
勘助血〆黒〃々〟わ〟伽がgJ坤〃紺′血Jα〃dαオタ‡fcαJ勒・C如J脚沌J．2〟2〃〃9   

〔原著〕  

過去の社会的攻撃被害が  

青年期後期における心理に及ぼす影響  

筑波大学大学院人間総合科学研究科：関穣 一千恵  

筑波大学大学院人間総合科学研究科：演口 佳和  

Theinfluencethatthepastsocialaggressiondamage  

glVeStOmentalityofpeopleinthelatteradolescence  

ChieSekineandYoshikazuHamaguchi  

問題と目的  

いじめ（peervictimizationA）u11ying）が深刻な  

問題として国内において広く認知されるように  

なって久しいぃいじめは終息したからといって  

それで終わるような問題ではない。被害を壕け  

ている時一戸よで被害者には，抑うつ．不安などの  

不適応症状が現れ（岡安・高l【1【I．20（）0），それら  

のうちのいくつかは被害後数年が経過した青年  

期後期においても見られることが知られている（1  

例えば坂西（1995）は大学生を対象とした回顧  

的調査を行い，被害体験者は当時の苦痛が大き  

いほじ 活動意欲の減退や抑うつ感等を強く感  

じていることを報告した．」他にも，桓l顧的方法  

を用いていじめと被害者の被害後の適応状態と  

の間に関連を見出した研究が見受けられる（荒  

木．2005：香取，1999）。以上の先行研究から，  

いじめの渦中にいる被害者の苦痛が大きいこと  

は当然のことであるが，その後長期にわたって  

影響が持続していることについても注目する必  

要があると言えるl〕そこで本研究では．青年期  

後期にあたる者を対象とLて，過去のいじめ被  

害と現在の適応状態に注目して研究を行う。  

「いじめ」の行為には様々なものが含まれる。  

児童生徒の問題行動等に関する調査研究協力者  

会議（1996）では．いじめの様態として「悪  

口・からかい」，「仲間はずれ・無視」，「殴る・  

蹴る」，「お金や物をとる」，「いいがかりやおど  

し」などが挙げられているし－，－一般にこれらの行  

為を全てひとまとめにLていじめと表現するこ  

とが多いが．いじめ行為の内容が異なれば，そ  

れが与える影響も輿なると考えられる。そこで  

本研究では．様々な行為が含まれるいじめの中  

でも，実体をより詳細に検討するために．特定  

の行為に焦点をしぼった研究を行う（〕先に挙げ  

たいじめ行為の「いで，「仲間はずれ・軽視・悲  

口」などの行為ほ，「殴る・蹴る」．「お金や物を  

とる」といった行為に比べて，ヒ＝ニ見えない噂  

で他者をおとしめたり，面と向かって何かを言  

わずに無視をすることによって他者を攻撃した  

りするので，実際にいじめが起こっているかど  

うか判断しにくい。教師の立場からしても．児  

童・生徒が他者を殴ったり，蹴ったり，金品を  

巻き上げているのを見れば，即座に止めに入っ  

たり．注意するなどの対応ができるが．ある児  

童・生徒が他の児童・生徒に仲間外れにされて  

いたり，無視されていたとしても，それは現場  

を押さえるのが容易ではなく，いじめと判断し  

にくい。いじめは早期発見し適切な対応を行う  

ことが求められるが，「無視・仲間はずれ・悪  

口」などの行為は，発見しにくく対応が遅れる  

可能性がある。そこで本研究では．特にこれら  

のいじめ行為に焦点をしぼった研究を行う。  

「無視・仲間はずれ・悪口」といったタイプの  

いじめの理解につながることが期待される概念  

として，社会的攻撃（socialaggression）が挙げ  
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ることが示されておi）（香取，1999）．特に社  

