，そうしたネガテ

ィブなイメージを身にまとう可能性を引き受けることを意味しているのである。

こうした状況に対処するために，脳外傷の当事者はさまざまなストラテジーを用いて自己像

を望ましい方向に動かそうとする。例えば，何人かの研究参加者は「脳損傷」を別の言葉に置

き換えるという試みを行っていた。上で紹介したフレッドは，“brain” という言葉を避けて，

“head injury” という言葉を使う。

誰だってころんで頭くらいぶつける。head injury ってわけだ。彼らは一生の間に head
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injury を受けたことになる。どの程度かなんてそんなことは知ったことじゃない。俺にも同

じチャンスをよこしてほしいもんだ。俺には head injury がある。俺が受けた head injury は，

君がころんで怪我をした時のよりはちょっとばかしひどいやつだった。でも， head injury

に変わりはない。君のと同じじゃないか。

この語りは，インタビュアーである筆者が子どもの頃にテーブルの角で頭を打って何針か縫っ

たという話をした直後のものである。ここでフレッドは，“TBI” という言葉から離れることに

よって，「健常者」と自分の共通性を強調しているように見える。

このストラテジーには，“head injury” という言葉を使う以外のさまざまなバリエーションが

あり得る。例えばドンは，自分の後遺症について，“TBI” とか “head injury” とかいった言葉で

説明するのではなく，単に “problem” という，より一般的な言葉を使うのがいいと述べている。

「あいつには problem がある」と，ただそう言ったほうが，人はよりよくわかってくれるだ

ろうな。（…）誰も problem をもっている。世の中の誰だって problem をかかえている。だ

から人はそれを理解できるし，よくはわからんが，ましな感じ方ができるだろうよ。

ここでも，見られている脳損傷の自分と，見ていると想定される「健常者」との共通性が強調

されているのは明らかである。ここで当事者たちは，「脳損傷」などの言葉によって仮構され

てしまった，「健常性」からの隔たりを，もう一度埋めていこうと工夫していると言える。

考　察

ここまでのところで，脳外傷者が「脳損傷」や「脳」といった言葉に言及するようなコンテ

クストを4つのカテゴリーにまとめて整理した。これらは脳外傷者が体験する問題状況のカテ

ゴリーでもある。人は自分が逸脱した行動や問題となるような行動をしてしまったときに，彼

らが生きる文化のなかで自分や他者の理解できる形にその行動の意味を変えようとしてさまざ

まな語りをおこなう。象徴的相互作用論者は，それを調整行為（aligning action）と呼び，そ

こで用いられる語りのタイプとして，動機の語り（motive talk），釈明（account），詫び

（apology）などを指摘している（Hewitt, 1997）。これらは，多くの場合，他者に対して表現さ

れる語りであるが，他者を想定しながら自分に対して行われることもありうる。上で述べた4

つのカテゴリーのコンテクストにおける脳外傷者の語りも例外ではない。そこには彼らの「調

整行為」の方向とストラテジーが表現されていると言ってよいだろう。彼らが語りを通じてど

のような自己像を提示しようとしているのか，また，その自己像に対して「脳損傷」の概念が

どのような意味をもっているのか，といった点をまとめたのが図1である。以下では，この図

に即する形で今回の研究結果を整理しておきたい。

脳外傷者の自己提示の方向性

まず，脳外傷者の語りにおいて表現される自己の属性を，いくつか取り出しておこう。点線

能智：脳外傷者の自己物語における脳損傷の意味
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で結ばれている3組の四角形は，望ましくないと当事者が感じている自己像（右側の3つ）と

提示したいと感じている自己像（左側の3つ）のペアである。この3つは独立ではなく互いに

関連しあっているという意味で，右の3つ，左の3つはそれぞれ実線によって結びつけられて

いる。いずれのペアに関しても，太い矢印で示されているように，左から右方向へ自己像を動

かそうと様々な試みが行われる。この3つで脳外傷者の自己像の属性がすべて網羅できるわけ

ではないが，今回のデータに見られた典型的な特徴はこれらに代表される。

今回の研究で，もっとも頻繁に現れていたのは，〈問題の部分性〉と〈問題の全体性〉を繋

いでいる軸である。〈問題の全体性〉とは，自分の全体が何らかの形で「問題」というイメー

ジで表象されてしまうということである。典型的な事例としては，「外見に基づく誤解に抵抗

する」という文脈において現れた “mentally ill” や “retarded” という言葉に付随するイメージを

あげることができる。そこでは，その言葉で表されている状態とその状態を帯びている人が簡

単には切り離せず，その状態がネガティブと感じられる度合いに応じて，その人自身も全体的

にネガティブに見えることになる。Wright（1983）の言う障害の拡散効果（spreading effect）

が最大になった状態と考えてもよい。

それに対して〈問題の部分性〉とは，事故後に生じた変化としての「問題」が自分の身体や

心に関するイメージ全体のなかで一部に過ぎず，自分の本質的な部分――それを何と考えるか

は人によって違っているだろうが――は事故前のままに保たれているということである。この

場合には，「問題」と個人は別の実体のように感じられており，「問題」は個人に付着した異物

のようなものである。「問題」がネガティブに見えるとしても，それを身にまとう個人は，必

ずしもネガティブには感じられない。

2つ目の軸は〈コントロール主体の存在－不在〉というイメージの軸で，〈不在〉から〈存在〉
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へという方向で自己像を動かそうという試みが認められる。例えば，「世界と自己の変化を説

明する」という語りの文脈においては，自分に起きた変化を実際に操作できるようにする方向

で自己の変化をとらえ直していくという試みが見られたが，これも，コントロール主体として

の自分というイメージを再獲得しようとするものである。この軸は〈部分性―全体性〉の軸と

一定の関係をもっている。すなわち，問題が〈全体的〉なものと感じられ，自己がすべて侵さ

れているというイメージに囚われている場合においては，コントロール主体としての自分は見

えにくくなってしまうだろう。Bandura（1994）の言う自己効力感（self-efficacy）が剥奪され

た状態であるとも言える。一方，問題が〈部分的〉なものであればあるほど，保持されている

コントロール主体としての自己は，変化した自分の心身の状態や環境を何らかの形で操作して，

自分に不都合な状況を改善したり回避したりすることが可能である。

もう1つの軸として，「健常者」との〈共通性－異質性〉をあげることができ，当事者は

〈異質性〉から〈共通性〉へと自己像を動かそうとする。例えば，「適切な呼称を模索する」と

いう語りの文脈においては，自分の変化に対して〈共通性〉を強調するような “head injury” や

“problem” といった言い回しを用いるというストラテジーが見られた。ここで〈共通性〉が高

ければ高いほど，まわりの人々や社会との間にある種の役割関係を維持でき，世界から排除さ

れたり差別されたりしない。なお，この軸も「問題」の〈部分性－全体性〉という軸と無関係

ではない。「問題」がその人の〈全体〉を覆うような形でイメージされればされるほど，「健常」

であった事故前の自分や「健常者」との〈共通性〉は見えにくくなる。「問題」が〈部分的〉

である場合には，それ以外の部分において〈共通性〉は比較的認識しやすいし，またその部分

を根拠に〈共通性〉を主張することも可能であろう。

「脳損傷」という言葉の意味の広がり

「脳損傷」は，医学的観点からすれば一義的に定義される客観的な事実であるが，当事者に

とってそれは，自分の一部でありながら直接見ることも触れることもできない1つの言葉であ

り意味である。リンドスミスら（1981/1978）は，「1つの客体や1つの言葉の意味は，それに

対してなされる反応によって決定されている。すなわち，意味は1つの関係であって，本質で

はないのである」（p.88）と述べている。言いかえれば，「意味」とは言葉それ自体の中にある

のではなく，それが使われる文化の中における相互作用の中で始めて立ち現れてくるものなの

である。「脳損傷」も「脳」も，脳外傷の当事者にとっては決して一義的な意味をもつもので

はない。その人がおかれた状況や提示したい自己のありかた，つまりその人とまわりの世界と

の相互作用や関係のありかたが異なると，その意味が異なってくる多義的な対象なのである。

臨床実践の基礎として脳外傷の当事者の内的な観点を理解するためには，そういった「脳損傷」

の意味についても考察していく必要があるだろう。

図1において，「脳損傷」の意味の範囲は，中央の大きな灰色の楕円によって表されている。

能智：脳外傷者の自己物語における脳損傷の意味
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「脳損傷」の意味は，この楕円における左右の極の間を動いていると言える。一方の極におい

て，「脳」は人体の器官のなかでもっとも大切なものとして捉えられている。この考え方は，

脳について社会的に流通しているある種の言説に対応するものである。例えば，脳に関する一

般書は，脳という場所において「人間」の条件である言語が生まれ，私たちの「自己」が生ま

れるのだと強調する（例えば，エイメン，2000/1998）。この言説において「脳損傷」は，「人間

性」の基礎に対する傷であり，「自己」に対する脅威とみなされるだろう。こうした考え方を

ここでは「脳損傷」の意味の極大値と呼び，図1では楕円の右の極に位置づけることができる。

またその一方で，脳は私たちの生理器官の1つにすぎない，という考え方もある。脳が私た

ちの身体の一部にすぎないとしたら，その損傷は私たちの手の怪我や足の怪我と同じものにな

る。この考え方を「脳損傷」の意味の極小値と呼ぶこととし，図1ではこれを楕円の左の極に

位置づけることができる。こうした極小値的な観念もまた，社会の中に認められる脳に関する

言説の1つと関連している。私たちは，脳と心の何らかのつながりを認めながらも，脳が生理

学的・機械的原理で機能する臓器にすぎないという観念を捨て去ることもできない。古くから

心身問題という形で脳と心の関係が議論され，現在でも決着がついていないのは，そういうと

ころに理由の1つがある（Warner, 1994）。

脳外傷者の語りにおける「脳損傷」の意味は，その人がどのように自分を理解し，あるいは

まわりからまなざされているかによって異なってくる。まず，図1の右端に配された3つの四

角に代表されるような望ましくない自己像を与えられている時には，「脳損傷」という言葉は，

脳外傷者の自己提示を後押しする肯定的な意味として捉えられる（細い左向きの矢印）。すな

わち，障害されている部分が自己の全体，あるいは自分の体験の全体に広がっているように見

える場合，「脳損傷」という言葉はその広がりを限定して，無傷な自分というイメージを強調

する方向に自己を提示するのに役立つのである。例えば「世界と自己の変化を説明する」とい

う文脈においては，その変化を脳損傷によって説明し，それを対象化することで障害を限定す

る。また，「外見に基づく誤解に抵抗する」という文脈においては，「脳損傷」という言葉がネ

ガティブなイメージを自己の生理学的な一部分に閉じこめる。さらに，「『正常』という誤解に

対処する」という文脈では，いったん “stupid” とか “liar” とかいった非病理的ラベルでネガテ

ィブになった自己像に対して，「脳損傷」をもつ自分が「本当の自分」だとされる。

「脳損傷」という言葉の意味は，脳外傷者にとって常にそうしたポジティブな価値をもって

いるとは限らない。「脳損傷」の意味の広がりは，一種の〈求心性〉をもっており，その人の

置かれた状況が図1の右にあるときにこそポジティブな概念として使われうるが，図の左方向

に進むにつれて逆にネガティブな意味として浮かび上がってくる（細い右向きの矢印）。そこ

で「脳損傷」という言葉は，脳外傷者の自己提示をむしろ妨害するように働く。その様子が具

体的に現れているのは，「適切な呼称を模索する」と名づけられた語りの文脈においてである。

すなわち，事故後の変化としての障害が限定的なものであるとまわりの人々の間で受け入れら
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れているといった状況の下では，「脳損傷」という言葉によってその障害の範囲は拡散し，障

害がその人のイメージのなかで中心的な役割を担いはじめる。そこで脳外傷者は，「脳損傷」

を持ち出すと望ましい自己のイメージを保つことがむずかしくなるために，むしろその言葉を

避けて，別の言葉で代替しようとするわけである。

終わりに

本研究では，脳外傷の当事者が自己を言葉によって捉え，あるいはそれを他者に対して提示

しようとする際に，「脳損傷」という言葉が様々な意味として現れてくることが示された。脳

外傷者は――成功するかどうかはともかく――その言葉を戦略的に用いながらよりよい自己理

解と効果的な自己提示を行おうとしていると考えられる。つまり，具体的な状況のなかで「脳

損傷」が，〈私〉と切り離された身体の怪我という意味を帯びる場合には，「脳損傷」者である

ことが強調される。また，「脳損傷」が〈私〉の全体の障害や汚点として意味づけられる傾向

が強くなるような状況では，むしろ「脳損傷」という言葉が避けられて，脳損傷とは関わりの

ない自分が強調されることになる。

これはゴッフマン（1974）の言う「役割距離 role distancing」の一種と見ることもできる。

人は他者や社会から与えられた「役割」と自分との違いを意識し，「役割」からはみ出す自分

を感じることで，そこに辛うじて自己のユニークさ，つまり「自分らしさ」を見いだす。脳外

傷者も同様であり，ある場合には「脳損傷」という言葉から自分を区別することによって，そ

こに無傷な〈私〉を見いだしている。また，「脳損傷」という言葉を自己の属性として認めてい

る場合でも，それは単純に「脳損傷」者である自分を受け入れているわけではなく，“mentally

ill” や “stupid” といった別の言葉＝役割から距離をとろうとするなかで，「脳損傷」という言葉

が用いられる。「脳損傷」という言葉は，そうした役割距離をとる行為の連鎖において，中継

点のような機能を果たしていると言えるだろう。

この結果を踏まえて，「はじめに」において述べた脳外傷者の呼称についてどのようなこと

が言えるだろうか。今回の結果を見る限り，「『脳』という言葉を用いた方が正確だからよい」

というだけの理由で呼称の問題を片付けるのは，あまりに単純にすぎる気がする。脳外傷者の

提示したい自己像に対して脳損傷が両義的である限り，「脳」という言葉のみに正統性を与え

てしまうことは，彼らの自己提示のしかたを制限してしまうことになる。どうしても1つの名

称を選択しなければならない場面があるにしても（例えば，組織の名称を決定しなければなら

ないときなどがそれにあたるだろう），選択されなかった用語も排除せず，必要に応じて使え

るようにストックしておくことが望ましい。すなわち，脳外傷者が「脳損傷に侵されていない

自己の価値」を確認したり提示したりする道筋を残しておくことが大切なのである。

また，脳外傷者の望ましい自己理解や自己提示を援助する上でそれ以上に重要と思われるの

は，「脳」と「自己」を等号で結ぶような一般的言説に疑問を投げかけながら，代替的な物語

能智：脳外傷者の自己物語における脳損傷の意味
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を作りだしていくことであろう。そうした一般的言説こそが，「脳外傷者 → 損なわれた自己」

というイメージを後押するからである。何人かの臨床家や当事者自身はすでに，別の物語を提

案している。例えば Vash（1994）は，障害者全般について論じながら，脳が損傷されても損

なわれない価値があると述べる。彼女によれば，障害の重度に関わらずスピリチュアルなレベ

ルにおける成長は可能であり，臨床家は障害をもつクライエントの価値をそうしたレベルに見

る必要があるという。事故で脳外傷を受けた心理学者 Linge（1990）が自分に見出しているの

も，同様のスピリチュアルなレベルの価値である。この考え方は，欧米のような宗教的価値観

が普遍化している社会においては，説得力のある物語として一定のリアリティをもちうるだろ

う。

代替的な物語を作っていくもう1つの方向は，自己を「脳」という器官の内部から解放して

いくということである。実際，「脳＝自己」という言説に対する疑問や批判は，現代では実証

科学の内部においてすら認められる。確かに，脳の外側に「心」や「自己」を想定した，一部

の脳科学者の主張（エクルズ, 1990/1989; ペンフィールド, 1977/1975）は，実証できない仮説

にとどまるであろう。しかし近年では，意識や自己を脳内に限定してしまってはうまく説明で

きない現象が，生理学者，認知科学者の間からも指摘されつつある。例えば下條（1999）は，

最先端の研究を手際よく紹介しながら，脳がある特定の機能をもつにしてもそれは常に，身体

や環境世界との関わりのなかにおいてであることを示している。すなわち，「自己」もまた，

脳に局在するというよりも脳と身体，そして環境世界との関係のなかに現れてくるものなので

ある。

もしそうだとしたら，脳外傷者において障害されている「自己」があるとしてもそれは，脳

の中に閉じこめられた幽霊のごときものではなくなる。むしろ脳外傷者において障害されてい

る「自己」とは，その人がまわりの人々と共有している環境との相互作用，または，まわりの

人々との相互作用のことである。言いかえるなら，脳損傷によって引き起こされる問題は，脳

外傷者自身の問題というよりも相互作用に関わるすべての環境が分有するものとみなすことが

できる。そうした物語を，「脳＝自己」の物語に対置し，後者を相対化していくことは，脳外

傷者や脳損傷者に関わる研究者，および臨床家の課題の1つであろう。
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Implicit Association Testによる態度測定の検討

伊藤忠弘

The examine of using the implicit association test to measure attitude

ITO,  Tadahiro

The purpose of this study is to examine the way to measure implicit attitudes by the

Implicit Association Test(IAT) using Japanese words. Like Greenwald et al.(1998)’s

Experiment 1,  subjects responded to two target-concept discriminations: (a) flower

versus insect and (b) musical instrument versus weapon. Each target-concept

discrimination was used in combination with discrimination of pleasant-meaning

words from unpleasant-meaning words. Expectedly, the results showed faster

performance at evaluatively compatible combination task (flower + pleasant or

musical instrument + pleasant) than noncompatible combination task (insect +

pleasant or weapon + pleasant). Correlation between the IAT measures (difference

in mean latency between compatible task and noncompatible task) and explicit

measures using paper-and-pencil questionnaires was low. This result indicates

conceptual divergence in the constructs measured by two types of measures.

