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The purpose of this studyis toinvestigate gender and schoo11eveldi鮎rencesin terms of  

dispositionalforglVeneSSin a sample ofl，996junior and seniorhighschooIstudents．The results of  

a two－factor analysis ofvarianceindicate the followlng pOints．In terms offorglVeneSS Of others an  

interaction was observed，Where scores for males were higher for senior high schooIstudents  

COmpared to junior highstudents，andwithin senior highschooIstudents，SCOreS for females were  

higher than the male scores．In terms of negative self forglVeneSS，male scores were higher than  

female scores，andthe scores forJunior highschooIstudents were higher than for senior high  

SChooIstudents．In terms of positive self forglVeneSS，a gender diHerence was observed，Where  

female scores were higher than the male scores．These丘ndings suggest that there are gender and  

SChoolleveldi蝕rencesin terms ofdispositionalfbrgユVeneSS．  

Key words：dispositionalforgiveness，gender di鮎rences，SChoo11eveldi鮎rences，junior and senior  

highschooIstudents  

問題と目的  

人は誰しも必然的に，侵害・被害を経験する。そ  

の侵害・被害に反応する代表的な方略は，その対象  

への回避と報復である。これらの反応は正常で一般  

的であるが，蓄積されるとネガティプな結果をもた  

らす。そのようなネガティブな結果の助長を防止す  

るための方略の1つとして，精神的健康の促進の観  

点から，b瑠iveness”の概念が注目され，諸外国に  

おいて多くの研究が行われている（McCullough，  

2001）。   

わが国では．石川・濱口（2007）が，fo瑠iveness  

をゆるし傾向性として捉え，「知覚された被害・侵  

害によって生じた反応を，ネガティプなものからポ  

ジティブ，ニュートラルなものに意識的に変化させ  

ようとする認知的傾向」と定義し，中学生・高校生  

を対象にゆるし傾向性を測定する自己報告式の尺度  

の作成を行った。項目は，ゆるし傾向性の定義を踏  

まえた上で，被害・侵害経験後，ネガティプな反応  

を持続させてしまうか，ポジティブ，ニュートラル  

1）海外における如由venessについて述べる際．各研究   

者によって捉え方が異なるため，一義的に訳語を当て   

ることが不適切な場合がある。そ・こで．本研究では，   

海外の所見を引用する場合には，そのままforgiveness   

と表記Lていくこととする。   



34  筑波大学心理学研究   第36号  

にしようとするかといった表現にし，独自に作成さ  

れた。主因子法，プロマックス回転によって因子分  

析を行った結果．他者へのゆるし傾向（項目例；以  

前，自分に嫌な事をした相手と仲良くする気になら  

ない（逆転項目）。；以前，自分に嫌な事をした相手  

にも．親切にしようと思う。），自己への消極的ゆる  

し傾向（項目例；思うように上達しないことがある  

と，自分を責め続けてしまう（逆転項目）。：自分の  

失敗のことで．いつまでも悩むことはない。），自己  

への積極的ゆるし傾向（項目例；失敗しても一生懸  

命がんばった結果なら，自分をほめるようにしてい  

る。；何か失敗したとしても，自分は頑張ったと考  