会的攻撃は噂によって排除されたりすることか  

ら，身体的攻撃などを受けた場合と比べると．  

より他者の目に悪く映らないようにする傾向が  

見られ，評価懸念が高くなると考えられるu し  

たがって，社会的攻撃の被害は自己関係づけと  

同様に，青年期後期において評価懸念を高める  

という仮説を立て検討する。，   

金子・本城・高村（2003）では．自己関係づ  

けと対人恐怖症に正の相関があることが示さ  

れ，菅原（1986）では，対人恐怖症的傾向の背  

景に評価脛念の拍手汗－†避欲求が存在することが  

示されている、⊥対人恐怖症は，対人関係におい  

て著しい不安が生じる障害であり，青年期に現  

れやすい不適応の一つであるし）そLて．健常な  

－1投首年においてみられる対人恐怖の傾向は対  

人恐怖心性（anthrophobictendency）と呼ばれ  

る（堀井りトJlt，1997）。本研究では青年期後期  

における適応状態を検討するうえで対人恐怖心  

性を取り上げ，社会的攻撃被害とそれによって  

高められた自己関係づけや評価懸念が，対人恐  

怖心性にどのような影響を及ぼすかについて検  

討する。   

本研究では，いじめを受けた当人である被害  

者の他に，いじめを目撃した者についても焦点  

を当てる。，香取（1999）では，いじめにおける  

傍観者において同調傾向が高まることが示され  

ていることから，いじめの被害者でなくても目  

撃しただけでそれまでの行動傾向に変化が生じ  

る可能性が考えられる。そこで本研究では，直  

接的な社会的攻撃被害経験のみならず，それら  

の目撃経験が自己関係づけ．評価懸念，対人恐  

怖心性に及ぼす影響を検討する。   

本研究の目的をまとめると，次の仮説を検討  

することである。  

1．過去の社会的攻撃被害は，他の攻撃被害と  

比べて，青年期後期における自己関係づけ  

と評価懸念を高める。  

2．自己関係づけと評価懸念は青年期後期にお  

ける対人恐怖心性を高める。  

3．過去の社会的攻撃の直接的被害のみなら  

ず，目撃経験も同様に青年期後期における   

られる。社会的攻撃とは，人の自尊心や社会的  

地位，あるいはその両方を傷つけるためのもの  

であり，言葉による拒絶や否定的な表情や体の  

動作のような直接的なかたちをとったり，ある  

いは中傷的な噂や社会的排除などのような，間  

接的なかたちをとる攻撃のことである（Galen  

＆Underwood，1997）。本研究ではこの社会的攻  

撃という概念を用いて，社会的攻撃の被害が青  

年期後期における適応状態に及ぼす影響につい  

て検討する。その際，身体的攻撃被害と比較す  

ることによって，社会的攻撃被害に特有の影響  

があるかどうかを検討する。   

社会的攻撃は，上記で触れたように額の衷情  

やしぐさを使って相手を攻撃したり，悪い噌を  

広めたり．軽視をすることによって他者を排除  

したりしようとする行為である。よって，社会  

的攻撃の被害を受けた者は，相手が自分に対し  

て怒っていないか，悪く曝されていないかとい  

うことを気にするために，相手の衷情やしぐさ．  

周囲の噂話などに過度に敏感になることが考え  

られる。そしてその結果，佃者の何でもない衷  

情を自分に対■して怒っているのだと解釈してし  

まったり．自分に関係のない噂話を聞いて，自  

分のことが悪く言われているのだと思いこんで  

しまう傾向が高まるものと思われる。このよう  

に，自己とは無関係かもしれない出来事を自己  

に被害的に関連づける傾向は，自己関係づけ  

（self－referencetendency）と呼ばれる（金子，  

2000）。いじめの被害が被害当時だけでなく，そ  

の後も影響を及ぼすことから（荒木，2005），被  

害を受けていた当時に自己関係づけ傾向が高ま  

るとすれば，それは青年期後期においても存在  

し続ける可能性がある。そこで，本研究では社  

会的攻撃の被害が青年期後期における自己関係  

づけを高めるという仮説を立て検討する。   

社会的攻撃被害との関連を検討する他の概念  

として，評価懸念（fearofnegativeevaluation）  

を取り上げる。評価懸念とは，他者からの評価  

に対する心配や，否定的に評価されるのではな  

いかという予測に対する心配の程度である  

（Watson＆汁iend，1969）。先行研究では，いじ  

めの被害者が他者からの評価に対して過敏にな  
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を修正して購いた。向社会的行動経験は、  