問　題

暗黙の態度

Implicit Association Test（以下，IATと略）はGreenwaldらによって開発された，自動的に

活性化する概念間の連合の強さを測定するための手続きである。特にこの方法が効果を発揮す

るのは暗黙の態度（implicit attitude）を測定する場合である。Greenwald & Banaji（1995）に

よれば，暗黙の態度とは，社会的な対象に対する好ましいあるいは好ましくない感情，思考，

行為を媒介する，内省的に同定できない（あるいは正確に同定できない）過去の経験の痕跡で

ある。それを保持している人の行動に影響を及ぼすものの，その行為の過程において行為者自

身には意識されていない態度であり，行為の過程で意識される明示的な態度（explicit attitude）

と区別される。態度測定には，言語による直接的な質問や複数の質問項目によるサーストン法，

リッカート法，SD法など直接的な測度が一般に用いられる。しかしこれらはいずれも自己報
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告にもとづくため，当事者に意識されない暗黙の態度を捉えることは困難である。一方，暗黙

の態度を測定するための間接的な測度は，被験者に測定の対象や目的について知らせず，研究

者が被験者の反応から推測する方法である。

同じ態度対象を測定しても，直接的測度と間接的測度の結果が異なる場合が生じてくる。態

度が間接的測度の対象となるような行動に及ぼす影響を調べる実証的な研究においては，被験

者がその測定対象に気づくことによって，その影響が弱まったり，消失したり，時には逆にな

ったりすることが報告されている。特にこのような問題が表面化してくるのは，態度のなかで

も人種や民族に対する態度（偏見や差別）や自分に対する態度（自尊心や自己概念）を扱う場

合である。例えば人種的な偏見の保持は社会的には糾弾されるため，他者に対してそれを表明

するのを控えるのみならず，自分自身でもそのような偏見を保持していることを否定して気づ

かないということが起こりうるかもしれない。また高い自尊心を保持していても，それを表明

することによって他者から否定的に評価されるなど不利益を被る恐れがある場合にはそのよう

な自己概念の表明は抑制されるであろうし，謙遜をよしとする文化的な規範によって抑制され

ることもあるかもしれない。このような場合，一般的な質問紙法による人種的偏見や自己概念

の測定は，その人が本来保持している態度を反映しているとは限らない。一方，間接的測度は，

態度対象に対して行為者に意識されることなく自動的に活性化された評価が影響を及ぼす行為

や判断を通して，暗黙の態度を測定しようとするのである。

基本的な手続き

IATは，このように自動的に活性化する概念間の結びつきを測定することによって暗黙の態

度を測定しようとするものである。手続きのイメージとして52枚のトランプのカードを2つの

山に分類するという状況を想像してほしい。左側にクラブとスペード，右側にダイヤとハート

を分類する場合と，左側にクラブとダイヤ，右側にスペードとハートを分類する場合で分類す

る速度，すなわち分類しやすさを比較すると，前者の方が速く分類に要する時間が短い。これ

はクラブとスペード，ダイヤとハートという組み合わせがそれぞれ「黒」と「赤」という色の

属性を共有しており，その結びつきがもう一方の組み合わせ（クラブとダイヤ，スペードとハ

ート）と比較して強いことを反映した結果である。IATは，このような分類課題の速度（すな

わち反応時間）を通して，概念間の結びつきの強さを測定する。結びつきが強いほど，回答者

の反応は速くなり，反応時間は短くなる。

IATは，ある意味が負荷されている属性語と測定したい態度対象の概念を用いた一連のカテ

ゴリー判断の過程によって，判断対象となる概念と属性次元（一般に評価に関する属性）の連

合の強さを測定する。基本的には5つの弁別課題を順次実施することによって構成される。弁

別課題は，コンピュータ画面に呈示される刺激語を2つのカテゴリーのいずれかに分類すると

いうものである。2つのカテゴリーに対応させてキーボードの左右の位置にあるそれぞれ1つ
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ずつのキーが割り当てられる。回答者は「右か左か」という判断でキーを押すことになる。1

番目と2番目の分類課題では対象となる概念のペア（例えば「鳥」と「魚」）と属性のペア

（例えば「快適」と「不快」）をそれぞれカテゴリーとして示し，回答者にはコンピュータ画面

に呈示される刺激語を左右のキーを押して，2つのカテゴリーのどちらかにできるだけ速く正

確に分類するように求める。続く3番目の弁別課題では，最初の2つの弁別課題が左右の位置

をそのままにした形で組み合わせられ，概念と属性の組み合わせがカテゴリーを構成する（例

えば「鳥あるいは快適」と「魚あるいは不快」）。そしてこの2つのカテゴリー間で刺激語の弁

別を行わせる。4番目の弁別課題では，判断対象となる概念のペアの左右の位置を最初の課題

とは逆にして刺激語の弁別を行わせる（例えば「魚」と「鳥」）。5番目の弁別課題では4番目

の課題の概念と属性が左右の位置をそのままにした形で組み合わせられ，概念と属性の組み合

わせが新たなカテゴリーとなる（例えば「魚あるいは快適」と「鳥あるいは不快」）。そしてこ

の2つのカテゴリー間で刺激語の弁別を行わせる。

もし対象概念と属性の間に何らかの結びつきがある，すなわちペアにされた2つの対象概念

に対して回答者の肯定－否定（上の例では「快－不快」）という次元において評価が異なって

いるならば，3番目と5番目の組み合わせられた課題の回答において反応時間が異なり，一方

の反応時間がもう一方よりも短くなる。さらに反応時間の差異は対象概念に対する態度の差異

を反映しており，2つの対象概念に対する評価が異なっているほど，反応時間の差異は大きく

なると考えられる。

図1はGreenwald, McGhee, & Schwartz（1998）の実験3のIATの手続きを簡単に示している。

第一課題では，この研究での対象概念として「黒人－白人」というカテゴリーが示され，刺激

語として黒人と白人に典型的な名前が呈示される。「黒人」という概念に左側のキー，「白人」

という概念に右側のキーが割り当てられており，回答者は刺激語が黒人の名前か白人の名前か
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順 �番 �1 2 3 4 5
課題内容� 最初の� 関連させる� 最�初�の� 逆転させた� 逆転させた�

対象概念弁別課題 属性弁別課題� 連合課題� 対象概念弁別課題 連合課題�
課題教示� ●　黒人� ●　快適� ●　黒人� 黒人　●� 黒人　●�

白人　●� 不快　●� ●　快適� ●　白人� ●　快適�
白人　●� ●　白人�
不快　●� 不快　●�

刺激語例� MEREDITH ○�○　　幸運� ○  JASMINE ○ COURTNEY ○　   平和�
○  LATONYA ○　　名誉� ○       喜び� ○ STEPHANIE LATISHA  ○�
○  SHAVONN 毒　　○� PEGGY　○� SHEREEN ○� 不潔　  ○�
HEATHER ○� 悲しみ　○� 悪　　○�○ SUE-ELLEN LAUREN  ○�

○  TASHIKA ○　  贈り物� COLLEEN○� TIA      ○�○         虹�
KATIE    ○� 災害 　○�○       奇蹟� SHARISE ○� SHANISE ○�
BETS     ○�○　　幸福� ○   TEMEKA ○    MEGAN  事故     ○�

○    EBONY 嫌悪　 ○� 爆弾　  ○� NICHELLE ○�○     NANCY
注）●：割り当てたキーの位置；○：正解のキーの反応�

図1 ＩＡＴの進行と刺激語の具体的例（Greenwald et al.,1998）



をキーを押して弁別する。第二課題では評価次元として「快－不快」というカテゴリーが示さ

れ，刺激語としてほとんどの人で評価が一致するような，「快適」ないし「不快」な意味を含

む単語が呈示される。ここでは「快適」という属性に左側のキー，「不快」という属性に右側

のキーが割り当てられており，回答者は第一課題と同様に弁別を行う。第三課題は第一課題の

概念と第二課題の属性を結びつけた最初の組み合わせ課題である。刺激語が「黒人」の名前あ

るいは「快適」な意味を含む単語であれば左側のキー，「白人」の名前あるいは「不快」な意

味を含む単語であれば右側のキーを押す。第四課題は，キーの割り当てが左右逆になっている

以外は第一課題と同じである。ここでは「白人」という概念に左側のキー，「黒人」という概

念に右側のキーを対応させている。第五課題は概念と属性を結びつけた2番目の組み合わせ課

題である。第三課題とはキーの割り当てが異なっており，第二課題と第四課題を組み合わせた

形で，「白人」の名前あるいは「快適」な意味を含む単語であれば左側のキー，「黒人」の名前

あるいは「不快」な意味を含む単語であれば右側のキーを押す。

先行研究

Greenwald et al.（1998）は IATを用いて暗黙の態度を測定した3つの研究を紹介している。

評価次元（属性）としては「快－不快」を用いて，対象概念に対して自動的に活性化される態

度を測定している。実験1は本論文で報告される研究の基になった実験である。ほとんどの人

が肯定的な態度を保持していると想定される2つの概念（花と楽器）と否定的な態度を保持し

ていると想定される2つの概念（虫と武器）を用いて，IAT効果を測定している。そして IAT

の手続きに関わる5つの変数，①2つの対象概念「花－虫」，「楽器－武器」の実験順序，②一

致課題（肯定的な態度を保持すると想定される概念と肯定的な属性が1つのカテゴリーを形成，

否定的な態度を保持すると想定される概念と否定的な属性が1つのカテゴリーを形成する課

題），不一致課題（否定的な態度を保持すると想定される概念と肯定的な属性が1つのカテゴ

リーを形成，肯定的な態度を保持すると想定される概念と否定的な属性が1つのカテゴリーを

形成する課題）の順序，③「快」項目に割り当てられている反応キーの位置（右か左か），④

弁別課題に使用される1カテゴリーあたりの刺激語の数（5項目か25項目か），⑤一致・不一致

課題における反応から刺激語呈示までの時間間隔（100msか400msか700ms：被験者内要因）

が測定に及ぼす影響を調べている。その結果，期待された IAT効果（すなわち一致課題が不一

致課題よりも反応時間が短い）が確認された。手続きに関わる変数では一致課題，不一致課題

の順序の主効果以外の効果は認められず，一致課題を不一致課題に先行して行う場合に IAT効

果はより大きかった。また IATで測定される暗黙の態度の指標とSD法など質問紙による明示

的な態度の測度の間には弱い正の相関（r=.12～.29）しか認められなかった。

実験2では，概念間の結びつきの個人差を扱うため，韓国系アメリカ人と日系アメリカ人を

被験者とし，自己報告では否定されやすい外集団に対する民族的態度を IATを用いて測定して
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いる。刺激語としては，実験1の快・不快語とともに，各民族に典型的な名前の名字を用いた。

その結果，期待どおり，韓国系アメリカ人では，韓国人に典型的な名字と「快適」な意味を持

つ単語，日本人に典型的な名字と「不快」な意味を持つ単語を同じカテゴリーとして弁別課題

を行わせた場合の方が，韓国人に典型的な名字と「不快」語，日本人に典型的な名字と「快適」

語を同じカテゴリーとして弁別課題を行わせるよりも反応時間が短かったのに対して，日系ア

メリカ人ではこれと逆の結果が得られた。さらにこの IAT効果はアジア文化が深く浸透してい

る者ほど強かった。しかし IAT効果はSD法による韓国人，日本人に対する明示的な態度の指

標の差異とはほとんど無相関であった。また実験1と同様に一致・不一致課題の順序の弱い効

果が得られた。

実験3は，白人被験者の人種に関連したステレオタイプの自動的活性化に関する研究に触発

されて実施された。一般にそのようなステレオタイプの表明は抑制され，それを保持している

本人自身も否定するものであるが，IATがそのような自己報告式の質問紙では検出できないよ

うな暗黙の態度を測定するものとして用いられている。先にも紹介したとおり，この実験では

快・不快語とともに，白人に典型的な名前と黒人に典型的な名前を刺激語として用い，同時に

質問紙によって人種に関連した明示的な態度を測定している。結果は，白人と「快適」な意味

をもつ単語，黒人と「不快」な意味を持つ単語を同じカテゴリーとして判断をさせた場合の方

が，白人と「不快」語，黒人と「快適」語を同じカテゴリーとして判断をさせる場合よりも反

応時間が短かった。この IAT効果の大きさは，実験2の韓国系アメリカ人と日系アメリカ人の

結果よりも大きく，実験1の「花－虫」，「楽器－武器」の結果（反応時間を対数変換した指標

による）よりも小さかった。また一致・不一致課題の順序効果は有意に至らなかった。さらに

IATによる指標は明示的な指標よりも白人の自分たちに対する好意的な態度を明らかにしてお

り，特にSD法による指標では人種に対する態度の差異が検出されなかったことを考慮すると

対照的な結果となっている。人種的な差別等を直接質問する尺度も，IAT指標との相関は小さ

かった（平均で.14）。明示的な指標では偏見的な態度を示さない被験者のほとんどが，IATで

は白人に対する好意的な態度を示すことが明らかにされている。

Greenwald & Farnham（2000）は，暗黙の自尊心およびジェンダーに関する自己概念を IAT

を用いて測定している。実験1では，対象概念として「自己－他者」，属性次元の刺激語とし

ては「快－不快」の意味を持つ単語および「肯定的－否定的」な評価的概念を含む特性語を用

いて，「自己」と「快適」（「肯定的」），「他者」と「不快」（「否定的」）を同じカテゴリーとし

て弁別課題を行う場合と「自己」と「不快」（「否定的」），「他者」と「快適」（「肯定的」）を同

じカテゴリーとして弁別課題を行う場合を比較して暗黙の自尊心を測定している。同時に被験

者には自尊心尺度，SD法による自己認知等の自己概念に対する明示的な尺度を実施した。実

験条件としては一致・不一致課題の順序，および 2つの属性次元を用いた弁別課題の順序

（「快－不快」，「肯定的－否定的」の順序）が構成された。「自己－他者」の刺激語としては，
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名字，名前，出身地，電話番号，出生月，出生年などが使用された。結果は，IAT効果が感情

的（「快－不快」），評価的（「肯定的－否定的」）いずれの測度に対しても強く認められ，「自己」

と「快適」（「肯定的」）を1つのカテゴリーとした弁別課題の方が，「自己」と「不快」（「否定

的」）を1つのカテゴリーとした弁別課題よりも反応時間が短かった。この IATによる暗黙の自

尊心の指標は明示的な自尊心の指標とは弱い相関しかなかった（平均で.17）。これら2種類の

指標は確認的因子分析によって2因子モデル（すなわち暗黙の自尊心と明示的な自尊心）が1

因子モデルよりあてはまりがよいことが示され，弱い相関は認められるものの異なる構成概念

であることが確認された。実験条件の効果はいずれも有意ではなかった。

実験2では，「自己－他者」の対象概念と共に，属性次元として「男性的－女性的」を導入

することによって，ジェンダーに関する暗黙の自己概念を測定している。この結果，期待され

た IAT効果の性差が得られ，男性は「自己」と「男性的」を1つのカテゴリーとした弁別課題

の方が反応時間が短く，逆に女性は「自己」と「女性的」を1つのカテゴリーとした弁別課題

の方が反応時間が短かった。さらにその効果の大きさは明示的な性役割尺度（BSRI等）によ

って測定される性差よりも大きかった。この結果は，アメリカ社会の近年の理想的な男性像お

よび女性像の変化，つまりより感受性の高い男性，より主張的な女性を理想とする社会的圧力

によって解釈されている。「自己－他者」の刺激語として代名詞（I, Theyなど）を用いた IAT

測度と実験1と同様に名字，名前等を用いた IAT測度間の相関は.68，明示的測度間の相関の平

均は.80であり，両測度間の相関の平均は.32と小さい。確認的因子分析によっても，異なる構

成概念であることが確認された。

日本では，山口・村上（2000）が IATを用いて，Farnham, Greenwald, & Banaji（1999）の

追試を行っている。特に「自分－他者」を対象概念とする条件の他に「自分－友人」を対象概

念として用いる条件を独自に加えて比較を行っている。その結果，「自分－他者」の条件では，

先行研究同様に IAT効果が認められ，「自分」と「快適」を1つのカテゴリーとした弁別課題の

方が，「自分」と「不快」を1つのカテゴリーとした弁別課題よりも，反応時間が短く，日本

人でも暗黙の自尊心として一般に肯定的な自己概念を保持していることが明らかにされた。ま

たこの IAT効果は明示的な自尊感情尺度とは相関がなかった。一方，「自分－友人」の条件で

は IAT効果は小さく，「自分」と「快適」を同じカテゴリーとした弁別課題と「自分」と「不

快」を同じカテゴリーとした弁別課題の反応時間の差異は有意ではなかった。

目　的

本研究では，Greenwald et al.（1998）の実験1の手続きに基づき，IATによる態度測定方法を日

本語の概念に導入して，その効果を確認すること，およびさまざまな条件を変えて基礎的なデー

タを収集し，IATの手続き上の適切な状況を構成するための条件を見つけることを目的とする。
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方　法