えるようにしている。）の3因子が抽出され，23項  

目からなるゆるし傾向性尺度が作成された。   

諸外国の研究において．forgivenessの性差．年齢  

差の検討が行なわれている。傾向性（dispositional）  

を測定する尺度を用いた研究では，尺度の内容に遠  

いがあるものの，forgivenessofothersにおいて，  

男女間に有意な差がないことを示している研究が多  

い（Berry；＆ Wbrthington，2001；Rye，Loiacono，  

Fblck，01szewski，Heim，＆Madia，2001）。また，性  

差については言及されていないものも数多くある。  

Fbrgiveness ofselfについては，男性のほうが高い  

とする結果もあれば，一性差はないとする結果もみら  

れ，一致していないようである（Thngney；Boone，  

Fee，＆Reinsmith，1999）。   

年齢差に？いては，得点の横断比較を行った結  

果 年齢があがるにつれてforgivenessの得点が高  

く なることが示されている。Girard＆Mullet  

（1997）は，15歳～96歳という幅広い年齢層を対象  

にforgiveness ofothersの年齢差を検討しており，  

その結鼠 加齢に伴いゆるし傾向（propensity of  

b摺ive）は増加することを指摘している。また，  

18－44歳，45－64歳，65歳以上の3群に分けて横断比  

較を行ったTbussaint，Williamas，Musick，＆Everson  

（2001）においても，forgiveness ofothersは年齢に  

伴い得点が上昇することが示されている。一方，  

forgiveness ofselfでは年齢差はないことが示され  

ている。しか し，他の研究を概観する と  

forgiveness ofselfの年齢差を検討した研究はほと  

んどみられない。   

これまで，ゆるし傾向性尺度を用いていくつかの  

研究が行われている（石川■濱口，2006，2007）。  

これらの研究の中で用いられたサンプルにおいで性  

胤1elゆるし傾向性尺度の性差，学校段階差に関する研究のまとめ阻  

石川・濱口   石川・濱口   石川・濱口   石川・濱口  

（2007）  （2007）  （2007）  （2006）   

研究1  研究2  研究3  中学生のみ  

結果の比較   

他者への  Ⅳ＝574  〃＝553  Ⅳ＝556  〃＝313  

ゆるし傾向性  性差  有枇払＜．01） 有b＜．05） 有仏＜．05）   無  概ね一致  

不一致  

不一致   

男子＜女子  

学校段階差  錬  

交互作用  無   

男子＜女子  男子く女子  

有払＜．05）  無   

中学＜藩校  

有仏く05）  無  

男子：【il学＞高校  

高校 男子＜女子  

自己への  性差  有仏＜．01）  無  有払＜．01）  無   

消極的  男子＞女子  男子＞女子  

ゆるし傾向性学校段階差 有抜く001）有抜く001）有抜く05）  

中学＞高校  IP学＞高校  咤J学＞高校  

交互作用  無  無  無  

自己への  性差  無  有抜＜．05）  無   

積極的  

ゆるし傾向性 学校段階差   額  

交互作用  無   

男子く女子  

有払＜．05）  無   

中学＞高校  

無  無  

注1；性別×学校段階に関して，2×2の分散分析を行った。  
注2；有：有意な差があることを示す  

無：有意な差がないことを示す   
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結  果  

有効回答者は，総計1996名（中学生男子613名．  

中学生女子624名．高校生男子328名，高校生女子  

431名）であった。ゆるし傾向性の性差・学枚段階  

差を検討するために，性別×学年段階の2要因分  

散分析を行った。その結果を′mble2に示す。   

他者へのゆるし傾向得点においては，交互作用が  

有意であった（ダ（1．1992）＝11．95．♪く01）。学校  

段階の単純主効果を検討したところ，中学生では有  

意な差は認められなかったが，高校生では1％水準  

で有意であり（ダ（1．1992）＝30．19．♪＜．001），女  

子のほうが男子よりも得点が高かった。また，性別  

の単純主効果を検討したところ，女子では有意な差  

は認めらなかったが，男子では1％水準で有意であ  