ネガティブな項臼ばかりになることを避け  

るために佗用した。  

5．過去に目撃したいじめ被害尺度：4．で用い  

た12項臼に関して，それぞれの攻撃や向社  

会的行動を′ト学校から高校までの間に自分  

の嘲りで目撃したかについて尋ねる文章に  

なるよう語句を修正して用いた。選択肢は  

4．と同様で5件法であった。  

6．現在受けているいじめ被害尺度：4．で用い  

た12項巨＝こ関して，それぞれの攻撃や向社  

会的行動を青年期後期である現在において  

経験しているかについて尋ねる文章になる  

よう語句を修正して用いた｛，「ぜんぜんな  

い／ぜんぜんしない（1）」、「いつもそう   

（5）」の5件法（、  

結  果  

（1）対人恐怖心性尺度（短縮版）の因子構造   

対人恐怖心性尺度について，抜粋した21項目  

が原論文と同じ構造になるか確認を行った。因  

子分析（主計千法，プロマックス回転）を行  

い，絶対値が．40未満の項目と2つ以上の因子  

に．40以rヒの負荷巌を持つ3項目を削除し，さ  

らに国子分析（主国子法，プロマックス回転）  

を行った結果，3陸1子が抽出された（寄与率  

62．26％）。いずれの項目も負荷最の絶対値は．  

40以上で，3国子のいずれかひとつに負荷畳が  

高いことを確認したので，これら18項目を採用  

した。第1因子に負荷量が高い項目は原論文の  

内省的自己意識，第2田子は対人状況における  

行動・態度の諸特徴．第3因子は他者との関係  

における自己意識に相当するものであった。各  

下位尺度のα係数は，内省的自己意識で，91，  

対人状況における行動・態度の諸特徴で．93，  

他者との関係における自己意識で．83であった。  

（2）過去に受けたいじめ被害尺度の因子構造   

過去に受けたいじめ被害尺度の構造を調べる  

ため因子分析（主因子法，バリマックス回転）を  

行った結果 固有値1以上の因子が3匪卜子抽出  

n」関係づけ，評価懸念，村人恐怖心性に  

影響を及ぼす。  

方  法  

（1）調査対象者  

18～29歳の青年（大学生・大学院生244名，そ  

の他7名）。男性88名，女性163名，平均年齢  

20．11歳。SD＝1．42。  

（2）調査時期   

2007年9日中旬～10月下旬。  

（3）調査方法   

個別自己記入形式の質問紙調査で実施され  

た。 

（4）調査内容  

1．Ⅰ∫］」関係づけ尺度（金子，2〔）00）：12ユ則］〔、   

「あてはまらない（1）」～「あてはまる   

（5）」の5件法。  

2．評価懸念尺度（山本．2n〔）1）：10項目。「ほ  

とんどあてはまらない（1）」、「よくあて  

はまる（5）」の5件法。  

3．対人恐怖心性尺度（永井・同町1987）：21  

項目を抜粋。′「全くあてはまらない（1）」～   

「非常にあてはまる（7）」の7件法。内省  

的自己意識，対人状況における行動・態度  

の諸特徴，佃者との関係における自己意識  

の3下位尺度からなり，それぞれ7項目ず  

つになるよう抜粋した。  

4．過去に受けたいじめ被害尺度：Kawabata，   

Crick，＆Hamaguchi（inpress）から抜粋し  

た9項目とGalen＆Underwood（1997）に  

おける社会的攻撃の場面を参考に独自に作  

成した3項臥 合わせて12項目（項目は  

′mblel参照）。「ぜんぜんしなかったノぜん  

ぜんなかった（1）」～「いつもそうだった   

（5）」の5件法。／」、学校から高校までの間  

に各自が経験した社会的攻撃（6項目），  

身体的攻撃（3項目），向社会的行動（3  

項目）について尋ねる文章になるよう語句  
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’hblel過去に受けたいじめ被害尺度の囲イ・分析結果（主因千法．バリマックス回転）  