被験者

大学生40名（男性24名，女性16名）。性比が等しくなるように被験者を各実験条件に割り振った。

手続き

実験は個別実験として行った。実験室に被験者を通し，パソコンの17インチディスプレイ

の前に座らせた。ディスプレイの前にはキーボードが置いてある。被験者にはディスプレイを

通してあらゆる教示を示し，キーボードによって反応させる。実験者は被験者に対してディス

プレイに呈示された説明を示しながら，本日の実験課題が単語のカテゴリー判断であること，

すべての手続きはパソコンによって行われること，およそ所要時間は20分程度であること，

判断は「E」または「I」のキーを押して反応することを教示した。さらに各課題の判断はでき

るだけ速く行い，数回程度の間違いなら気にせずに先に進んでよいが，あまり間違いすぎない

ようにしてほしい旨を告げた。以上の説明の後，すべての課題終了後はすぐに知らせてくれる

ように被験者に依頼し，やり方について質問がないことを確認して課題を始めるように促した。

被験者が課題を行っている間，実験者は別室で待機した。分類課題終了後，被験者に質問紙を

回答させた。さらに，効き手，対象概念を表す刺激語のなかの知らない単語の有無，および分

類課題に従事している間に気づいた点を被験者に尋ねた。最後に実験の内容を説明し実験を終

了した。実験開始から説明終了までの所要時間は40分程度であった。

質問紙

質問紙は回答形式の異なる2種類の質問から構成された。1つは4つの対象概念に対して，

「どのくらい暖かさあるいは冷たさを感じますか」という質問によってそのイメージを「冷た

い・好ましくない」を0ポイント，「暖かい・好ましい」を99ポイントとし，10ポイント刻み

で目盛りをうってある11件法の両極尺度で回答させるもの（以後，イメージ評定とする）で

ある。もう1つは，4つの対象概念を5つの属性による両極尺度に7件法で評定させるもの（以

後，SD法による評定とする）である。属性としては，「美しい－醜い」，「良い－悪い」，「楽し

い－楽しくない」，「正直－不正直」，「快い－ひどい」を用いた。回答はイメージ評定，SD法

による評定の順番で行った。

IATの基本デザイン

本研究の IATは9つの分類課題から構成された。基本的なデザインについては表1に示した

とおりである。各分類課題にはそれぞれ練習課題と本番課題を設けた。練習課題は各分類課題

ごとに20試行ずつ実施し，その刺激語は本番課題で用いられる刺激語をランダムに用いた。こ

のため，刺激語のなかには練習課題と本番課題の双方で呈示されるものがあったことになる。
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刺激材料

対象概念としては，Greenwald et al.（1998）の研究1にならって，一般的に肯定的な意味を

含むカテゴリーとして「花」と「楽器」，否定的な意味を含むカテゴリーとして「虫」と「武

器」を採用し，「花」と「虫」，「楽器」と「武器」を対応するカテゴリーとして弁別課題を実

施した。「花」と「楽器」に含まれる刺激語については，予備調査によって知名度の高い単語

を20個選び出した。「虫」と「武器」については刺激語として利用できる単語が限られている

ため，Greenwald et al.（1998）を参考に日本語としてなじみのあるものを選択し，さらに研究

者が独自に加えて最終的に20個になるようにした。この際，「虫」については「カブトムシ」

のように名前に「ムシ」が付く単語は避け，また一般に否定的に認知されていると予想された

ものを優先的に選択した。これらの刺激語はすべてカタカナで画面上に呈示した。

評価次元もGreenwald et al.（1998）の研究1で用いられた「快－不快」の意味を含む単語を

翻訳し，予備調査によってよいイメージ，悪いイメージを一般に持たれていると確認されたも

のに，さらに研究者が独自に加えて最終的に20個になるようにした。これら本研究で用いら

れた対象概念と評価次元の刺激語は付録に記載してある。

実験器具

DELL社製のパソコンを用いて刺激を呈示した。ディスプレイ画面と被験者の距離は約50cm

離れていた。

実験プログラム

Millisecond Software社による Inquisit（ver.1.22）上で，サンプルとして提供されていた IAT

のプログラムを独自にアレンジして起動させた。
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　　表1　本実験におけるＩＡＴによる課題の進行例�

順 番� 課 題� 弁別カテゴリー・キーの位置� 練習� 本番�
左－右� 試行数�試行数�

1 属性弁別課題� 快適－不快�
2 対象概念弁別課題� 花－虫� 40

40

40

40

40

3 一致課題� 快適・花－不快・虫� 20
20

20
20

80
4 対象概念弁別課題� 虫－花�
5 不一致課題� 快適・虫－不快・花� 20

20
20
20
20

80

80

80

6 対象概念弁別課題� 楽器－武器�
7 一致課題� 快適・楽器－不快・武器�
8 対象概念弁別課題� 武器－楽器�
9 不一致課題� 快適・武器－不快・楽器�

注）この進行例は、一致課題先・「花－虫」弁別課題先・「快適」キー左側条件�



実験条件

IATで測定される指標に対する IATの実験状況の影響を調べるために，3つの要因を操作し

て実験を行った。第1の要因は「快適」と肯定的概念（花，楽器），「不快」と否定的概念（虫，

武器）を同じカテゴリーとした一致課題と，「快適」と否定的概念，「不快」と肯定的概念を同

じカテゴリーとした不一致課題の呈示順序である。Greenwald et al.（1998）ではこの順序が

IAT効果に影響を及ぼし，一致課題を先に行った方が IAT効果が大きくなることを明らかにし

ている。第2の要因は対象概念の順序であり，「花」と「虫」の弁別課題を先に行うか，「楽器」

と「武器」の弁別課題を先に行うかという要因である。第3の要因は，評価次元である「快－

不快」に対応する反応キーの割り当てであり，「快適」が右のキー，「不快」が左のキーに割り

当てられるか，その逆かという要因である。

結　果

データ処理

被験者ごとに各弁別課題の本番試行における反応時間の平均値を算出した。その際，

Greenwald et al.（1998）に従い，①反応時間が一般に長くなる傾向がある最初の2試行はデー

タから省き，②3000ms以上の反応時間については3000ms，300ms以下の反応時間については

300msとして計算を行った。すべての被験者を通して3000ms以上の反応は18試行，300ms以

下の反応は38試行であった（一人あたり520試行，全被験者でのべ20800試行中）。300ms以下

の反応時間を18試行示した被験者が一人いた以外は，範囲外の反応をした被験者の範囲外試

行数は4試行以内であった。この他にGreenwald & Farnham（2000）では，①誤答率が20％

を越えた被験者（教示を誤解していたか，あまりにも速く解答しすぎたと考えられる），②平

均反応時間が2秒を越えた被験者，を分析から除いている。①に関しては，本番試行での正答

率が最も低い被験者で，520試行中438試行正解（80.4％）であり，②に関しても該当する被験

者はいなかった。

各被験者の平均反応時間と正答数に対して，基本的に一致・不一致課題の順序（2：一致課

題先・不一致課題先）×対象概念弁別課題の順序（2：「花－虫」弁別課題先・「楽器－武器」

弁別課題先）×属性評価次元のカテゴリーのキーの割り当て（2：「快適」に対応するキーが

右キー・左キー）の分散分析を行った。この際，平均反応時間は各反応時間を対数変換した値

を平均して算出した数値を用いた。

正答数の分析

「花－虫」，「楽器－武器」それぞれの2度の弁別課題，一致課題，不一致課題の正答数は表2

のとおりである。平均誤答率はいずれも5％程度であり，Greenwald et al.（1998）の報告した

平均誤答率5％以下という数値よりも若干高いものの，ほぼ同じ程度であると見なすことがで
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きる。ただし，「楽器－武器」の不一致課題において，最も正答数の少ない被験者（正答数60）

は次に正答数の少ない被験者（正答数67）と比較しても，他の課題の最小正答数と比較しても，

かなり離れている。この被験者は反応時間で300ms以下の反応を18試行示した被験者，最も

正答率が低かった被験者と同一人物である。この被験者のデータを除いて分散分析および相関

分析を行ったが結果はほとんど変わらなかった。このため以下の分析ではすべての被験者のデ

ータを用いて行った分析結果を報告する。

なお，一致課題の直前の弁別課題の正答数と不一致課題の直前の弁別課題の正答数を被験者

内要因として，「花－虫」，「楽器－武器」それぞれについて，一致・不一致課題の順序（2）×

対象概念弁別課題の順序（2）×属性評価次元のカテゴリーのキーの割り当て（2）×弁別課題

の正答数（2：一致課題の前・不一致課題の前）の分散分析を行ったところ，「楽器－武器」概

念について，一致・不一致課題の順序×弁別課題の正答数の間の交互作用のみが有意であり

（F（1,32）=7.68, p<.01），一致課題を先に行った場合には，一致課題の前の弁別課題（M=37.90）

の方が不一致課題の前の弁別課題（M=37.20）よりも正答数が多かったが，不一致課題を先に

行った場合には，不一致課題の前の弁別課題（M=38 .35）が一致課題の前の弁別課題

（M=37.75）よりも正答数が多かった。つまりいずれも後半に行った弁別課題の正答数が少ない

という結果である。また一致課題・不一致課題の正答数を被験者内要因とする上記と同様の分

散分析を行ったが，1％水準で有意な結果は得られなかった。

反応時間の分析

各弁別課題の本番試行の平均反応時間は，表3に示すとおりである。「花－虫」および「楽

器－武器」について，各被験者の反応時間の対数変換値の平均を用いて，一致・不一致課題の

順序（2）×対象概念弁別課題の順序（2）×属性評価次元のカテゴリーのキーの割り当て

（2）×課題の種類（2：一致課題・不一致課題，被験者内要因）の分散分析を行った。その結

果，いずれの対象概念についても課題の種類の主効果のみが有意であり（F（1,32）=42.00,

p<.001；F（1,32）=58.61, p<.001），不一致課題の方が反応時間が長かった。不一致課題の反応時
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 表 2　各弁別課題の平均正答数�

対象概念� 課  題� 平  均�標準偏差�最小正答数�
「快－不快」� 弁別課題� 38.68 1.21 36
「花－虫」� 弁別課題（一致課題前）� 38.38 1.33 35

一致課題� 75.80 2.93 67
弁別課題（不一致課題前）�37.95 1.96 31
不一致課題� 75.95 2.95 68

「楽器－武器」� 弁別課題（一致課題前）� 37.83 1.78 33
一致課題� 75.93 2.72 68
弁別課題（不一致課題前）�37.78 2.03 32
不一致課題� 75.53 4.13 60



間から一致課題の反応時間を差し引いた IAT効果の指標について t検定を行ったが，反応時間，

対数変換値のいずれも有意であった（表4）。

質問紙による対象概念のイメージ

各対象概念の評価に用いられたSD法の5つの属性間の関係を明らかにするために，対象概

念の違いを込みにして相関を調べたところ，「正直－不正直」の評定と他の属性評定との相関

係数が.40程度である以外はすべて.70以上の相関係数が得られた。そこで本分析では「正直－

不正直」以外の4つの属性評定を合計して各対象概念の評価とした。α係数は0.94であった。

各対象概念に対するイメージ評定およびSD法による評定は表5のとおりである。

IATの評価において組とした「花－虫」，「楽器－武器」の評定の差異を明らかにするために，

それぞれのイメージ評定およびSD法による評定の差異得点を算出した。差異得点が正である

場合，虫よりも花に対して，あるいは武器よりも楽器に対して，肯定的な態度を持っているこ

とを意味する。個々の対象概念に対するイメージ評定とSD法による評定，および「花－虫」，

「楽器－武器」のイメージ評定とSD法による評定における差異得点に対して，反応時間と同様

に一致・不一致課題の順序（2）×対象概念弁別課題の順序（2）×属性評価次元のカテゴリーの

キーの割り当て（2）の分散分析を行った。その結果，すべての主効果および交互作用は5％水
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　表3　各課題の反応時間�

対象概念� 課� 題 平 均� 標準偏差�
「快－不快」�弁別課題� 562.55 115.39
「花－虫」�弁別課題（一致課題前）� 547.54 73.45

一致課題� 580.46 89.58
弁別課題（不一致課題前）�551.76 77.49
不一致課題� 656.15 108.46

「楽器－武器」�弁別課題（一致課題前）� 612.78 113.82
一致課題� 601.86 103.88
弁別課題（不一致課題前）�612.23 105.02
不一致課題� 712.75 148.69

注）単位はms

表4　ＩＡＴ効果と質問紙評定の差異得点�

概�念� 　　　　「花－虫」� 　　「楽器－武器」�
M SD SDd t (39)(39) p M d t p

イメージ評定� 5.10 2.02 2.52 15.94 <.001 4.98 2.17 2.29 14.53 <.001
属性評定� 11.15 5.74 1.94 11.56 <.001 12.78 6.34 2.02 12.79 <.001
ＩＡＴ（反応時間）�75.70 81.28 0.93 5.89 <.001 110.89 105.21 1.05 6.67 <.001
ＩＡＴ（対数変換）�0.051 0.046 1.11 6.98 <.001 0.064 0.053 1.21 7.71 <.001
注１）正の値は虫より花、武器より楽器に対して好ましい態度を持っていることを意味する。�

イメージ評定のレンジは-10～10、属性評定のレンジは-24～24である。�
注２）効果の大きさを表すCohen’s ｄ＝Ｍ÷ＳＤ（Greenwald et al., 1998）�



準で有意に至らなかった。このため，各条件の被験者が対象概念に対して異なった認知をして

いたとは言えない。すべての条件を込みにしたイメージ評定およびSD法による評定の差異得

点の平均は表4のとおりである。いずれも正の値をとり，対象概念に対する態度の差異が有意

であった。

IATによる指標と質問紙による評定の相関

「花－虫」，「楽器－武器」それぞれについて，質問紙のイメージ評定，属性評定による差異

と，IATによる反応時間の差異，および対数変換した反応時間の差異の間の相関を算出した

（表6）。質問紙評定間の相関の平均は.64，2つの IAT指標間の相関の平均は.98であった。これ

に対して，IAT指標と質問紙評定間の相関は，「花－武器」で平均 .15，「楽器－武器」で平

均.27であった。この結果はGreenwald et al.（1998）と一致するものであり，IAT指標の弁別的妥

当性を支持する。

IAT指標への反応時間の個人差の影響

表7は練習課題を含めた最初の4課題の反応時間の平均と標準偏差を示している。「快－不快」

弁別課題の練習課題および本番課題は，全ての被験者に最初の課題として与えられている。本

番試行は練習試行よりも反応時間が短く，標準偏差も小さい。被験者の半数に割り当てられた

続く「花－虫」弁別課題でも，本番試行の平均反応時間は，「快－不快」の弁別課題同様に

550ms程度であり，標準偏差も小さくなっている。一方，「楽器－武器」弁別課題では，「花－

虫」弁別課題よりも反応時間が長く，標準偏差も大きい。これは刺激語として用いられた課題
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表6　質問紙による指標とＩＡＴによる指標の相関�

1          2           3          4
１　イメージ評定� 0.46 0.67 0.15 0.14
２　属性評定� 0.60 0.57 0.14 0.13
３　IAT効果（対数変換値）�0.19 0.38 0.51 0.97
４　IAT効果（反応時間）� 0.18 0.36 0.97 0.48
注）対角線の右上が「花－虫」、左下が「楽器－武器」である。�
対角線上の相関は、２つの概念の対応する測度の相関である。�

表5　質問紙による対象概念の評定�

対象概念� 花� 虫� 楽器� 武器�
M MSD SD SD SDM M

イメージ評定� 8.43 0.93 3.33 1.73 7.25 1.48 2.28 1.89
属性評定� 23.35 2.86 12.2 4.32 23.9 2.26 11.13 5.53
注）高い値ほど対象に対して肯定的な評価をしていることを意味する。�
　　イメージ評定のレンジは0～10、属性評定のレンジは4～28である。�



が被験者にとって相対的になじみが薄かったことによるかもしれない（「内観報告」の項を参照）。

これら最初の課題の反応時間の個人差が，以降の一致課題・不一致課題の反応時間に影響し

ているかどうかを調べるために，反応時間とその対数変換値を用いて相関係数を算出した（表

8）。最初の「快－不快」練習課題との相関は小さいが，それ以外の相関は大きく，特に4番目

に実施した「花－虫」，「楽器－武器」の本番課題の反応時間は一致・不一致課題の反応時間と

強く関連している。この結果は，IATの手続きにおける単語のカテゴリー弁別の反応の個人差

が，弁別課題全体を通して反応時間に影響を与えていることを示している。

この一致・不一致課題の反応時間によって算出される IAT効果と最初の4試行の反応時間と

の相関を調べた（表9）。特に4番目の「花－虫」，「楽器－武器」の本番課題での反応時間につ

いて対数変換値を用いた相関は - .19から.25であり，反応時間自体の個人差はIAT指標に影響を
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表7　最初の４課題の平均と標準偏差　�

概念� 課題� M SD
「快－不快」�練習課題�661.78 132.85

本番課題�562.55 115.39
「花－虫」� 練習課題�616.92 86.98

本番課題�559.56 85.25
「楽器－武器」�練習課題�727.54 127.95

本番課題�

（n＝40）�

（n＝20）�

（n＝20）� 632.21 137.81
注）最初の２試行を除いた38試行の結果である。�
　　単位はms

表8　最初の4課題と一致・不一致課題の相関（反応時間・対数変換値）�

　　　　「花－虫」� 　　「楽器－武器」�
　　　　一致課題�　　　不一致課題�　　　　一致課題�　　　不一致課題� 平均�

概念� 課題� 反応時間�対数変換�反応時間�対数変換�反応時間�対数変換�反応時間�対数変換�
「快－不快」�練習課題� 0.29 0.29 0.16 0.22 0.29 0.34 0.27 0.32 0.27
（ｎ＝40）� 本番課題� 0.66 0.69 0.49 0.56 0.60 0.67 0.61 0.64 0.62
「花－虫」� 練習課題� 0.75 0.79 0.37 0.49 0.63 0.72 0.60 0.63 0.62
（ｎ＝20）� 本番課題� 0.88 0.89 0.61 0.70 0.77 0.84 0.69 0.72 0.76
「楽器－武器」�練習課題� 0.63 0.67 0.65 0.68 0.66 0.69 0.66 0.71 0.67
（ｎ＝20）� 本番課題� 0.77 0.81 0.72 0.78 0.78 0.79 0.76 0.81 0.78

表9　最初の４課題とＩＡＴ効果の相関（反応時間・対数変換値）�

　　　「花－虫」�　　「楽器－武器」�
概念� 課題� 反応時間�対数変換�反応時間�対数変換�

「快－不快」�練習課題� -0.11 -0.07 0.10 0.07
（ｎ＝40）� 本番課題� -0.08 -0.11 0.26 0.16
「花－虫」� 練習課題� -0.34 -0.31 0.21 0.11
（ｎ＝20）� 本番課題� -0.21 -0.19 0.18 0.10
「楽器－武器」�練習課題� 0.32 0.17 0.31 0.21
（ｎ＝20）� 本番課題� 0.24 0.13 0.34 0.25