り げ（1，1992）ニ10．15，♪＜．001），中学生のほう  

が高校生よりも得点が高かった。自己への消極的ゆ  

るし傾向得点においては，交互作用は有意ではなく  

（ダ（1，1992）＝3．38，乃．ぶ），性別，学校段階の主効果  

が有意であった（性別；ダ（1，1992）＝16，20．♪＜  

．001：学校段階ダ（1，1992）＝73．35，♪＜．001）。性  

差については，男子のほうが女子よりも得点が高  

く，学校段階差については，中学生のほうが高校生  

よりも得点が高かった。自己への積極的ゆるし傾向  

において，性別の主効果のみ有意で（ダ（1，1992）＝  

6．86．少＜．01），学校段階の主効果，交互作用は認  

められなかった（学校段階：ダ（1．1992）＝0．99，  

乱5；交互作用ダ（1，1992）＝0．50．乱5）。性差につい  

ては，女子のほうが男子よりも得点が高かった。  

考  察  

本研究の目的は．ゆるし傾向性の性差・学校段階  

差を検討することであった。中学生1高校生1996名  

を対象に，2要因分散分析を行った結果，他者への  

ゆるし傾向では，交互作用がみられ，男子では高校  

生のほうが中学生よりも得点が高く，高校生におい  

て，女子のほうが男子よりも得点は高かった。自己  

への消極的ゆるし傾向では，性差，学校段階差がみ  

られ，男子のほうが女子よりも得点が高く．中学生  

のほうが高校生よりも得点が高かった。自己への積  

極的ゆるし傾向では，性差がみられ，女子のほうが  

男子よりも得点が高かった。   

本研究の結果，並びに職blelの結果より，他者  

へのゆるし傾向性では，交互作用がみられると考え  

られる。   

他者へのゆるし傾向性において，男子のみ加齢に  

伴い，得点の増加がみられ，高校生のほうが他者を   

農 学校段階差をまとめたものを’払blelに示す。  

結果を概観すると，それぞれの下位尺度において，  

性差，学校段階差の結果は，一致している点もあれ  

ば，一致していない点もある。   

海外の年齢差を検討した研究では，年齢の範囲が  

幅広くとられている。わが国では，forgivenessを主  

要なテーマとして扱った研究は極わずかしかなく，  

先述したように，石川・演口（2007）のゆるし傾向  

性尺度は，中学生・高校生用に作成されているが，  

その段階においても学校段階差があるかどうかは定  

かではない。性差については，フランスとコンゴに  

おいて，一致した結果が得られていないこともあり  

（Kadiangandu，Mullet，＆Vinsonneau，2001）．各国  

の文化的背景が影響している可能性がある。  

Tbussaint＆W畠bb（2005）も，性差の検討におい  

て．文化的要因を考慮することは重要であると指摘  

している。従って，限られた対象範囲ではあるが，  

我が国のサンプルにおいて，性差，学校段階差を詳  

細に検討することは意義があると考えられる。   

以上のことから，本研究では，石川・溝口  

（2006，2007）のサンプルを用いて大規模サンプル  

とし，ゆるし傾向性尺度の性差，学校段階差を検討  

することが目的とされた。  

方  法  

調査対象 茨城県内の公立中学校13校の1学年から  

3学年の39学級（1年生14学級445名，2年生14学  

級435名，3年生11学級357名）の計1237名（男子613  

乳 女子624名）。公立高校6校の1学年から3学年  

の21学級（1年生10学級，379名，2年生9学級306  

名，3年生2学級74名）の計759名（男子358名，女  

子401名）。  

調査時期 2005年7月～11月  

調査実施手続き 調査協力の得られた学級におい  

て．学級担任により集団一斉方式で実施された。質  

問紙調査実施の際には，調査実施前に対象生徒に対  

して，本調査が学校の成績に一切関係がないこと，  

調査用紙を学校の教員が見ることはないこと，どう  

してもやりたくない場合には，回答しなくてもよい  

ことを質問紙の表紙に記載した上で，さらに担任教  

師にその旨を説明するように依頼した。回答は無記  

名で行われた。  

調査内容 ゆるし傾向性尺度23項目以外の尺度も同  

時に使用したが，本研究の分析には使用されなかっ  

た。  
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中学生 高校生 総和  分散分析結果  
下位検定  