項目番号  項【1内容  因子l因j’・2【朴∫t二う 平均値 SD  

社会的攻撃被喜因子（化＝．83）  

【4】（巨9  なかまが，あなたについてひどいことを言▼二｝たので．他の子が ．75  

あなたとつきあわないようにすることがどのくらいありましたか。  

【4】′〆巨1（）修学旅行ヤプループワークの班決めで．同じ蚊になったなかま ．（泌  

が．あなたの方を見て味な顔をしてきたことがありましたか 

【4】し1十12 あなたに対するなかまの衷情がこわくて．そのなかまを軋るこ ．揖  

とができなかったことがありましたか、 

【4】庄ト8 「言うとおりにしないと あなたとはもうつきあわない」と ．楳）  
いって，なかまが あなたをおどかすことがと－のくらいありま  

Lたか。  

【4】し二巨2  なかまが あなたにはらをたて，あなたを いろんな活動から ．51  

なかまはずれにすることは，どれくらいありましたか、  

【4】u／ト11 あなたが運動をしたり．しゃべ′Jたりする様ナを なかまがトを ．51  

たたいたり，まねしたりLて馬鹿にすることはありましたかし   

身体的攻撃被剤軒f・（rt＝．77）  

【4】小【5  あなたは どのくらい なかまに 押されたi）．つきとばきれ ，2：う  

たりしましたかl、  

【・4】り－仙7  なかまが あなたに対して．たたく．けるなど体をつかうけん ．23  

かを しかけてくることは，とのくr〕い ありましたか．  

卜1】小3  なかまは どのくらい あなたにむか′）ーご と、な／Jたり．ひとニ  ′15  

いあだ名で呼んだりLましたかノ  

12  －．08 1．61 0．81  

：i2  －1（） 1．61 （）92  

2t） －1こ∃ 1，75 （）．9〔）  

21 －．（）9 1∴封  0．67  

29  －17  ニ∠．06  084  

L汀  －．07 1．87  り，97  

．73  山．15 15（） け86  

．62  －．ユ〔） 15エゴ （）．82  

．胱） －．15 l一酬  け9（l  

何社食伯行動経鱗囲J－・（化＝．74）  

【4】庸一4  あなたが ショックをうけていたり．悲lノんでいるとき．なか －．〔掴 －．14 ．76 3．73 1．（）1  
まは どのくらいあなたを元気づけようとしましたか  

ト4】（卜6  あなたが しあわせな気持ちになるようなことを なかまはとへ －．1し） －．11 ．71 3，63 （）．別  

のくらいしてくれましたかり  

【4い！ト1 あなたが手伝ってほしいとき．なかまはあなたをと’のくらい・手 ∵18 －．11 ．59 3．67 0．76  

伝ってくれましたかし一  

閃√・員荷ぷ・の2東和  2．66 1．82 1．（i2  

閃∫・魯荷兢の鳥確溝臓硝紺′J  5（）．84  

会的行動の経験を表す閃子と解釈され．‘■向社  

会的行動経験∵ 園子と命名された。ここで，項  

目11と項目3は2つの因子において．40以上の  

負荷巌を持つことが確認された。本来ならば，  

2国子以上に負荷量の高い項日は削除すべきで  

あるが，本研究では負荷量が．50以上の項目の  

みを採用し，項目11は第1因子に，項目3は第  

2因子に含まれるものとした。結果から，過去  

に受けたいじめ被害尺度は，“社会的攻撃被害”  

‘‘身体的攻撃被害■’一▲向社会的行動経験”の3国  

子から構成されることが明らかとなった。  

（3）過去に目撃したいじめ被害尺度の因子構造   

過去に目撃したいじめ被害尺度の構造を調べ  

るため因子分析（主因子法．バリマックス回  

転）を行った結果，固有値1以上の因子が2困   

され，累積寄与率は50．84％であった（「hblel）し  

第1閃子に負荷蛍が高い項目は，「なかまが，  

あなたについてひどいことを言ったので．他の  

子があなたとつきあわないようにすることがど  

のくらいありましたか」などであり，否定的な  

言葉，衷情，体の動作，噂によって人の自尊心  

や社会的地位を傷つける社会的攻撃の被害を表  

す因子と解釈され，“社会的攻撃被害”嗣子と  

命名された。第2因子の項目は「あなたはどの  

くらい なかまに押されたり，つきとばされた  

りしましたか」などであり，殴る，蹴るなどの  

身体的攻撃の被害を表す国子と解釈され，“身  

体的攻撃被害”因子と命名された。第3因子の  

項目は「あなたがショックをうけていたり，悲  

しんでいるとき，なかまはどのくらいあなたを  

元気づけようとしまLたか」などであり，向杜  
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職ble2  過去に臼撃したいじめ被害尺度の因子分析結果（主因子法，バリマックス回転）  