及ぼしにくいことが確認された。

内観報告

被験者の利き手は，左利きの者が2名（男性1名，女性1名），両利きの者が1名であり，そ

れ以外はすべて右利きであった。

呈示された刺激語を1つでも知らなかった被験者は12名いた。知らなかった刺激語の内訳は，

エーデルワイス（2），ブヨ（3），ピッコロ（2），ビオラ（2），トロンボーン（1），オーボエ

（1），サーベル（4），ライフル（1），フキヤ（1），ボーガン（1）であった（（ ）内は挙げた

人数を示す）。また武器として呈示した刺激語のなかで，ブーメランやスタンガン，ギロチン

を武器と分類することに違和感を覚えた被験者が数名いた。さらに，「快適」と肯定的な概念

を同じカテゴリーとして分類する方が，否定的な概念を同じカテゴリーとして分類する場合よ

りも速く回答できた，あるいはやりやすかったというように IAT効果を自発的に報告した被験

者が5名いた。

考　察

本研究によって，Greenwald et al.（1998）などの先行研究の結果が再確認された。まず第一

に，日本語の概念においても，「花－虫」，「楽器－武器」といった評価が明らかな対象概念に

対して期待された IAT効果が検出された。「花」あるいは「楽器」といった肯定的な意味を含

む概念と「快適」という属性が同じカテゴリーとして呈示される場合の方が，「虫」あるいは

「武器」といった否定的な意味を含む概念と「快適」という属性が同じカテゴリーとして呈示

される場合よりも反応時間が短かった。第二にこの IAT効果は，IAT実施上の条件のなかでも

対象概念弁別課題の順序やカテゴリー・キーの割り当ての影響を受けなかった。また先行研究

と同様に，一致・不一致課題の順序の効果が一部認められたが，その効果は大きいものではな

かった。第三に，IATによる態度の間接的な測度と質問紙による態度の直接的な測度の間には

正の相関が認められたが，弱い相関（.13～.36）であった。直接的な測度間の相関（.60～.67）

と比較しても，両者は異なる構成概念であることが示唆された。

次に先行研究でも指摘されたいくつかの問題点について触れる。まず第一に，IATで測定さ

れる指標が本当に回答者の暗黙の態度と対応しているかどうか，IATの妥当性の検討が必要で

ある。確かに，本研究でも質問紙による明示的な測度と IATによる暗黙の測度の間の相関は小

さかった。しかし，実験で用いた対象概念は「花－虫」，「楽器－武器」であり，自尊心や偏見

などと異なり自己呈示の影響やさまざまな動機の影響を受けにくいと考えられる。よって両測

度の違いが単なる方法の違いによるのではなく，IATが暗黙の態度を測定していると言えるか

どうかについては，実際の行動との対応を確認する必要がある。この点については，IATの研

究は始まったばかりでまだ研究が進められていないが，Greenwald  & Farnham（2000）は，
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IATによって測定される暗黙の自尊心の高い被験者が，低い被験者にくらべて失敗に対して認

知的な防衛を働かせていることを示唆する結果を得ている。さらにこの傾向は，明示的な自尊

心尺度では強く現れてはいなかったことが報告されている。今後はこのような IAT指標の妥当

性を検証する研究を急ぐことが重要である。

第二に，Greenwald et al.（1998）の実験1と同様に異なる対象概念に対して同じ指標を用い

た場合に相関が高くなることが確認されている。今回用いた「花－虫」の対象概念に対する相

対的な評価の差異と「楽器－武器」という対象概念に対する相対的な評価の差異が一致する傾

向にある（表6を参照）。このことは概念のレベルでは説明が困難であり，むしろ測定におい

て体系的な何らかのバイアスが影響を及ぼしている可能性が指摘される。このことも第一の問

題点と同様にIATによる指標の妥当性に対して疑問を投げかけるものである。

妥当性の問題と関連して，IATを被験者の暗黙の態度の個人差を測定する道具として利用す

る可能性が考えられる。本研究で示されたとおり，IATは各被験者が保持している1組の対応

する概念の相対的な評価的差異を検出することに対しては有効であることが推測される。さら

に進めると，IATによって各被験者間の評価の差異を検出できる可能性もある。この点につい

てGreenwald & Farnham（2000）は，IATによって測定された暗黙の自尊心が課題の失敗フィ

ードバックに対する反応の違いを予測できることを見いだしている。IATの指標は一致課題の

反応時間と不一致課題の反応時間の差として算出されるため，個人の一般的な反応速度の違い

は相殺されていると想定している。実際，本研究の IAT指標と反応速度の個人差との相関は小

さく，この点は確認されている。

しかし先にも述べたとおり，IATによって測定された「花－虫」と「楽器－武器」の指標の

相関は.50前後と高く，各測定値に何らかの体系的な測定誤差が影響を与えている可能性が指

摘される。質問紙による明示的な測度間においても同じ程度の.50前後の相関が認められてい

るため，2組の対象概念に対する評価の差異の相関が現実に存在するのか，それとも IATが質

問紙による測度と同じ程度の測定誤差の影響を受けるのか，本研究からは明らかではない。後

者の場合，態度の個人差を測定するための道具として，IATの指標は質問紙など明示的な測度

よりも優れているとは言えないかもしれない。この点を明らかにするために，さらにデータを

収集していくことが必要である。
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付　録（IATで使用した刺激語）

快適な意味を含む単語

幸運，虹，愛情，平和，極楽，自由，健康，幸福，励まし，信頼，友人，誠実，歓喜，才能，

奇蹟，笑い，楽園，休暇，家族，優しさ

不快な意味を含む単語

邪悪，死，苦痛，災害，醜悪，堕落，中毒，殺人，病気，事故，悪臭，強姦，嫌悪，汚染，貧

困，癌，腐敗，嘔吐，苦悶，監獄

花

アサガオ，アジサイ，エーデルワイス，カーネーション，カスミソウ，キク，コスモス，シク

ラメン，スイートピー，スイセン，スミレ，タンポポ，チューリップ，ハイビスカス，バラ，

パンジー，ヒマワリ，ヒヤシンス，ホウセンカ，ユリ

虫

シロアリ，ノミ，イナゴ，クモ，ムカデ，ハエ，スズメバチ，ゴキブリ，ブヨ，カ，コオロギ，

ガ，トンボ，バッタ，セミ，カマキリ，キリギリス，ダニ，アブ，シラミ

楽器

チェロ，ギター，トロンボーン，クラリネット，ハーモニカ，トランペット，ドラム，ハープ，

オーボエ，スズ，ピアノ，ビオラ，フルート，ホルン，バイオリン，タンバリン，カスタネッ

ト，オルガン，シンバル，ピッコロ

武器

ガン，ミサイル，ヤリ，オノ，ピストル，ダイナマイト，ライフル，ナイフ，ショットガン，

ムチ，ボーガン，ブーメラン，ドクガス，サーベル，バズーカ，カタナ，マシンガン，ギロチ

ン，スタンガン，フキヤ
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青年の犯罪被害・逸脱行為と主観的ウェルビーイング

角野善司

Crime damage, deviation actions and subjective well-being in the adolescence

SUMINO,  Zenji

The purpose of this study was to investigate the effect of the crime damage on

subjective well-being, and to investigate the relation between subjective well-being

and deviation actions in the adolescence.  The investigation was carried out for 872

junior high school students, senior high school students, and university students.

The results showed: 1. Adolescents who have been bullied last one year have lower

well-being than those who have not.  2. There is not clear tendency between

damage anxiety and well-being.  3. Adolescents with low well-being smoke more

customarily than those with high well-being.  4.  Adolescents with low well-being do

criminal actions more customarily than those with high well-being.  

問題と目的

戦後，少年刑法犯の検挙人員の推移は，何度かの増減を繰り返してきた。第1のピークは

1951年の約17万人，第2のピークは1964年の約24万人，第3にして最大のピークは1983年に

訪れ，約32万人を数えた。その後1980年代後半から減少傾向が続いていたが，1996年から再

び増加を始め，特に1997年には検挙人員は前年比9.8％増の221,410人，人口比（人口1,000人

あたりの検挙人員の比率）も前年比1.6ポイント増の15.0と顕著な伸びを見せ，平成10年版の

犯罪白書には「少年非行の動向と非行少年の処遇」という副題がつけられるなど，社会的関心

が高まってきた（なお，本研究実施後に発行された平成12年版犯罪白書によると，1999年の

検挙人員は前年比8.8％減，人口比も前年比1.0ポイント減と，3年ぶりに減少に転じた）。また，

ここ数年頻発してきた青少年による凶悪事件の発生は世間の注目を集め，社会生活上の不安の

大きな要因ともなっている。

このような青少年の逸脱行為の発生の背景を読み解く手がかりの一つとして，彼らの幸福度
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が挙げられよう。

また，青少年の逸脱行為の増加は，同時に彼らがその被害者となる可能性も高まることを意

味するため，被害の体験や被害を受ける不安が彼らの幸福度を低めることが予想される。

そこで，本研究では，「ある程度の時間的安定性・状況一貫性をもった，知覚された幸福

（角野,1995a,b,1998）」と定義される主観的ウェルビーイングという概念を用いて，犯罪被害や

その不安が青年の主観的ウェルビーイングに及ぼす影響，および，青年の主観的ウェルビーイ

ングの高低と逸脱行為との関連について，以下の4つの仮説を立て，検証した：

仮説1 犯罪等の被害を体験した者は，体験していない者に比べ，主観的ウェルビーイングが

低いであろう。

仮説2 犯罪等の被害に遭うことを不安に感じている者は，感じていない者に比べ，主観的ウ

ェルビーイングが低いであろう。

仮説3 主観的ウェルビーイングが高い者は，低い者に比べ，不良行為が少ないであろう。

仮説4 主観的ウェルビーイングが高い者は，低い者に比べ，犯罪行為が少ないであろう。

方法

被験者

神奈川県内の公立中学校2校の1年生・3年生，東京都内の公立高校4校の2年生，東京都・

神奈川県・福島県の国立・私立大学3校の1年生，計943名。ただし，回答漏れ等のあったもの

を除き，872名の回答を分析に用いた（有効回答率92.5%）。学年×性別の被験者の構成は，表

1に示すとおりである。

質問紙

調査に用いた質問紙は，以下の5つの部分から構成されている。なお，質問項目および回答

方法等の詳細は，表2に示すとおりである。
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　　　表1　被験者の構成�
中学１年� 中学３年� 高校２年� 大学１年� 計�

男�子� 67 63 137 188 455
女�子� 61 57 168 131 417
計� 128 120 305 319 872



角野：青年の犯罪被害・逸脱行為と主観的ウェルビーイング

表2 調査に用いた質問項目および回答方法

a.被害体験
あなたはこの1年間ぐらいの間に，次のことをされたことがありますか。
1 街の中でおどかされて，金や物をとられた
2 学校でいじめにあった
3 電車や人混みで，痴漢（ちかん）の被害にあった
回答方法：　3件法（3「時々ある」，2「1-2度ある」，1「ない」）

b.被害不安
あなたの家や住んでいる地域で，次のことがらに，
不安がありますか，不安がないですか。
1 自分の家が泥棒（どろぼう）の被害にあう
2 自分の住んでいる地域を，夜一人で歩くと被害にあう
3 住んでいる地域で，たかり，おどし，暴力の被害にあう
4 自分の学校で，たかり，おどし，いじめの被害にあう
5 押し売り，いんちき商品を売り付けられる
6 家の人や自分が交通事故にあう
7 住んでいる地域に変質者・浮浪者がうろつく
8 住んでいる地域に空気の汚れや騒音など公害が発生する
回答方法：　3件法（3「非常に不安」，2「やや不安」，1「不安なし」）

c.不良行為
あなたはこの1年間ぐらいの間に，次のことをしたことがありますか。
1 学校の授業をさぼった
2 友達とゲームセンターで遊んだ
3 ポルノ雑誌やアダルトビデオを見た
4 インターネットでアダルト番組を見た
5 タバコを吸った
6 友達と酒を飲んだ
回答方法：　3件法（3「時々ある」，2「1-2度ある」，1「ない」）

d.犯罪行為
あなたはこの1年間ぐらいの間に，次のことをしたことがありますか。
1 けんかをして，人をひどくなぐった
2 ファッションや護身用にナイフを持ち歩く
3 道においてある他人の自転車やオートバイを乗りまわした
4 店の品物を金を払わずに持ってきた
回答方法：　3件法（3「時々ある」，2「1-2度ある」，1「ない」）

e.主観的ウェルビーイング
［人生に対する肯定的評価尺度（角野,1995a,b,1997,2000）］
あなたは自分の人生についてどう感じ，考えていますか。
ただし，ここでいう“人生”とは，これまでの人生だけではなく，
現在およびこれからの人生も含むものとして答えてください。
1 私の人生は，すばらしい状態である
2 できるなら，自分の人生を誰かの人生と取りかえたい*
3 この先，人生に不満を持つようなことはきっとないだろう
4 私は，私の人生に満足している
5 人生をもう一度やりなおせたとしても，変えたいことはほとんどない
6 これまでの人生での失敗は，結局自分のためになってきた
7 私の人生は苦痛に満ちている*
8 私はこれまでの人生の中で，こうしたいと思った重要なことはなしとげてきた
9 生まれてきたことに感謝している
10 大体において，私の人生は理想に近い
11 今までしてきたことが，これからの人生によい影響を及ぼすだろう
12 私は大きな期待をもって，これからの人生を楽しみにしている
回答方法：　7件法（7「全くそうだ」－1「全くそうではない」）
逆転項目には，＊を付した。
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a. 被害体験

過去1年間に以下のことをされたことがあるか：　1.恐喝／ 2.いじめ／ 3.痴漢

b. 被害不安

以下の被害に遭う不安があるか：　1.泥棒 ／ 2.夜の一人歩き ／ 3.地域での犯罪被害 ／ 4.学

校での犯罪被害／ 5.押し売り／ 6.交通事故／ 7.変質者／ 8.公害

c. 不良行為

過去1年間に以下のことをしたことがあるか： 1.怠学／ 2.ゲームセンター／ 3.ポルノ雑誌･

アダルトビデオ／ 4.インターネットアダルト番組／ 5.タバコ／ 6.酒

d. 犯罪行為

過去1年間に以下のことをしたことがあるか： 1.暴力行為／ 2.ナイフ所持／ 3.自転車･オー

トバイの盗用／ 4.万引き

e. 主観的ウェルビーイング

人生に対する肯定的評価尺度（角野, 1995a, b, 1997, 2000）を用いた。「人生に対する肯定的

評価」とは，従来，主観的ウェルビーイングの認知-判断的側面とされてきた「人生に対する

満足（life satisfaction）」に，未来の人生の評価も含めてとらえ直したものであり，「過去-現在-

未来にわたる人生の主観的評価」と定義される（角野, 1998）。

従来の主観的ウェルビーイングの尺度の多くは，老人・癌などの特定疾患の患者・障害者等，

適用可能な対象が年齢・健康状態で限定されていたり，単項目であったりする。人生に対する

肯定的評価尺度はこのような問題を鑑み，広く一般的な対象に適用可能な多項目からなる主観

的ウェルビーイングの尺度を意図したものである。この尺度は，中学生・高校生・大学生・成

人を対象とした一連の研究で，一因子性・内部一貫性が高いこと（角野, 1995a, 2000），他の主

観的ウェルビーイングの尺度との間に.7程度の相関を持ちつつも，過去･現在･未来に対する評

価･感情的態度のいずれとも有意な正の相関を示す点ではそれらとは異なること（角野, 1995b,

1997）など，一定水準の信頼性・妥当性を支持する結果が得られている。

調査実施方法および実施時期

自己記入式で，各学校において集団実施した。調査実施時期は，1999年10月から11月であ

った。

結果と考察

分析は，項目ごとに，学年×性の8セルで行い，被害体験・被害不安・不良行為・犯罪行為

と主観的ウェルビーイングの関連性について，検証した。
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被害体験と主観的ウェルビーイング（仮説1）

被害体験の有る群が無い群に比べ，主観的ウェルビーイング得点の平均が低いかを，t検定

を用いて検討した（表3）。なお，被害体験については，3件法で回答を得たが，回答の分布に

偏りがあったため，被害体験の有る群と無い群の2群に分けて，分析を行った。

1. 恐喝

中学1年生男子で，恐喝の被害体験が有る群が無い群に比べ，主観的ウェルビーイング得点

の平均が，5％水準で有意に低かった（t=2.34, df=65, p< .05）。

2. いじめ

中学1年女子では1％水準で，中学3年男子と大学1年男子では5％水準で，いじめの被害体

験の有る群は無い群に比べ，主観的ウェルビーイングが有意に低かった（順に，t=3.18, df=59,

p< .01;t=2.29, df=22.9, p< .05;t=1.69, df=186, p< .05）。また，中学1年男子と高校2年女子でも

10％水準でその傾向が認められた（順に，t=1.51, df=65, p< .10;t=1.43, df=166, p< .10）。

3. 痴漢

いずれのセルでも，有意な結果は得られなかった。

角野：青年の犯罪被害・逸脱行為と主観的ウェルビーイング
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表3　被害体験の有無と主観的ウェルビーイング�
中１� 中�3 高２� 大１�

M SD n M SD n M SD n M SD n
恐喝� 男�子�無� 56.25 13.02 63 50.73 14.04 59 47.59 10.80 114 50.10 12.55 181

有� 40.25 17.75 4 57.25 12.71 4 45.30 11.63 23 50.14 10.45 7
　�ｔ�値� a) 2.34 ＊ b) -0.90 0.91 -0.01
女�子�無� 50.85 13.17 60 51.48 13.25 56 49.44 11.44 166 54.67 11.14 131

有� 56.00 - - - - 1 29.00 - - - - 1 41.00 18.38 2 - - - - - - - - 0
　�ｔ�値� - - - - - - - - 1.03 - - - -

いじめ� 男�子�無� 56.58 12.53 53 52.30 14.59 53 47.17 10.96 133 50.43 12.40 180
有� 50.43 17.19 14 45.00 7.83 10 48.25 11.50 4 42.88 12.26 8