性別  学校段階 交互作用   

他者へのゆるし傾向 男子 26．35 24．94 25．87  

（6．84）（6．20）（6．66）  男子；中学生＞  

女子 26．88 27．55 27．16 27．30＝＊1．54仇5 11．95… 高校生  

高校生；男子＜  

女子  

（6．77）（5．67）（6．37）  

総和 26．62 26．44 26．52  

（学年）（6．82）（6．04）（6，54）  

自己への  男子 21．29 18．53 20．33  

消極的ゆるし傾向  （5．63）（5．80）（5．84）  

女子 19．7118．0119．0116．20＊… 73．35…＊ 3．38乱5  

（5．65）（5．39）（5、61）  

給和  20．49 18．23 19．63  

（学年）（5．68）（5．58）（5．75）  

男子＞女子  

中学生＞高校生  

自己への  男子 13．10 12．85 13．01  

積極的ゆるし傾向  （3．39）（3．36）（3．39）  

女子 13．39 13．35 13．37  

（3．37）（2．84）（3，15）  

総和 13．25 13．13 13．20  

（学年）（3．36）（3．09）（3．15）  

男子 乃＝613ク7＝328 乃＝941  

女子 乃＝624 乃＝431乃＝1055  

6．86＝ 0．99，‡．ぶ 0．50瑠．ぶ 男子＜女子  

♯…♪＜．001＊＊♪＜．01  

あることが示された。有意な差はみられなかったも  

のの，中学生においても女子のほうが男子よりも得  

点が高く，その差は，年齢が高くなると顕著になる  

可能性が示唆された。女子のほうが社会的相互作用  

場面において，女子はより宥和的であれという社会  

的圧力があるために，女子はよりゆるしやすいとい  

う指摘もあり（Droll，1985）．本研究で得られた結  

果は，これらを支持する結果となった。   

自己への消極的ゆるし傾向については，性差，学  

枚段階差がみられた。取blelを踏まえても，性差，  

学校段階差があると判断できるだろう。学校段階差  

がみられたことは，長尾（2002）の研究結果と一致  

する。長尾（2002）は，青年期の自我発達上の葛藤  

から不適応状態への心理過程を検討しているが，そ  

の中で，ライフイベントに対しての対処方略を測定  

している。対処方略の中には「自責」を測定する下  

位尺度が含まれており．その学年差を検討した結  

果 高校生のほうが中学生よりも自責の方略をとり  

やすいことを報告している。自己への消極的ゆるし  

傾向は，自分をゆるせないという状態が長続きしな  

いようにする傾向を測定する尺度であり，この得点   

（）は標準偏差．  

ゆるそうとする傾向が高くなることが明らかになっ  

た。男子のみに年齢差がみられた点であるが，登張  

（2003）は，共感性の発達的変化を検討し，男子で  

は中学生から高校生にかけて，共感的関心の得点が  

増加するのに対して．女子は減少することを示し  

た。共感的関心とは，「他者の状況や感情体験に対  

して，自分も同じように感じ，他者志向の暖かい気  

持ちをもつ」という意味を持つ。他者へのゆるし傾  

向の項目は，嫌なことをされた相手に対して，ポジ  

ティブ，ニュートラルにしようとするかといった認  

知的傾向を表している。海外の研究から  

fbrgiveness ofothersは共感性と正の関連があるこ  

とを示されており，共感性によって，b瑠ivenessが  

促進されると示唆されている（McCullough，2001）。  

これらのことを考慮すると，男子において共感的関  

心が中学生から高校生にかけて増加することを示し  

た登張（2003）の結果と類似した傾向になったこと  

も納得のいくところである。   

また，他者へのゆるし傾向には高校生のみ性差が  

認められ，女子のほうが男子よりも高いという結果  

が得られ，女子のほうが他者をゆるしやすい傾向に  
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が低いことは自分を責めやすいことになる。従っ  