　�ｔ�値� 1.51 + 2.29 ＊� -0.19 1.69 ＊�

女�子�無� 53.26 12.30 50 51.72 12.22 47 49.75 11.23 152 54.37 10.77 126
有� 40.36 11.56 11 48.10 18.78 10 45.44 13.53 16 62.60 18.80 5

　�ｔ�値� 3.18 ＊＊� 0.77 1.43 + -0.97
痴漢� 男�子�無� 54.69 13.47 65 51.29 14.02 62 47.32 10.89 136 50.15 12.53 185

有� 75.00 4.24 2 42.00 - - - - 1 32.00 - - - - 1 47.33 7.23 3
　�ｔ�値� -2.12 - - - - - - - - 0.39
女�子�無� 50.88 13.32 58 51.98 12.13 43 49.37 12.61 87 54.29 11.09 99

有� 52.00 8.19 3 48.36 17.18 14 49.31 10.24 81 55.88 11.56 32
　�ｔ�値� -0.14 0.87 0.03 -0.69

全体� 男�子�無� 56.36 12.70 50 51.96 14.74 49 47.56 10.83 110 50.29 12.56 174
有� 52.18 16.38 17 48.29 10.72 14 45.74 11.44 27 47.86 11.18 14

　�ｔ�値� 1.09 0.87 + 0.78 0.70
女�子�無� 53.06 12.66 47 53.42 10.66 38 50.07 11.99 81 54.54 11.06 97

有� 43.79 12.25 14 46.42 17.20 19 48.66 11.04 87 55.09 11.67 34
　�ｔ�値� 2.42 ＊＊� 1.62 + 0.80 -0.25

a) 被害体験の有る群は，無い群に比べ，主観的ウェルビーイングが低いか，�ｔ�検定を行った（片側検定）．�
b) ＊＊ … p <.01,  ＊ … p <.05, + … p.<10
なお，５％水準で有意差が認められたものには濃い網掛けを，10％水準で傾向差が認められたものには�
薄い網掛けを施した．�



以上，恐喝・痴漢では，ほとんどのセルで有意な差は見られず，被害体験全般が青年の主観

的ウェルビーイングを低めるとは認められなかった。しかし，いじめの項目において，8セル

中3セルで有意差が，2セルで傾向差が認められ，いじめられた体験が青年の主観的ウェルビ

ーイングに及ぼす負の影響がうかがわれた。

被害不安と主観的ウェルビーイング（仮説2）

被害不安の有る群が無い群に比べ，主観的ウェルビーイング得点の平均が低いかを，t検定

を用いて検討した（表4）。なお，被害不安については，被害体験と同様に，3件法で回答を得

たが，回答の分布に偏りがあったため，被害不安の有る群と無い群の2群に分けて，分析を行

った。

1. 泥棒

中学3年男子で，泥棒の被害に遭うことに不安の有る群は無い群に比べ，主観的ウェルビー

イングが5％水準で有意に低かった（t=1.84, df=61, p< .05）。また，中学1年女子と高校2年女

子でも10％水準でその傾向が認められた（順に，t=1.34, df=59, p< .10;t=1.61, df=166, p< .10）。

2. 夜の一人歩き

中学1年男子で，夜の一人歩きの際に被害に遭うことに不安の有る群は無い群に比べ，主観

的ウェルビーイングが5％水準で有意に低かった（t=1.82, df=65, p< .05）。

3. 地域での犯罪被害

中学1年男子で，地域で犯罪被害に遭うことに不安の有る群は無い群に比べ，主観的ウェル

ビーイングが5％水準で有意に低かった（t=2.08, df=65, p< .05）。高校2年男子でも，10％水準

でその傾向が認められた（t=1.40, df=135, p< .10）。

4. 学校での犯罪被害

高校2年男子で，学校でたかり，おどし，いじめの被害に遭う不安の有る群は無い群に比べ，

主観的ウェルビーイングが5％水準で有意に低かった（t=1.77, df=135, p< .05）。また，中学1年

男子・女子，高校2年女子では，10％水準で，その傾向が認められた（順に，t=1.64, d f=65,

p< .10; t=1.34, df=59, p< .10; t=1.62, df=166, p< .10）。

5. 押し売り

高校2年男子で，押し売りの被害に遭う不安の有る群は無い群に比べ，主観的ウェルビーイ

ングが低い傾向が10％水準で認められた（t=1.39, df=135, p< .10）。

6. 交通事故

いずれのセルでも，有意な結果は得られなかった。

7. 変質者

中学1年男子で，地域に変質者・浮浪者がうろつく不安の有る群は無い群に比べ，主観的ウ
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表4　被害不安の有無と主観的ウェルビーイング�
中１� 中�3 高２� 大１�

M SD n M SD n M SD n M SD n
泥棒� 男�子�無� 55.72 14.66 25 54.92 13.37 26 47.38 10.44 93 50.13 12.27 110

有� 55.05 13.31 42 48.49 13.92 37 46.84 12.03 44 50.08 12.79 78
ｔ�値� a) 0.19 1.84 ＊ b) 0.27 0.03
女�子�無� 53.91 13.81 22 51.25 15.71 20 50.71 12.12 87 55.59 11.89 56

有� 49.26 12.51 39 51.00 12.32 37 47.86 10.65 81 54.00 10.65 75
ｔ�値� 1.34 + 0.07 1.61 + 0.80

夜の� 男�子�無� 58.17 12.70 35 50.52 13.37 29 47.33 11.08 95 50.51 13.10 144
一人歩き� 有� 52.16 14.30 32 51.68 14.61 34 46.93 10.72 42 48.80 10.10 44

ｔ�値� 1.82 ＊� -0.33 0.20 0.91
女�子�無� 49.72 16.21 25 47.80 16.53 15 48.84 11.89 67 53.09 13.81 46

有� 51.78 10.53 36 52.26 12.20 42 49.67 11.27 101 55.54 9.44 85
　�ｔ�値� -0.56 -1.10 -0.46 -1.08

地域での�男�子�無� 57.84 13.53 43 50.89 13.39 36 48.39 10.77 75 50.00 12.59 143
犯罪被害� 有� 50.75 13.11 24 51.48 14.92 27 45.77 11.04 62 50.44 12.16 45

　�ｔ�値� 2.08 ＊� -0.17 1.40 + -0.21
女�子�無� 52.30 13.18 33 53.03 15.22 30 48.69 10.45 98 53.37 11.58 92

有� 49.32 13.00 28 48.93 11.08 27 50.24 12.84 70 57.77 9.60 39
　�ｔ�値� 0.89 1.15 -0.86 -2.09

学校での�男�子�無� 57.53 12.90 40 52.19 14.66 36 48.02 10.21 110 49.85 12.74 159
犯罪被害� 有� 52.00 14.47 27 49.74 13.10 27 43.89 13.19 27 51.52 10.85 29

　�ｔ�値� 1.64 + 0.69 1.77 ＊� -0.66
女�子�無� 53.20 13.28 30 50.47 14.46 30 50.20 11.73 123 54.06 11.31 112

有� 48.74 12.69 31 51.78 12.51 27 46.98 10.58 45 58.32 9.87 19
　�ｔ�値� 1.34 + -0.36 1.62 + -1.54

押し売り�男�子�無� 55.59 13.43 39 51.71 14.13 34 47.96 11.18 102 50.77 12.25 108
被害� 有� 54.89 14.35 28 50.48 13.97 29 45.00 9.99 35 49.21 12.76 80

　�ｔ�値� 0.20 0.34 1.39 + 0.85
女�子�無� 50.85 13.90 34 50.39 14.21 31 48.74 11.37 122 54.57 12.35 68

有� 51.04 12.20 27 51.92 12.75 26 50.93 11.79 46 54.79 9.86 63
　�ｔ�値� -0.05 -0.43 -1.11 -0.11

交通事故�男�子�無� 58.14 16.49 21 53.77 16.12 22 48.64 11.45 50 49.45 13.02 77
有� 54.00 12.23 46 49.73 12.63 41 46.38 10.61 87 50.56 12.09 111

　�ｔ�値� 1.15 1.10 1.17 -0.60
女�子�無� 54.25 15.23 16 48.89 16.89 9 50.34 10.49 47 52.38 13.93 24

有� 49.76 12.19 45 51.50 12.90 48 48.95 11.88 121 55.20 10.47 107
　�ｔ�値� 1.19 -0.53 0.70 -1.12

地域の� 男�子�無� 58.38 13.89 32 52.53 15.50 32 47.71 11.28 82 49.97 12.94 144
変質者� 有� 52.49 13.13 35 49.71 12.25 31 46.45 10.45 55 50.57 10.83 44

　�ｔ�値� 1.78 ＊� 0.80 0.66 -0.28
女�子�無� 50.00 15.82 16 48.36 17.07 11 48.06 11.21 48 53.30 13.65 43

有� 51.27 12.14 45 51.74 12.60 46 49.85 11.61 120 55.35 9.77 88
　�ｔ�値� -0.33 -0.74 -0.91 -0.88

地域の� 男�子�無� 57.10 10.92 30 56.74 13.94 23 46.38 12.02 52 51.37 11.72 83
公害被害� 有� 53.84 15.62 37 47.93 13.07 40 47.71 10.25 85 49.10 12.98 105

　�ｔ�値� 0.97 2.52 ＊＊� -0.69 1.24
女�子�無� 53.16 12.59 19 52.20 17.01 15 50.34 12.36 59 54.00 12.88 55

有� 49.93 13.31 42 50.69 12.17 42 48.80 11.02 109 55.17 9.83 76
　�ｔ�値� 0.89 0.37 0.83 -0.57

全体� 男�子�無� 60.60 9.53 5 53.00 16.48 6 49.10 13.75 21 50.64 13.42 39
有� 54.87 13.97 62 50.95 13.82 57 46.86 10.38 116 49.97 12.23 149

　�ｔ�値� 0.90 0.34 0.86 0.30
女�子�無� 53.75 19.87 4 69.00 4.24 2 51.20 10.78 15 51.63 19.46 8

有� 50.74 12.70 57 50.44 13.24 55 49.16 11.58 153 54.88 10.53 123
　�ｔ�値� 0.44 1.96 ＊� 0.66 -0.47

a) 被害不安の有る群は，無い群に比べ，主観的ウェルビーイングが低いか，�ｔ�検定を行った（片側検定）．�
b) ＊＊ … p<.01,  ＊ … p<.05, + … p.<10
なお，５％水準で有意差が認められたものには濃い網掛けを，10％水準で傾向差が認められたものには�
薄い網掛けを施した．�



ェルビーイングが5％水準で有意に低かった（t=1.78, df=65, p< .05）。

8. 公害

中学3年男子で，公害の発生に不安の有る群は無い群に比べ，主観的ウェルビーイングが

1％水準で有意に低かった（t=2.52, df=61, p< .01）。

以上，学校での犯罪被害の項目で有意差または傾向差が認められたセルが4セルあるものの，

各項目とも，そのようなセルは半数以下であり，一定の傾向は見いだせなかった。犯罪等の被

害に遭うことを不安に感じている者は，感じていない者に比べ，主観的ウェルビーイングが低

いであろうという仮説2は，支持されなかった。

主観的ウェルビーイングと不良行為（仮説3）

学年×性の各セルで，中央値を境界として，主観的ウェルビーイングの高低2群を設け，主

観的ウェルビーイングの高い群が低い群に比べ，不良行為得点の平均が低いかを，t検定を用

いて検討した（表5）。

1. 怠学

大学1年女子では1％水準で，中学1年女子では5％水準で，主観的ウェルビーイングの高い

群が低い群に比べ，学校の授業をさぼった体験量が有意に少なかった（順に， t = 3.00,

df=106.5, p< .01; t=2.08, df=44.5, p<.05）。また，中学1年男子でも，10％水準でその傾向が認め

られた（t=1.62, df=65, p< .10）。

2. ゲームセンター

いずれのセルでも，有意な結果は得られなかった。

3. ポルノ雑誌･アダルトビデオ

高校2年女子で，主観的ウェルビーイングの高い群が低い群に比べ，ポルノ雑誌やアダルト

ビデオを見た体験量が少ない傾向が10％水準で認められた（t=1.33, df=166, p< .10）。

4. インターネットアダルト番組

中学1年男子で，主観的ウェルビーイングの高い群が低い群に比べ，インターネットでアダ

ルト番組を見た体験量が5％水準で有意に少なかった（t=1.69, df=65, p< .05）。

5. タバコ

高校2年女子では1％水準で，中学1年男子･女子では5％水準で，主観的ウェルビーイング

が高い群は低い群に比べ，有意にタバコを吸った体験量が少なかった（順に，t=2.99, df=148.8,

p< .01;t=1.82, d f=49.1, p< .05;t=2.00, d f=59, p< .05）。また，中学3年女子と大学1年女子でも

10％水準でその傾向が認められた（順に，t=1.33, df=41.5, p< .10;t=1.44, df=129, p< .10）。特に

女子において，主観的ウェルビーイングが低い青年に喫煙が多かった。
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6. 酒

中学1年男子で，主観的ウェルビーイングの高い群が低い群に比べ，友達と酒を飲んだ体験

量が5％水準で有意に少なかった（t=1.69, df=65, p< .05）。また，大学1年女子でも，10％水準

でその傾向が認められた（t=1.31, df=111.6, p< .10）。
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表5　主観的ウェルビーイングの高低と不良行為�
中１� 中�3 高２� 大１�

M SD n M SD n M SD n M SD n
怠学� 男�子�低� 1.32 0.59 34 1.33 0.69 33 1.78 0.85 67 2.47 0.70 96

高� 1.12 0.42 33 1.43 0.73 30 1.60 0.81 70 2.55 0.67 92
ｔ�値� a) 1.62 + b) -0.56 1.25 -0.86
女�子�低� 1.35 0.61 31 1.47 0.73 30 1.94 0.88 85 2.68 0.53 68

高� 1.10 0.31 30 1.37 0.63 27 1.82 0.83 83 2.32 0.80 63
　�ｔ�値� 2.08 ＊� 0.53 0.93 3.00 ＊＊�

ｹﾞｰﾑ・� 男�子�低� 2.15 0.86 34 2.30 0.88 33 2.48 0.75 67 2.21 0.82 96
ｾﾝﾀｰ� 高� 2.18 0.81 33 2.40 0.77 30 2.43 0.81 70 2.28 0.80 92

　�ｔ�値� -0.17 -0.46 0.37 -0.63
女�子�低� 2.13 0.88 31 2.10 0.80 30 2.38 0.80 85 1.90 0.79 68

高� 2.03 0.81 30 1.85 0.86 27 2.34 0.82 83 2.16 0.81 63
　�ｔ�値� 0.44 1.12 0.31 -1.87

ﾎﾟﾙﾉ雑誌�男�子�低� 1.44 0.75 34 2.21 0.82 33 2.40 0.76 67 2.57 0.72 96
ﾋﾞﾃﾞｵ� 高� 1.33 0.60 33 2.20 0.85 30 2.39 0.80 70 2.53 0.72 92

ｔ�値� 0.65 0.06 0.13 0.38
女�子�低� 1.19 0.54 31 1.27 0.52 30 1.55 0.81 85 1.24 0.52 68

高� 1.13 0.51 30 1.37 0.63 27 1.40 0.70 83 1.29 0.55 63
ｔ�値� 0.45 -0.68 1.33 + -0.54

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ�男�子�低� 1.15 0.50 34 1.06 0.35 33 1.19 0.50 67 1.26 0.60 96
ｱﾀﾞﾙﾄ� 高� 1.00 0.00 33 1.17 0.53 30 1.23 0.59 70 1.40 0.74 92

　�ｔ�値� 1.69 ＊� -0.93 -0.37 -1.43
女�子�低� 1.00 0.00 31 1.00 0.00 30 1.00 0.00 85 1.07 0.31 68

高� 1.03 0.18 30 1.00 0.00 27 1.01 0.11 83 1.11 0.44 63
ｔ�値� -1.02 - - - - -1.01 -0.56

タバコ� 男�子�低� 1.29 0.58 34 1.33 0.69 33 1.60 0.87 67 1.71 0.91 96
高� 1.09 0.29 33 1.37 0.72 30 1.63 0.87 70 1.63 0.89 92

ｔ�値� 1.82 ＊� -0.19 -0.21 0.60
女�子�低� 1.23 0.62 31 1.30 0.70 30 1.59 0.85 85 1.49 0.76 68

高� 1.00 0.00 30 1.11 0.32 27 1.25 0.58 83 1.30 0.69 63
ｔ�値� 2.00 ＊� 1.33 + 2.99 ＊＊� 1.44 +

酒� 男�子�低� 1.15 0.50 34 1.48 0.71 33 2.21 0.83 67 2.44 0.78 96
高� 1.00 0.00 33 1.57 0.86 30 2.23 0.85 70 2.76 0.60 92

ｔ�値� 1.69 ＊� -0.41 -0.14 -3.20
女�子�低� 1.13 0.50 31 1.47 0.73 30 2.20 0.86 85 2.76 0.52 68

高� 1.03 0.18 30 1.37 0.63 27 2.17 0.81 83 2.62 0.73 63
ｔ�値� 1.00 0.53 0.24 1.31 +

全体� 男�子�低� 8.50 2.53 34 9.73 2.43 33 11.66 2.63 67 12.66 2.55 96
高� 7.73 1.42 33 10.13 2.89 30 11.50 3.04 70 13.16 2.40 92

　�ｔ�値� 1.55 + -0.61 0.32 -1.40
女�子�低� 8.03 2.07 31 8.60 2.88 30 10.66 2.97 85 11.13 2.03 68

高� 7.33 1.32 30 8.07 1.96 27 9.99 2.47 83 10.79 2.54 63
ｔ�値� 1.58 + 0.81 1.59 + 0.85

a) 主観的ウェルビーイングの高い群は，低い群に比べ，不良行為の体験量が少ないか，�ｔ�検定を行った�
（片側検定）．�

b) ＊＊ … p <.01,  ＊ … p <.05, + … p.<10
なお，５％水準で有意差が認められたものには濃い網掛けを，10％水準で傾向差が認められたものには�
薄い網掛けを施した．�



以上，主観的ウェルビーイングと不良行為との関係においても，一定の傾向は見いだしがた

く，仮説3は全般的には支持されたとは言えなかった。しかし，特に女子の喫煙に関しては，

学年を問わず，主観的ウェルビーイングの低い者にその体験量が多かった。

主観的ウェルビーイングと犯罪行為（仮説4）

主観的ウェルビーイングの高い群が低い群に比べ，犯罪行為得点の平均が低いかを，t検定

を用いて検討した（表6）。

1. 暴力行為

中学3年女子と高校2年男子で，主観的ウェルビーイングの高い群が低い群に比べ，暴力行

為を行った体験量が 5％水準で有意に少なかった（順に，t = 1.87, d f = 34.7, p < .05;t = 1.78,

df=112.4, p< .05）。また，中学3年男子と高校2年女子では，10％水準でその傾向が認められた

（順に，t=1.48, df=61, p< .10;t=1.48, df=134.2, p< .10）。

2.ナイフ所持

中学1年男子で，主観的ウェルビーイングの高い群が低い群に比べ，ナイフを持ち歩いた体

験量が5％水準で有意に少なかった（t=1.69, df=65, p< .05）。また，中学3年女子と高校2年女

子でも，10％水準でその傾向が認められた（順に，t = 1.36, d f = 55, p < .10;t = 1.33, d f = 166,

p< .10）。

3.自転車･オートバイの盗用

高校2年女子で，主観的ウェルビーイングの高い群が低い群に比べ，他人の自転車やオート

バイを盗用した体験量が5％水準で有意に少なかった（t=2.19, df=141.8, p< .05）。また，中学3

年女子と高校 2年男子でも，10％水準でその傾向が認められた（順に， t = 1.63, d f = 55,

p< .10;t=1.35, df=135, p< .10）。

4. 万引き

中学3年女子で，主観的ウェルビーイングの高い群が低い群に比べ，万引きの体験量が5％水準

で有意に少なかった（t=1.97, df=33.8, p< .05）。また，中学1年男子・女子，高校2年男子，大

学1年男子でも，10％水準でその傾向が認められた（順に，t = 1.45, d f = 43.5, p < .10;t = 1.41,

df=59, p< .10;t=1.57, df=114.6, p< .10;t=1.38, df=164.3, p< .10）。

以上，4項目のいずれにおいても，3～5セルで有意またはその傾向が認められた。また，4

項目の犯罪行為得点の合計点についても検定を行ったところ，中学1年女子・中学3年女子・

高校2年男子・女子で5％水準で有意な t値が得られた（順に，t = 2.13, d f= 47, p< .05;t = 2.13,

df=47, p< .05;t=2.13, df=47, p< .05;t=2.13, df=47, p< .05）。このことから，主観的ウェルビーイング

が高い者より低い者に犯罪行為が多く，その傾向は特に女子において顕著であると言えよう。
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まとめと今後の課題

本研究で導かれた知見は，以下のとおりである：

1. いじめられた体験を持つ青年は，そうでない青年に比べ，主観的ウェルビーイングが低い傾

向にある。

2. 被害不安と主観的ウェルビーイングとの間には一定の傾向は見られず，前者から後者への影

響は認められない。

3. 主観的ウェルビーイングの高い者より低い者に喫煙の体験量が多く，特に女子では，学年を

問わず，その傾向が顕著である。

4. 主観的ウェルビーイングの高い者より低い者に犯罪行為が多く，特に女子において，その傾

向が顕著である。

ただし，これらの関係は，2変数間に直接的な因果のパスがあるためなのか，あるいは何らか

角野：青年の犯罪被害・逸脱行為と主観的ウェルビーイング
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表6　主観的ウェルビーイングの高低と犯罪行為�
中１� 中�3 高２� 大１�

M SD n M SD n M SD n M SD n
暴力� 男�子�低� 1.29 0.58 34 1.55 0.71 33 1.30 0.60 67 1.17 0.47 96

高� 1.27 0.52 33 1.30 0.60 30 1.14 0.39 70 1.10 0.36 92
　�ｔ�値� a) 0.16 1.48 + b) 1.78 ＊� 1.12
女�子�低� 1.13 0.34 31 1.27 0.64 30 1.15 0.50 85 1.03 0.17 68

高� 1.07 0.37 30 1.04 0.19 27 1.06 0.29 83 1.03 0.18 63
　�ｔ�値� 0.69 1.87 ＊� 1.48 + -0.08

ﾅｲﾌ所持�男�子�低� 1.15 0.50 34 1.03 0.17 33 1.03 0.24 67 1.02 0.14 96
高� 1.00 0.00 33 1.07 0.37 30 1.04 0.27 70 1.03 0.23 92

　�ｔ�値� 1.69 ＊� -0.50 -0.30 -0.42
女�子�低� 1.06 0.36 31 1.13 0.51 30 1.04 0.24 85 1.00 0.00 68

高� 1.00 0.00 30 1.00 0.00 27 1.00 0.00 83 1.03 0.25 63
　�ｔ�値� 0.98 1.36 + 1.33 + -1.04

自転車・�男�子�低� 1.09 0.38 34 1.21 0.48 33 1.33 0.68 67 1.10 0.37 96
ｵｰﾄﾊﾞｲ� 高� 1.09 0.29 33 1.17 0.46 30 1.19 0.55 70 1.11 0.38 92
盗用� 　�ｔ�値� -0.03 0.38 1.35 + -0.08

女�子�低� 1.00 0.00 31 1.17 0.53 30 1.26 0.62 85 1.03 0.17 68
高� 1.00 0.00 30 1.00 0.00 27 1.08 0.39 83 1.08 0.33 63

　�ｔ�値� - - - - 1.63 + 2.19 ＊� -1.09
万引き� 男�子�低� 1.15 0.44 34 1.48 0.80 33 1.34 0.69 67 1.13 0.42 96

高� 1.03 0.17 33 1.47 0.73 30 1.19 0.46 70 1.05 0.27 92
　�ｔ�値� 1.45 + 0.09 1.57 + 1.38 +

女�子�低� 1.13 0.50 31 1.30 0.70 30 1.22 0.59 85 1.03 0.17 68
高� 1.00 0.00 30 1.04 0.19 27 1.14 0.42 83 1.05 0.28 63

　�ｔ�値� 1.41 + 1.97 ＊� 1.01 -0.45
全体� 男�子�低� 4.68 1.45 34 5.27 1.51 33 5.00 1.36 67 4.42 0.94 96

高� 4.39 0.66 33 5.00 1.44 30 4.56 1.11 70 4.29 0.87 92
　�ｔ�値� 1.03 0.73 2.09 ＊� 0.93
女�子�低� 4.32 0.75 31 4.87 1.89 30 4.67 1.38 85 4.09 0.29 68

高� 4.07 0.37 30 4.07 0.27 27 4.29 0.74 83 4.19 0.78 63
　�ｔ�値� 1.71 ＊� 2.27 ＊� 2.23 ＊� -0.98

a) 主観的ウェルビーイングの高い群は，低い群に比べ，犯罪行為の体験量が少ないか，�ｔ�検定を行った�
（片側検定）．�

b) ＊＊ … p <.01,  ＊ … p <.05, + … p.<10
なお，５％水準で有意差が認められたものには濃い網掛けを，10％水準で傾向差が認められたものには�
薄い網掛けを施した．�



の媒介変数が存在するのかは，未解決であり，これは今後の研究に持ち越される課題である。

なお，本研究では，主観的ウェルビーイングの指標として人生に対する肯定的評価尺度を用

いたが，これにより，過去から未来をも見据えたうえでの幸福度と，被害体験・被害不安・不

良行為・犯罪行為との関係を検討することができた。主観的ウェルビーイングのもう一つの側

面である，現在の日常生活の中での感情体験を指標として用いた場合の研究も，行うに値する

であろう。
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E：　不良行為（項目1－項目6），犯罪行為（項目7－項目10）

F ：　被害体験

G：　被害不安

K：　主観的ウェルビーイング

［人生に対する肯定的評価尺度（角野, 1995a, b, 1997, 2000）］

78



調査へのご協力のお願い

この調査は，青少年の意識や行動を調べるために行っています。この調査でお答えいただい

たことは，研究のためにのみ用いさせていただき，それ以外の目的に用いることは一切ありま

せん。個人のデータを問題にしたり公表したりすることはありませんので，お答えいただいた

方にご迷惑のかかることは決してありません。

また，それぞれの質問には正しい答えというものはありません。ですから，思ったとおりを

正直に答えてください。なかには答えるのがむずかしい質問もあるかもしれませんが，その場

合でもとばしたりせずに，自分の考えに一番近いものに○をつけてください。

ご協力よろしくお願いします。

帝京大学 文学部　心理学科内

青少年問題研究会

連絡先　鎌 原 雅 彦

TEL  0426-78-3603

学校名，学年，性別を以下の欄に記入してください。

学校名（ ）

学　年（ ）

性　別（男・女）

角野：青年の犯罪被害・逸脱行為と主観的ウェルビーイング
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E あなたはこの1年間ぐらいの間に，次のことをしたことがありますか。あてはまる答えに

○をつけて下さい。

1. 学校の授業をさぼった - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3. 時々ある 2. 1－2度ある 1. ない

2. 友達とゲームセンターで遊んだ - - - - - - - - - - 3. 時々ある 2. 1－2度ある 1. ない

3. ポルノ雑誌やアダルトビデオを見た - - - - - - 3. 時々ある 2. 1－2度ある 1. ない

4. インターネットでアダルト番組を見た - - - - 3. 時々ある 2. 1－2度ある 1. ない

5. タバコを吸った - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3. 時々ある 2. 1－2度ある 1. ない

6. 友達と酒を飲んだ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3. 時々ある 2. 1－2度ある 1. ない

7. けんかをして，人をひどくなぐった - - - - - - 3. 時々ある 2. 1－2度ある 1. ない

8. ファッションや護身用にナイフを持ち歩く- - - 3. 時々ある 2. 1－2度ある 1. ない

9. 道においてある他人の自転車やオートバイ

を乗りまわした - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3. 時々ある 2. 1－2度ある 1. ない

10. 店の品物を金を払わずに持ってきた - - - - - - 3. 時々ある 2. 1－2度ある 1. ない

F あなたはこの1年間ぐらいの間に，次のことをされたことがありますか。あてはまる答え

に○をつけて下さい。

1. 街の中でおどかされて，金や物をとられた - - 3. 時々ある 2. 1－2度ある 1. ない

2. 学校でいじめにあった - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3. 時々ある 2. 1－2度ある 1. ない

3. 電車や人混みで，痴
ち

漢
かん

の被害にあった - - - - 3. 時々ある 2. 1－2度ある 1. ない

G あなたの家や住んでいる地域で，次のことがらに，不安がありますか，不安がないですか。

あてはまるところに○をつけて下さい。
非常に やや 不安
不安 不安 なし

1. 自分の家が泥棒
どろぼう

の被害にあう  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3. 2. 1.

2. 自分の住んでいる地域を，夜一人で歩くと被害にあう - - - - - - - 3. 2. 1.

3. 住んでいる地域で，たかり，おどし，暴力の被害にあう - - - - - - 3. 2. 1.

4. 自分の学校で，たかり，おどし，いじめのの被害にあう - - - - - - 3. 2. 1.

5. 押し売り，いんちき商品を売り付けられる  - - - - - - - - - - - - - - - 3. 2. 1.

6. 家の人や自分が交通事故にあう  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3. 2. 1.

7. 住んでいる地域に変質者・浮浪者がうろつく  - - - - - - - - - - - - - 3. 2. 1.

8. 住んでいる地域に空気の汚れや騒音など公害が発生する  - - - 3. 2. 1.
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K あなたが自分の人生についてどう感じ，考えていますか。以下の項目について，あてはま

るところの番号に○をつけて下さい。ただし，ここでいう“人生”とは，これまでの人生だけ

ではなく，現在およびこれからの人生も含むものとして答えて下さい。

1. 私の人生は，すばらしい状態である。- - - - - - - - - - - 7 － 6 － 5 － 4 － 3 － 2 － 1

2. できるなら，自分の人生を

誰かの人生と取りかえたい。- - - - - - - - - - - - - - - - - 7 － 6 － 5 － 4 － 3 － 2 － 1

3. この先，人生に不満を持つようなことは

きっとないだろう。- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 － 6 － 5 － 4 － 3 － 2 － 1

4. 私は，私の人生に満足している。- - - - - - - - - - - - - - - 7 － 6 － 5 － 4 － 3 － 2 － 1

5. 人生をもう一度やりなおせたとしても，

変えたいことはほとんどない。- - - - - - - - - - - - - - - 7 － 6 － 5 － 4 － 3 － 2 － 1

6. これまでの人生での失敗は，

結局自分のためになってきた。- - - - - - - - - - - - - - - 7 － 6 － 5 － 4 － 3 － 2 － 1

7. 私の人生は，苦痛に満ちている。- - - - - - - - - - - - - - - 7 － 6 － 5 － 4 － 3 － 2 － 1

8. 私はこれまでの人生の中で，こうしたいと

思った重要なことはなしとげてきた。- - - - - - - - - 7 － 6 － 5 － 4 － 3 － 2 － 1

9. 生まれてきたことに感謝している。- - - - - - - - - - - - - 7 － 6 － 5 － 4 － 3 － 2 － 1

10. だいたいにおいて，私の人生は理想に近い。- - - - - - 7 － 6 － 5 － 4 － 3 － 2 － 1

11. 今までしてきたことが，

これからの人生によい影響を及ぼすだろう。- - - 7 － 6 － 5 － 4 － 3 － 2 － 1

12. 私は大きな期待をもって，

これからの人生を楽しみにしている。- - - - - - - - - 7 － 6 － 5 － 4 － 3 － 2 － 1

全
く
そ
う
で
は
な
い

あ
ま
り
そ
う
で
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な
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ど
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ど
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Two-year-old children’s communications with 
their fathers and the developments of their 

social skills: the longitudinal study

SHINTANI,  Kazuyo

Abstract

I investigated the effect of child-father and child-mother interactions on a child’s social behavior of

the next year. When child’s 2 or 3 years old, child’s spontaneous-passive behaviors and parent’s

intervened-interactive-passive and positive-moderate-negative behaviors were investigated during

play sessions. And next year, child’s spontaneous-interactive-passive behaviors in the peer session

were investigated. It was found that child expressed more frequently positive reactions to father’s

behaviors than mother’s, and spontaneous behaviors toward mother than father. Moreover,

father’s settled behaviors during the play session were related to child’s spontaneous behaviors

during the peer session of the next year, whereas mother’s every behaviors were not.

Introduction

According to the researches done about parents-infant interactions, mothers frequently had

pretend-plays with their children, whereas fathers frequently had physical plays.  Another

research demonstrated that parents’ talking to their children about their feelings and their talking

that explained the internal conditions of the children, facilitated children taking the viewpoint of

the others ( Sonoda & Shintani 1998 ).  In Japan, fathers have few times to communicate with

their children (2 hours on weekdays), but some researches reported that if children were warmly

reared by fathers, mother-child relationships are stabilized, and after growing up, the children

could play wholesome roles as “parent”(Shintani, 1998 et. al). From the above previous studies, it

is considered that fathers and mothers differently interact with their children, and the children

who positively communicate with fathers and mothers can actively do the social interactions

afterwards.  This study was an investigation to examine whether the relationship between parent-

child interactions and the developments of children’s social behaviors exists, even in the

beginning of the childhood. 
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MMeetthhoodd

Subjects 

10 infants (male 5 : Female 5) and their fathers and mothers received the home-visit

investigations, when the children were 2 or 3 years old and the next year, totally twice.  The

average age of children in the first investigations was 36.2 months (between 32-45 months) and

the average age in the second investigation was 53.6 months (between 49-58 months). In the first

investigations, the average age of fathers was 34 years old (between 29-39 years old), and the

mothers’ one was 31.9 years old (between 27-34 years old). Fathers were all office workers except

for one case, and mothers were all housemakers. The average time which office workers’ fathers

spent with their children on weekdays, was 1.2 hours (between 0.5-2.5 hours), which was almost

the same as the representative of Japanese fathers.  Fathers said that they spent all times with

their children on weekends.  And, in the second investigation, all the children entered the

kindergartens (1 child entered a day care center). This investigation period was July 1995 ～ July

1997.  (Table 1)
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Table1　Facesheet of Subjects Table1　Facesheet of Subjects Table1:　Facesheet of subjects Table1:　Facesheet of subjects Table1:　Facesheet of subjects 

First year Second year

first：6　second：3　third：1Child's birth order

sex of friend

child's age
(month)

father's age
(years)

mother's age
(years)

friend's age
(month)

same:different

meanmeanmeanmean
maximum
minimum

meanmeanmeanmean
maximum
minimum

meanmeanmeanmean
maximum
minimum

meanmeanmeanmean
maximum
minimum

36.236.2
45
32

3434
39
29

31.931.9
34
27

8：2

53.653.6
58
49

―�―�―�―�
―�
―�

―�―�―�―�
―�
―�

54.054.0
61
49



Procedure

In the first year’s investigation, the scenes in which children played with fathers or mothers were

respectively recorded on video camera. And in the next year’s investigation, the scene in which

the children played with their friends was recorded. And, both investigations were carried out in

their living rooms for 15 minutes for each scene.  Observers brought toys suitable for the age of

the children, with which children could do their imagination, and parents didn’t have to

necessarily help them play during observations. In the first year’s investigation of father-child and

mother-child plays, a colorful set of clays and its instruments were used, and in the next year’s

investigation of children’s plays with their friends, Lego-blocks according to the age of children

were used. Observers previously told parents that there was no specific theme to the observation,

and asked them to play with their children naturally like their ordinary times. 

Analyzing

5 minutes after the observation started was adopted for analyzing, and all the speeches and

actions that children and parents did to others were categorized as follows. The speeches and

behaviors that children made toward their parents or friends were classified into three categories.