て，高校生のほうが自己への消極的ゆるし傾向性の  

得点が低くなったことは，長尾（2002）の結果と一  

致すると考えて妥当だろう。Hamburg（1974）は，  

高校生は中学生よりも自己内省力が高まることを報  

告しており，こうした自己内省力の高まりによっ  

て，高校生の自己への消極的ゆるし傾向が低くなっ  

たと考えられる。また，性差については，男子のほ  

うが女子よりも得点が高くt 女子のほうが自分の失  

敗について，自費的になりやすい傾向が示された。  

高井（2007）は大学生から成人を対象に失敗懸念  

（失敗を気にする傾向）の性差，発達段階差を検討  

し，失敗懸念は，年齢と共に得点は減少していく  

が，一貫して女子のほうが男子よりも得点が高いこ  

とを示した。年齢対象に遠いがあるものの，女子の  

ほうが男子よりも失敗を気にする傾向が高いという  

結果は本研究の結果と類似しており，女子のほうが  

失敗を気にする傾向が強いため，自分を資めてしま  

う傾向が高くなる可能性が示唆された。   

自己への積極的ゆるし傾向では，性差のみ有意と  

なり，女子のほうが，自分自身の失敗に対して．ネ  

ガティブな反応をポジティブに変化させよう傾向が  

高いことが示された。「払blelの結果を踏まえると，  

学校段階差はないと判断できるが，性差については  

慎重にならざるを得ない。しかし，この結果は先述  

した自己への消極的ゆるし傾向の性差とは異なるも  

のである。石川・濱口（2007）では，自己へのゆる  

し傾向が2つの因子に分かれた事について，日本人  

の自己批判的傾向が顕著であるという文化的な背景  

から，ポジティブに変容させることと，ネガティブ  

な反応を維持しないようにすることの質的な適いが  

あると述べた。本研究の結果からは，性差において  

その追いが示された。男子の場合，自分の失敗に対  

して，ネガティブなままでいないようにするが，女  

子の場合は，ポジティブに変容させる傾向が強い可  

能性が示された。  

総合的考察  

本研究では，大規模サンプルを用いて，ゆるし傾  

向性の性差．学校段階差の検討を行った。本研究の  

結鼠 並びに1もblelの結果より，中学生・高校生  

におけるゆるし傾向性には，性差・学校段階差があ  

ることが明らかになった。本研究の結果から，3つ  

のゆるし傾向性について，性差が確認され，今後の  

研究を行う際には，男女別に検討していく必要性が  

示唆された。また，学校段階差の検討から，特に自  

己への消極的ゆるし傾向性において，顕著な学校段  

階差がみられた。発達的観点からゆるし傾向性を検  

討することの意義が示された。   

最後に今後の課題について述べる。   

本研究での対象は，中学生，高校生であり，より  

広範囲な発達の枠組みで考えれば，どちらも青年期  

前期に属すると考えられる。本研究の結果は，年齢  

に応じてforgiveness ofothersは増加するという海  

外の結果と一部一致するものではあるが，年齢の対  

象が，中学生・高校生のみと限定的であった。海外  

の研究では，forgiveness ofothersについては．年  

齢差が顕著になるのは高校生以後であり（Girard  

＆Mullet，1997），本研究の対象年齢以上において  

差が顕著になる可能性がある。また，海外において  

もforgiveness ofselfの年齢差については，研究が  

ほとんどないのが現状である。海外の研究との比較  

検討を行なうためにも，より広範囲な年齢段階での  

サンプルを対象に．発達段階差を検討する必要があ  

ろう。   

中学生，高校生などの青年期前期を対象に  

forgiveness ofothersの発達段階を考慮する阻  

forgivenessの量的な比較というよりは，ゆるしの条  

件が問題とされるのかもしれない。ゆるしの条件の  

検討とは，他者から侵害を受けた場合，どのような  

条件があれば，その人をゆるせるかを検討したもの  

であるc．Enright（2001）は，道徳性の発達レベル  

に相応し．ゆるしに対する態度にも6つの型がある  

ことを示した。各類型を以下に示す。ゆるしの型1  

（9～10歳）：やられたらやり返す報復的ゆるし（私  

が受けた苦しみや痛みと同じ程度の仕返しが出来た  

場合のみゆるしてもよい）。ゆるしの型2（10歳く  

らい）：条件的．弁償的ゆるし（奪われたものを取  

り返したらゆるす。あるいは－ ゆるさないことで罪  

の意識を過剰に感じるのなら，それを軽減するため  

にゆるす）。ゆるしの型3（12～15歳）：ゆるすこと  

が皆から期待される場合（他者から圧力をかけられ  

た場合，他者からのゆるす期待が大きい場合にゆる  

す）。ゆるしの型4（高校1年生ごろ）：合法的かつ  

他者の期待に沿ったゆるし（相手をゆるすことが求  

められる場合にゆるす）。ゆるしの型5（成人）：社  

会の調和としてのゆるし（ゆるすことによって，社  

会の調和を築き，よき人間関係を形成することとな  

る。社会をコントロールする方法としてのゆるし．  

平和な人間関係を続けるための方法）。ゆるしの型  

6（成人）：愛としてのゆるし（真の意味での，愛  

の増進としてのゆるし。他者を真にケアする心の表  

現としてのゆるし。ゆるしの型5と違い，ゆるすこ  

とによって，その人をコントロールしようとする意  

図がない）。また，Park＆Enright（1997）は，報   
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復によるゆるし（攻撃した人に仕返しをすることで  

ゆるせる），外的なゆるし（社会集団からの圧力に  

よって誘発されるゆるし），内的なゆるし（思いや  

りや愛の原理から無条件に生じるゆるし）による理  

由付けを基に，韓国の中学生，大学生を対象に調査  

を行った。その結果，中学生は．報復によるゆるし  

と外的なゆるしの移行期にあたるのに対して，大学  

生は，外的なゆるしが最も多く，内的なゆるしへの  

移行期であると報告している。このように，ゆるし  

の条件について発達的変化があることが報告されて  

いる。Endght（2001）は，ゆるしの推論レベルに  

応じて，ゆるしの享受の仕方が異なる事を述べてい  

る。今後は，ゆるしの条件における発達段階の検討  

を行う必要もあろう。   

さらに，本研究の結果から，自己への積極的ゆる  

し傾向，自己への消極的ゆるし傾向の性差において  

異なる結果が示されたが，自己への消極的ゆるし傾  

向と自己への積極的ゆるし傾向の弁別性を示す一つ  

の根拠とも考えられる。性差の観点からより詳細に  

自己への消極的ゆるし傾向と自己への積極的ゆるし  

傾向の弁別性を検討することも必要であると考えら  

れる。  
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