“Spontaneous approach” means that they voluntarily presented their ideas or asked something to

their partner, “positive response” means that they positively replied to their partner’s ideas or

talking, and “passive response” means that they replied to the partner’s idea passively or without

progress. And children’s monologues through the observations were regarded as indirect

approaches to their partner, and were adopted for analyzing. The parents’ speeches and behaviors

toward their children were classified according to the contents and the moods.  The contents of

parents’ interactions consist of three categories. “Intervened approach” means that parents

intervened into the actions of their children or intended to manipulate them, “interactive

approach” means that parents concretely offered their opinions after that their children

approached them or took attitudes that they were interested in them, and “passive approach”

means that parents responded to their children’s actions but there was no progress. And the

moods of parents’ interactions with their children also consist of three categories. “Positive

approach” means their interactions with their high pitched voice or with their much interests,

“the moderate approach” means their interactions with their medium pitched voice or with their

slow behaviors, and “negative approach” means their interactions with their strong and deep voice

or with their behaviors that quickly restricted their children. Each speech and behavior made by

parents and children, even if they were done simultaneously and in equal purposes and contents,

were regarded as having different meanings and then were counted separately. The proportion of

all the categories for analyzing was calculated. (Table 2 & Figure1)

SHINTANI: The relations of fathers and two years old children’s communications and children’ social developments
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Table2　Examples of CategoriesTable2　Examples of CategoriesTable2　Examples of CategoriesTable2　Examples of Categories

Child's speeches and behaviors (father-child session; mother-child session; peer session)

spontanious  approach
laughing and saying 'Is this interesting, isnt it?" at first turn  (double count)laughing and saying 'Is this interesting, isnt it?" at first turn  (double count)laughing and saying 'Is this interesting, isnt it?" at first turn  (double count)laughing and saying 'Is this interesting, isnt it?" at first turn  (double count)
offering the block at the first turnoffering the block at the first turnoffering the block at the first turnoffering the block at the first turn

positive response
friend: could you lend me this knife?
child: (with offering)(with offering) Here you are. Here you are.  (double count)    ( or saying "No")

passive response
friend: Is it a zoo?
child: yes.( and it finished. ) yes.( and it finished. ) yes.( and it finished. ) yes.( and it finished. )
 receiving the toy that friend offer (and there is no progress)

monolouge (or singing a song)
           (count each phrase)

parent' speeches and behaviors (father-child session; mother-child session)
The contents

intervene approach
(stopping or intervening child's play) 
  "Use this clay."  "Use this clay."  "Use this clay."  "Use this clay."
  "No."  "No."  "No."  "No."
  "Hey, do what I suggested."  "Hey, do what I suggested."  "Hey, do what I suggested."  "Hey, do what I suggested."

passive approach
(without listening carefully what child said )
  child:  can I use this?
  parent: yes…� yes…� yes…� yes…�
  receiving what child offer  receiving what child offer  receiving what child offer  receiving what child offer
  doing what child ask them to make  doing what child ask them to make

interactive approach
(trying to share the theme with child)
  "would you like to use this one?"  "would you like to use this one?"  "would you like to use this one?"  "would you like to use this one?"
  "Shall we make a plane with this clay?"  "Shall we make a plane with this clay?"  "Shall we make a plane with this clay?"  "Shall we make a plane with this clay?"
  "It is funny, isn't it?'  "It is funny, isn't it?'  "It is funny, isn't it?'  "It is funny, isn't it?'
  "Hey, do you know how to use this?"  "Hey, do you know how to use this?"  "Hey, do you know how to use this?"  "Hey, do you know how to use this?"

The moods
positive talking with high-pitched voice, behaving very positively
moderate talking with settled  or self-controlled voice or behaving moderately
negative talking with deep-pitched voice, restricting child immediately



Results

The differences of fathers-children interactions and mothers-children interactions:

In order to examine the differences between father-child interaction and mother-child

interaction, the children’s speeches and behaviors toward fathers or mothers and the children’s

monologues in the conversation with their parents in the first year’s observation were compared.

As the result, no significant difference could be seen between the total frequencies of children’s

approaches toward fathers or mothers. But it was found that children did “the spontaneous

approach” more frequently in the mother-child interactions than in the father-child interactions 

(t = -2.07, df =8, p<. 05), and children’s “positive responses” were seen more frequently in the

father-child interaction than in the mother-child interactions, though by a small margin (t =1.35, df

=8, p<. 10).  With regards to children’s “passive responses” and monologues, there was no

difference of father-child and mother-child interactions. And about the difference of father’s and

mother’s speeches and behaviors toward children in the first year’s observation, it was found that

totally mothers made more approaches toward children than fathers (t = -2.09, df =8, p<.05 ).

Then, there was no significant difference when the contents of fathers and mothers interactions

toward children were analyzed. But when analyzing the moods of parents’ interactions, it was

revealed that fathers showed “the negative approach” toward their children more frequently than

mothers, though by a small margin (t =1.61, df =8, p<.10). And when the correlation between

children’s interactions and parents’ interactions in the first year’s investigation were analyzed,
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positive approach moderate approach negative approach

intervene approach

passive approach

interactive approach

monolouge

et. al.

Figure1　Categories of Parent's Speeches and Behaviors

The Moods

The Contents parent's
speeches and
behaviors to child



there was no significant correlation of all combinations of variables. (Table 3 & Table 4)
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Table3Table3　Comparison of Father-child and Mother-child SessionComparison of Father-child and Mother-child Session

father-child
session

mother-child
session ｔ�

childchildchildchild total of interacitons to parents

spontanious approach *
positive response +
passive response

monolougue

parentparentparentparent total of interactions to child *

intervene
passive

interactive

positive
moderate
negative

47.75

0.38
0.30
0.32

0.32

80.40

0.29
0.16
0.54

0.27
0.69
0.04

53.00

0.49
0.23
0.28

0.28

96.10

0.26
0.15
0.60

0.22
0.78
0.01

-0.84

-2.07
1.35
0.92

0.76

-2.09

0.45
0.29
-0.63

0.60
-1.14
1.61 +

* ｐ＜.05
 + ｐ＜.10

The Contents

The Moods

Table4　Correlations between Parent's Interaction to Child
  and Child's Interaction to Parents

Child's interactions to father or mother Monolouge

total spontanious
approach

positive
response

passive
approach

total of interactions to childFather

Mother total of interactions to child

intervene
passive

interactive

positive
moderate
negative

intervene
passive

interactive

positive
moderate
negative

0.55
0.36
-0.48
-0.15

-0.06
-0.10
0.52

-0.04
-0.46
0.49
0.06

-0.06
0.11
-0.39

-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

-0.10
-0.13
0.35
-0.03

-0.31
0.41
-0.35

0.05
-0.50
0.25
0.33

0.00
0.02
-0.29

-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

0.10
0.10
-0.38
0.07

0.19
-0.28
0.30

-0.37
-0.02
0.27
-0.22

0.25
-0.13
-0.35

-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

0.01
0.04
0.04
-0.06

0.16
-0.17
0.07

0.26
0.51
-0.47
-0.14

-0.22
0.09
0.58

-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

-0.29
-0.43
0.24
0.32

-0.31
0.38
-0.26

0.11
-0.21
-0.09
0.30

-0.31
0.35
-0.03

-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

  - … N.S.

The Contents

The Moods

The Contents

The Moods



Correlations between the parents’ interactions toward their children of the first year and the

children’s interactions toward their friends of the next year:

There was the significant positive correlation between the total frequency of fathers’ interactions

toward their children and the children’s monologues in the next year’s peer session（ｒ=．72，

ｐ＜．05) . Besides, there was some significant relevance between the moods of fathers’

interactions of the first year and the children’s interactions in the next year’s peer session, though

no significant relevance could be seen about the contents of fathers’ interactions.  Children whose

fathers more frequently took the “positive approach”, for example, talking in high pitched voice or

behaving actively toward their children, made less “spontaneous approaches” to their friends in

the next year, for example, offering their own ideas (r =-.68, p<.05).  And children whose fathers

more frequently took the “moderate approach” toward them, for example, talking or behaving

calmly, made more “spontaneous approaches” to their friends and fewer responded positively to

the approach of their friends in the next year (R =.71, p<.05) (r =-.72, p<.05).  On the other hand,

with relation to the mothers’ interactions to their children, no significant correlation between the

mother-child interactions in the first year and the child-friend interactions of the next year had be

seen. (Table 5)
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Table5　Correlations between Parent's Interaction to Child
  and Child's Interaction to Friend of the Next Year

Child's interactions to friends monolougemonolougemonolougemonolouge

total spontanious
approach

positive
response

passive
approach

Father total of interactions to child

Mother total of interactions to child

intervene
passive

interactive

positive
moderate
negative

intervene
passive

interactive

positive
moderate
negative

0.56
0.29
-0.13
-0.23

0.12
-0.20
0.26

0.45
-0.23
0.13
0.14

-0.04
0.09
-0.05

-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

-0.05
0.10
0.08
-0.14

-0.68
0.71
-0.21

0.05
0.15
-0.17
-0.01

-0.39
0.37
-0.09

-
-
-
-

*
*
-

-
-
-
-

-
-
-

0.12
0.08
0.17
-0.15

0.60
-0.72
0.52

0.05
0.05
0.30
-0.32

0.61
-0.56
0.02

-
-
-
-

-
*
-

-
-
-
-

-
-
-

-0.07
-0.28
-0.37
0.45

0.32
-0.21
-0.37

-0.15
-0.32
-0.13
0.46

-0.18
0.14
0.12

-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

0.72
-0.30
-0.34
0.46

-0.16
0.20
-0.07

0.00
0.13
-0.34
0.15

-0.54
0.62
-0.05

*
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

* … ｐ�＜.05
 - … N.S.
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The Moods

The Contents

The Moods



Discussions:

Mothers interacted with their children more than fathers, and fathers more frequently express

negative emotions to their children than mothers. As to total frequencies that children interacted

to parents, there was no significant difference between fathers and mothers, but as to contents,

children more frequently presented their spontaneous ideas to their mothers than fathers and

more frequently returned positive replies along the topics shared with fathers than mothers. From

these results, as previous researches have shown, for the developments of children’s “self” like

expressing their thoughts to others, mothers are considered to take important roles, and for the

developments of children’s “sociality” like building relationship with the others, fathers are

considered to take important roles.  

Moreover, there were some significant relationships between parents’ interactions to their

children in the first year and the children’s interaction to their friends in the next year. As to

father-child interactions, when fathers interacted to their children more frequently, children

talked to themselves more frequently in the next year’s peer sessions. We have to further

examine the meaning of children’s monologues, but if they could be interpreted as indirect

interactions toward their friends, then the father-child interactions become a important factor

influencing the development of child social behavior. And when fathers talked to children with

their loud or high-pitched voice or behaved too much actively as if they were very interested in

their children’s behaviors, their children didn’t interact spontaneously toward their friends very

much in the next year, whereas when fathers talked or behaved calmly, their children interacted

to their peers more spontaneously in the next year. From these results, it seems that fathers’ too

much positive interactions to their children diminish the children’s spontaneous social behaviors,

and their self-controlled interactions to their children promote them. These findings about the

relationship between father-child interactions and the child’s social behaviors are very interesting

in considering that the mother-child interactions and the child’s social behaviors bear no

relations. In some researches, it is found that adult men’s voice didn’t attract child’s interests

more than adult women’s voice, but in adding more intonation and actions, they acquired child’s

interests ( Masataka,Nobuo 1995).  In the further research, sex differences of children and the

number of subjects must be considered. What’s more, it is necessary to measure the reliability of

variables in parent-child interactions, especially “moods” of parents’ interactions.
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1999年度　卒業論文題目一覧

学籍番号 氏名 卒業論文題目

96L601002 池田 奈々 文章出産過程におけるワープロ使用時と手書きの違い

96L601007 一條 悦子 学習におけるコンピュータ利用の功罪：絵本と絵本ソフト

96L601008 伊藤 麻理 “青少年の非行行為”に関する意識調査結果と現代の少年非行との関連

性に対する考察

96L601009 今津 孝文 非行少年の事例研究と現代型非行に関する卒業論文

96L601015 荻原 康子 少年非行の認識に及ぼすメディアの影響

96L601016 小倉 恭子 青年の自立と親子関係について：子どもは親に何を望むのか

96L601017 小澤 志津江 大学生におけるストレス対処とストレス反応（身体的気付き）について

96L601018 山元 紀子 発達に遅れのある幼児の遊びを通じての療育

96L601021 小清水 佑美 Change Blindness

96L601023 駒形 綾乃 大学生のストレスに対するソーシャルサポートの効果

96L601025 後藤 美幸 対人関係価値と個人的価値についての研究：KG－SIV・KG－SPVを通

して

96L601026 齋藤 大 漫画雑誌への接触およびその男女差

96L601027 西塔 基 青年後期における家族関係の全体像

96L601028 佐藤 千佳子 恋愛パターンと失恋の関係について

96L601029 佐藤 玲 幼児の男女混合グループにおける遊び：協同遊びの成功と失敗

96L601031 篠塚 一貴 コントロール可能性と予測可能性の効果の違いについて

96L601032 島田 純芳 良心に関する実証的研究

96L601034 城田 しおり 不要品，リサイクルに関する消費者意識：不要品はどの時点でゴミにな

るのか

96L601036 鈴木 美希 テスト不安が要求水準と達成行動に及ぼす影響

96L601037 世木 あづさ 被服の自己近接性と自己の諸側面

96L601038 関谷 奈津子 Change Blindness

96L601044 只野 里依 ワードプロセッサの使用が文章産出および推敲に与える影響

96L601045 田中 敬子 学級雰囲気及び生徒の学校生活に関する価値観と教師のリーダーシップ

の関係

96L601046 田中 真理子 聴覚障害児と健聴児の音声言語獲得の差異について（文献研究）

96L601050 鶴見 菜美子 大学生活での諸要因とスチューデント・アパシーとの関連性
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96L601051 中尾 義治 クラスにリーダー的存在がいれば，クラス運営はうまくいくのか

96L601052 中島 千都子 青年期の自己愛と友人との付きあい方，家族の雰囲気の関連について

96L601053 中谷 恵子 恋愛中のカップルの恋愛類型と満足度の関係

96L601055 楢原 秀雄 原因帰属と性格特性の関係に関する研究：原因帰属と自尊心と達成動機

と他者意識について

96L601056 箱守 義裕 性別や嗜好の違いによる金銭感覚の差と心理的財布について

96L601057 濱村 健太 メディアによる消費行動の操作

96L601058 原 淳 元型と集合的無意識：夢からのアプローチ

96L601059 藤井 宏美 Change Blindness

96L601060 古畑 啓介 自己志向的完全主義とライフイベントにおけるストレッサー効果が及ぼ

す抑うつ傾向の度合いについての縦断的研究

96L601061 古本 翠 カップルにおける恋愛タイプと満足度との関係

96L601063 増井 慎二 CM認知度及びCM好感度についての調査

96L601065 松原 洋子 青年期の抑うつ傾向と親子関係

96L601068 三浦 湖 幼少期の移行対象から青年期の慰める存在までの推移に関する調査

96L601069 三ツ石 貴史 サッカーと心理学

96L601070 南 陽介 ソーシャルサポートによるストレス緩和効果とそこに介在する自律性

96L601071 宮崎 晶史 社会と自然に関する素朴概念について

96L601073 望月 真吾 自閉症研究

96L601074 安島 千晶 あなたのウソ，バラします

96L601075 薮嵜 礼子 構音障害の事例研究

96L601077 横田 英一郎 中学校のクラスにおける非公式のリーダーがそのクラスに与える影響

96L601079 藤井 徹 男性の顔の手入れに関する調査

96L601081 野口 慶子 女性の美しさと美しさに関する消費行動について

96L602003 池田 麻子 中学校における教師のリーダーシップが，学級雰囲気と生徒の価値観に

およぼす影響

96L602004 石灰 梨詠 幼児の互いの会話におけるリーダーシップの有無やその特徴の年齢差・

男女差について

96L602005 板倉 祐介 中古販売に関する調査

96L602006 市岡 麻貴 テスト不安が要求水準と達成行動に及ぼす影響について

96L602008 伊藤 和紀 アダルトチルドレンについての文献研究：機能不全家放の問題と嗜癖に

ついて

96L602009 今津 智子 原因帰属とパーソナリティ：もしあなたに多くの友達がいるとしたらな

ぜですか
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96L602010 宇田川 裕美 目撃証言における事後情報の効果

96L602011 大井 敏 社内コミュニケーション・社内ネットワークに関する考察

96L602012 大木 裕史 教師タイプによって学級雰囲気・価値観は変わるか

96L602013 大矢 麻里 こころに歪みをもたらす条件と環境

96L602016 加藤 夕里 親子関係の健康性と問題性

96L602017 角島 智明 恐怖症の成立における準備性：GSR条件づけによる検証

96L602019 叶内 祥 大学生の環境に対する意識調査

96L602020 金山 逸斗 現在の中学生における親の養育態度が同年代の友人との関係に及ぼす影

響：親子関係診断尺度（EICA）を用いた分析

96L602021 神山 梓 デジタルフレンドなんて嘘でしょう：孤独感±友達→楽しきかな似た者は

96L602023 河分 大介 中学生のいじめ調査：中学生のいじめの現状と教師との関わりより探る

いじめの原因と解決法

96L602024 川乘 賀也 大学生の社会的スキル及びソーシャルサポートと抑うつとの関係

96L602025 菅野 恵 自発的な「遊ぶ」行動を生起させるための試み：選択場面を用いて

96L602026 木村 浩一 現代青年の対人関係における順位性

96L602027 黒澤 中 成人のイメージマップについて

96L602028 小玉 克也 大学生における完全主義と抑うつ傾向およびストレスとの関係

96L602035 佐藤 あやぎ テレビコマーシャルが与える消費者への効果

96L602038 柴田 真理 スチューデント・アパシーに関する研究

96L602039 柴田 美雪 目撃証言における事後情報の効果

96L602040 杉原 綾乃 幸福感と性格・個人特性の関係について

96L602042 瀬戸 菜穂子 大学生の行動・意欲・意識から見る自立心：生活形態別と親子関係の比較

96L602043 高橋 太郎 制御可能性と予測可能性の効果の検討：学習性無力感に関して

96L602044 武 千暁 きょうだい構成と性格の関係

96L602045 田中 治 大学生の職業未決定の研究：関連する諸要因の検討

96L602047 田原 一典 欺瞞と，欺瞞行為中に起伏する感伏する感情による行動の変化について

96L602048 伊達 恵美 ファン心理と自己の状態の関係

96L602050 千葉 博史 テレビにおける「笑い」の移り変わり

96L602051 中久木 麻美 女子高生の自己受容を規定する理想：現在のカリスマブームに照らし合

わせて

96L602052 中條 敦子 幸福の条件：幸福な人の特徴から考える

96L602053 中田 将司 マンガ喫茶における利用者のすごし方と雰囲気の関係

96L602056 野村 康行 学習性無力感における対処可能性と予測可能性の効果の検討：随伴性の

認知と行動的情緒的側面からのアプローチ
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96L602058 深澤 幸男 お茶の購買について

96L602061 細井 志乃 健康な自己愛と病的な自己愛について

96L602062 曲渕 和沙 学校行事と学力テストの達成場面における原因帰属パターンの比較

96L602063 松尾 美佳 ニアウォーターに関する商品研究と消費者意識及び利用実態レポート

96L602064 松澤 志生美 幼児期における誤概念の形成とその発達についての研究

96L602065 松本 徹 オリコンチャートに見る音楽の流行と歴史

96L602066 三浦 由紀子 友人に対する自己開示と自尊感情・孤独感の関連性

96L602067 村尾 鮎子 コントロール可能性と予測可能性の効果の違いについて

96L602069 安井 彩子 目撃証言における事後情報の効果

96L602071 米澤 瞳 老年期における様々な変化と適応

96L602072 渡辺 敦子 Leeの恋愛型とそれによる大学生の恋愛観

96L602075 渡辺 順一 恋愛：浮気について

96L602076 酒井 晴子 在宅者と施設入所者における高齢者の生きがいについて

96L602077 竹中 真紀 高齢者の生きがいについての調査

96L602078 深澤 裕紀子 高齢者の生きがいについて

96L603002 石井 真紀子 大学生の目標意識と無気力傾向に関する研究

96L603003 石田 留美 抑うつ傾向および感情の違いにおける色彩の選択性：寒色と暖色の世界

96L603005 稲垣 知恵子 音楽療法の理論と実際

96L603006 井上 美沙子 大学生のコンピュータ不安についての短期縦断的調査：コンピュータ不

安の変化と関連要因の分析

96L603007 植田 哲平 CMに関する調査

96L603008 瓜生 守史 幼児の仲間4人との共同遊びとその終結について

96L603009 大石 剛平 TVゲームという商品の魅力と消費についての考察

96L603011 大澤 誠之 大学生の対人行為とストレス対処法

96L603013 大塚 史明 子供の模倣行動や同調行動のもつ意味

96L603014 小川 貴啓 家庭と非行

96L603015 河西 直樹 大学生の友人関係におけるソーシャルサポート，社会的スキル抑うつの

関係について

96L603016 金子 文子 現代女性にとってのBOY’S LOVEとその作品群の傾向について

96L603017 亀岡 心悟 運の統制感について：「運に関する統制感」の信念を持つ人の特性と意

思決定への影響

96L603021 北岡 博樹 大学生における自己像が与える抑うつへの影響

96L603025 熊澤 涼子 不登校や引きこもりの若者に対する組織の可能性：「だめ連」について

の事例的研究から
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96L603027 小堀 悠子 大学生の友人関係におけるソーシャルサポートと社会的スキルと抑うつ

の関係

96L603028 小森 花恵 日本におけるフリーマーケットの状況と消費者行動

96L603030 桜井 啓子 文化と感情

96L603031 澤口 義行 青少年の非行行為に関する意識調査

96L603034 清水 真 学生の恋愛観・浮気観について

96L603036 鈴木 亜希子 Change Blindness

96L603037 鈴木 香織 青少年の喫煙に対するイメージ調査

96L603038 住谷 大輔 被服行動における心理的効果

96L603039 関口 泰秀 異性からもてる人，もてない人：両者の差とデートスキルの検討

96L603041 高橋 一晃 運に関する意識とリスクテイキング

96L603042 高間 圭一朗 TVCMに対する意識と消費行動へのつながり

96L603044 田所 千賀子 発達の遅れのある幼児との遊びを通じての療育

96L603045 田中 寿枝 抑うつ傾向および感情の違いにおける色彩の選択性：寒色・暖色の効果

96L603046 棚原 圭 嘘の手がかり

96L603047 田村 準 運に関する意識調査

96L603049 出井 彩子 現代の青年の恋愛観の見解

96L603050 内藤 絵美 血液型による差別はあるのか

96L603051 中村 剛之 人はなぜ悪いといわれていることをしてしまうのか

96L603054 平子 綾子 児童期における母親の養育態度と，青年期までの性格的不安傾向との関係

96L603055 増田 智也 心身症：アダルトチルドレンに関する研究

96L603057 松原 未央 気持ち重視の日本社会：人間関係と道徳的しつけを困難にする要因とは

96L603058 松本 由江 青年期における性役割観と青年期女性の新たなる葛藤について

96L603059 丸茂 久美子 みんなが好きな人わたしが好きな人

96L603060 御園 太郎 青年のムカツキ調査

96L603061 宮澤 絵理子 子どもの非行と家族関係の問題

96L603064 村中 静 価値葛藤に関する調査

96L603065 森田 寿張 現代における元型論の正当性

96L603066 森部 理美 折り込む広告を見る上での視線の動き

96L603067 八木 伸泰 権威の認識に関する服従の心理の発展と課題

96L603068 柳澤 ちひろ 大学生にとって大学とはどういうところか

96L603069 山木 康平 言語材料課題・非言語材料課題における大脳半球機能差

96L603071 由比 義明 ギャンブルをし続けてしまう理由

96L603073 吉田 実穂 人はみかけによるか：服装が自己意識に及ぼす影響
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96L603074 吉永 賀映子 言語発達遅滞児における周囲の大人たちの在り方

96L603076 比企 良江 幼児の遊びのタイプと発話の内容との関連性について

95L601031 竹内　元宏 国際意識と行動について

95L601048 星　詠史郎 西暦2000年問題対策についての研究

95L601055 武田　晶子 0ヶ月から10ヶ月の育児における危機管理と乳児と母親の関係の推移の関

連について

95L602018 小松崎　涼太 サブリミナル

95L602030 高野　和貴 広告効果研究：どのようなテレビコマーシャルが視聴者に良いイメージを

与えるか

95L602048 本間　達弘 暴力に対する意識調査

94L602033 田中　啓子 ステューデントアパシーの心の動き

94L604006 王　瑞麟 手書きとコンピュータの質の違い
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2000年度　卒業論文題目一覧

学籍番号 氏名 卒業論文題目

97L601003 石毛　孝一 ブランドの影響力の研究

97L601004 太田　恭央 親子関係：人格の形成に与える親の影響

97L601008 長田　香苗 色彩と心理

97L601009 小野　詩麻子 漢字が持つ印象と位置効果について：Change Blindnessにおける漢字の

快・不快の主観的評定

97L601010 甲斐　康弘 楽観的思考と悲観的思考について

97L601015 鬼頭　蘭 自己評価のズレとアイデンティティー交渉の関係及び他者からの理解認

知への自尊心の影響と方略の検討

97L601016 久保田　泰右 きょうだいの有無による人格形成についての研究

97L601020 米谷　陽一 宣伝効果について

97L601022 酒井　孝祥 幼児の遊び場面における「仲間はずれ」の事例研究

97L601024 佐々木　恵 正義と悪という概念について

97L601025 佐藤　拓也 遺伝と環境：発達段階においての影響

97L601026 佐藤　時子 自己のパーソナリティと友人関係についての研究

97L601028 沢登　一義 テニスの試合におけるショットの分析調査

97L601029 財津　亘 目撃証言における信憑性について：質問方法の違いや検索時期の違いに

よる記憶への影響

97L601030 重久　雅志 対人関係と精神的健康

97L601032 武島　智美 味覚嫌悪学習の研究について

97L601033 筒井　啓太 正義と云う概念

97L601035 中島　正登 記憶術　場所法

97L601038 長又　紀子 リハビリケアセンターでのフィールドワークから：痴呆性老人を通して

97L601040 根岸　久美子 葬儀業者のパーソナリティと感情労働：フィールドワークによるアプローチ

97L601041 根岸　徳仁 小学生・中学生の学習する理由，学習しない理由

97L601042 野田　洋介 アサヒスーパードライを題材とした消費者の購買意識調査

97L601043 原田　直大 随伴性契約を用いた喫煙行動の弱化

97L601044 廣瀬　紗弥佳 歌詞の想起における手掛りの効果

97L601046 福島　寛人 反応増強説と最適化説の比較及び妥当性の検証

97L601048 本田　義尚 ヒトにおける行動の変動性の分析
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97L601050 松浦　万希 小学生時代の遊びと自我同一性地位との関連

97L601051 松澤　義文 現代の少年非行の実態とその親子関係

97L601052 丸谷　洋史 言語表現によって対人認知に与える影響

97L601054 三上　圭子 免疫系の古典的条件付けに関する研究

97L601055 吉川　英明 課題成績の比較による人間の思考構造の検証

97L601056 渡辺　菜央 間違い探しゲームによるChange blindnessの実験

97L602002 秋久保　尚 「孤独」の捉え方と抑うつ的気分の感じ方の関係

97L602003 飯田　恵里 缶コーヒーのテレビCMにおける認識と効果

97L602005 岩澤　巳晴 青年の恋愛観について

97L602006 植村　晃子 緑茶のパッケージデザイン研究

97L602007 江口　慶 CM研究

97L602008 岡本　昌子 自己注目の対人不安への影響：自己注目操作が及ぼす一人称代名詞の選択

97L602009 小川　肇 いじめの構造：日本におけるいじめと世界のいじめの比較

97L602015 河上　徹也 性格を形成する要因について

97L602016 菊池　隆介 親の養育態度が子どもの性格特性に及ぼす影響

97L602018 木戸　真紀子 炭酸飲料のパッケージデザインのイメージ調査について

97L602020 神津　高志 刺激による人のイメージの力への影響について

97L602022 小林　崇 若者の自殺について：「完全自殺マニュアル」にウェルテル効果がみら

れたか

97L602023 小林　悠子 過食症と自分探し

97L602024 近藤　聖一 絵画の記憶と判断に及ぼす聴取音楽による誘導気分の影響

97L602025 佐久間　健 青少年における攻撃性と喫煙に関する調査研究：暴力と薬物

97L602028 十文字　栄子 日常生活からももみた子ども達の無気力：児童期・青少年期の無気力傾

向とその関連要因に関する研究から

97L602029 菅原　大二 飲酒場面での喫煙回数の変化

97L602033 高橋　亜寿花 性アイデンティティ尺度としての IATの可能性：従来の性アイデンティティ

尺度はもう古い？

97L602034 高橋　洋 喫煙者意識調査

97L602036 谷口　和也 曲目識別についての調査

97L602038 筒井　菜未 長い視線と，短い視線

97L602039 徳永　司 音楽が与える心理的影響

97L602041 仲田　和恵 個々人の性格特性は親友への役割行動期待に対しどのように影響するか

97L602042 南雲　剛 数学学習におけるATIの存在の検証

97L602043 原　康修 カテゴリー・アクセスビリティ効果について
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97L602044 本濃　研太 『コカコーラ』と『ペプシコーラ』の研究

97L602048 三木　和浩 移動情報機器に見られる若者のコミュニケーション観

97L602049 皆川　拓 自己呈示とストレスとの関係

97L602051 森　文美 対人不安と自己注目の関係：自己注目操作の影響による一人称代名詞の

増加

97L602054 山田　篤史 二重話題（dual task）条件下での注意容量の配分について：フリッカー・

パラダイムを用いた実験と考察

97L602055 山中　雄介 健康情報の読み方

97L603002 飯塚　宗則 女性の喫煙率の推移の原因とその考察

97L603003 井口　茜 保護者がもつ公共の場についての状況定義が子供の叱り行動に与える影

響：病院待合室，電車内での叱り事例から

97L603004 板橋　美和 いじめの要因・背景と解決策：様々な観点から

97L603005 市川　健志 自動車と環境について

97L603008 伊藤　由梨 幼児をおけいこごとに通わせるかについての考察

97L603013 金井　正宏 感情が記憶に及ぼす影響

97L603015 久保　明日香 インターネット中毒：情報化に潜む落とし穴

97L603016 久保　隆一郎 昼休み開放時における「『心の教室』の実際」：生徒の自主性が反映され

る空間として

97L603020 齊藤　理恵 クラインの反応競合理論：ストループ効果の発生のメカニズムについて

97L603023 杉本　千春 なぜタバコを吸うのか？：喫煙者と非喫煙者の喫煙についてのイメージ

の持ち方

97L603025 多嘉良　知式 感情に対する記憶の関連性の研究：気分一致性効果について

97L603026 瀧澤　洋一 中学3年生の不安と彼らへの親の接し方

97L603027 竹ノ内　裕美 行動療法における古典的条件づけ技法の研究

97L603029 戸沢　英理子 歌詞の想起における手掛かりの効果

97L603031 内藤　豊 恐怖症の成立における生物学的準備性と認知的要因

97L603033 中村　清展 認知心理学における感情と記憶の研究：気分一致性効果について

97L603034 永島　佳美 子どもの自尊心の形成と親の養育態度との関連について

97L603035 並木　悠介 Change Blindness

97L603037 野口　広子 登校拒否の実態：フィールドワークを通して

97L603038 野呂　岳之 アンケートを用いた言語条件づけ

97L603041 長谷川　浩司 自尊心高低とセルフ・ハンディキャッピング傾向

97L603043 深沢　綾美 ヒトのスケジュールパフォーマンスにおける個人差：DRLの混合スケジ

ュールを用いた場合
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97L603044 深山　花恵 ミューラー・リヤーの錯視図形による錯視の検討とその知覚的意味への

考察

97L603047 船坂　玲織奈 嘘・欺瞞

97L603048 松岡　さやか 女性の喫煙率の推移についての調査

97L603049 松崎　美沙都 ヒトのスケジュールパフォーマンスにおける個人差：DRLの場合

97L603050 松永　邦憲 家庭内窃盗場面についての調査研究：実態調査及び非行・犯罪行為との

関連

97L603052 矢作　知三 都内某大学病院の精神科外来における医療カウンセリングの傾向と実体

97L603053 山口　大輔 精神障害者の日常生活を考える：ある精神病院の人間関係と私たちの日

常の人間関係を比較して考える

96L601067 丸田　繁範 近年の少年犯罪：凶悪化・粗暴化する少年たち

96L602054 中山　裕子 結婚式のイメージと性の関係：結婚意識調査

96L602073 渡邉　一成 尊厳死と安楽死

96L603072 吉崎　祐輔 大学生における身近な相手に対する日常的な自己開示について

96L603075 若杉　洋輔 官能調査における記号効果についての考察

95L602007 石坂　猛志 東京都と都市空間について

95L602034 高柳　正人 英傑的心理と英傑的決断
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スタッフ紹介（2001年3月現在）

深田　芳郎（ふかだ　よしろう）教授（学科長）

東京大学大学院人文科学研究科心理学専攻博士課程修了（医学博士）

専門領域：知覚心理学，神経生理学

麦島　文夫（むぎしま　ふみお）教授

東京大学大学院人文科学研究科心理学専攻博士課程修了（文学博士）

専門領域：犯罪心理学，認知心理学，発達心理学

加留部　清（かるべ　きよし）教授

東京大学大学院人文科学研究科心理学専攻博士課程修了

専門領域：社会心理学，産業心理学

佐藤　方哉（さとう　まさや）教授

慶應義塾大学大学院社会学研究科心理学専攻博士課程修了（文学博士）

専門領域：行動分析学

内沼　幸雄（うちぬま　ゆきお）教授

東京大学医学部卒業（医学博士）

専門領域：精神医学

春日　喬（かすが　たかし）教授

東京大学大学院教育学研究科教育心理学専攻博士課程修了

専門領域：臨床心理学，コミュニケーションの病理

篠原　彰一（しのはら　しょういち）教授

東京大学大学院人文科学研究科心理学専攻博士課程修了

専門領域：学習心理学

藤崎　春代（ふじさき　はるよ）助教授

東京大学大学院教育学研究科教育心理学専攻博士課程修了（教育学博士）

専門領域：発達心理学，教育（保育）心理学，

幼児のコミュニケーション行動の発達
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永瀬　英司（ながせ　えいじ）助教授

東京大学大学院人文科学研究科心理学専攻博士課程修了

専門領域：学習心理学

馬場　久志（ばば　ひさし）助教授

東京大学大学院教育学研究科教育心理学専攻博士課程修了

専門領域：教育心理学

能智　正博（のうち　まさひろ）講師

Syracuse大学大学院博士課程修了（Ph.D.）

専門領域：リハビリテーション・カウンセリング，質的方法

伊藤　忠弘（いとう　ただひろ）講師

東京大学大学院教育学研究科教育心理学専攻博士課程修了

専門領域：対人行動，動機づけ

角野　善司（すみの　ぜんじ）助手

東京大学大学院教育学研究科総合教育科学専攻教育心理学コース博士後期課程修了

専門領域：発達心理学，人格心理学

相良　陽一郎（さがら　よういちろう）助手

学習院大学人文科学研究科心理学専攻博士後期課程修了

専門領域：認知心理学，記憶

新谷　和代（しんたにかずよ）助手

お茶の水女子大学大学院家政学研究科児童学専攻修士課程修了

専門領域：発達家族心理学
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