因子1園子2平均値 SD  項F＝勺零  項Il番号  

いじめ被害「l撃因子（化＝．901  

【4】②－3 なかまが ある‾j’・を どなったり，ひどいあだ名で呼んだりすることが．75 鵬15 2．7n O．98  

ありましたか‥  

【4】しヨ）椚12 あるチに対するなかまの表情がこわくて，その十がおびえている様千で．関 山．09 2．29 1．01  

いることがありましたか－  

【4】し21－11誰かが運動をしたり．しゃべったりする様子を なかまが手をたたいた．72 －．12 2．63 1．03  

り．まねしたりして帰鹿にすることはありましたか。  

【4】才一10 順′耳旅行やグループワークの班決めで，なかまが．同じ地になった子の．71－．06 2．58 0．92  

ノJ‘を見て郷な顔をしていることがありましたか＝、  

【4】r2、ト9 なかまが．あるナについてひどいことを言ったので．他の子がその下と ．Ⅷ －．（）5 2．37 0．97  

つきあわないようにすることがどのくらいありましたか11  

【4卜2ノー2   なかまが 誰かに腹を立て、その子を いろんな活動から なかまはず ．70 －．11 27り け85  

れにすることは，どれくらいありましたかご，  

【4卜2ト7 なかまが 特定のナに対して．たたく，けるなど体をつかうけんかをL＋．朗 －．29 2．1：う 1．り1  

かけていることは．とのくらい ありましたか、」  

【4】才一5 誰かが なかまに おされたり，つきとばされたりしていることがあり ．朗 －．18 2．15 （）．纏  

ましたか‥  

【車トか牒 †W．iうとおりにしないと あなたとはもうつきあわない」といって．な ．飢 ．（）2 1．乃 0．89  

かまが あるr・をおとかすことがと■のくJJいありましたか   

両社よ的行動＝撃l月「（－1ニ．7H）  

【4巨2ノー【4 誰かか ショックをうけていたり，悲しんでいるとき．なかまは どの 叫．（）5 ．と姥 3，67 （）．79  

くらいその【r・を元矢づけようとしまlノたかL。  

【4卜2∴6  誰かが しあわせな如寺ちになるようなことを なかまはどのくらいL 岬．1（）．70 3．43 0．77  

ていましたか、  

【4巨紅1 ある子が手伝ってほしいとき．なかまはその手をどのくらい手†去ってい －．14 ．開 3．60 0．71  

まLたか。．  

因丁－n荷駄の2衆柑 ∠1．36  

因子魚荊欄二の2頚凍】累楷（‰  51．17  

（4）現在受けているいじめ被害尺度の因子構造   

現在受けているいじめ被害尺度の構造を調べ  

るため因子分析（主因子法．バリマックス回  

転）を行った結果．固有値1以上の因子が2因  

子抽出され，累楷寄与率は58．29％であった  

（′mble3）。第1因子に負荷量が高い項目は，  

「なかまがあなたに対して，たたく，けるなど  

体をつかうけんかをしかけてくることは，どの  

くらいありますか」，Ⅲ膏うとおりにしないと  

あなたとはもうつきあわない』といって，なか  

まがあなたをおどかすことがどのくらいありま  

すか」などであった。したがって，現在，社会  

的攻撃と身体的攻撃の両方を受けていることを  

表す園子と解釈され，“現在のいじめ被害”因  

子と命名された。第2因子の項目は，「あなた  

がしあわせな気持ちになるようなことをなかま  

はどのくらいしてくれますか」などであった。  

したがって現在，向社会的行動を受けているこ  

√・摘出され，累積寄与率は51．17％であった  

（1もble2）。第1因子に負荷巌が高い項F＝ま，  

「なかまがある子をどなったり，ひどいあだ名  

で呼んだりすることがありましたか」．「誰かが  

運動をしたり，しゃべったりする梯子をなかま  

が手をたたいたり．まねしたりして馬鹿にする  

ことはありましたか」などであった。したがっ  

て，社会的攻撃と身体的攻撃の目撃経験を表す  

閑子と解釈され．“いじめ被害目撃”田子と命  

名された。第2医！子の項目は「誰かがショック  

をうけていたり，悲しんでいるとき，なかまは  

どのくらいその子を元気づけようとしました  

か」などであった．－、したがって，向社会的行動  

を目撃したことを表す因子と解釈され，‘▲向社  

会的行動日撃”因子と命名された。結果か  

ら，過去に目撃したいじめ被害尺度は，－■いじ  

め被害目撃”“向社会的行動目撃”の2因子か  

ら構成されることが明らかとなった。  
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職ble3 現在受けているいじめ被害尺度の因子分析結果（主因子法．バリマックス阿転）  

項目番号  項目内容  園子1【針i二2 平均値 SD  

現在のいじめ被害因子（α＝．91）  

【5ト7  なかまが あなたに対して，たたく，けるなど体をつかうけんかを しかけ  

てくることは，どのくらい ありますか。  

【5ト5  あなたは どのくらい なかまに おされたり．つきとばされたりします  
か。  

【5ト8 「言うとおりにしないと あなたとはもうつきあわない」といって，なかま  

が あなたをおどかすことがどのくらいありますか。  

【5ト3  なかまは どのくらい あなたにむかって どなったり．ひどいあだ名で呼  
んだりしますか。  

【5ト10 グループワークで同じ班なることが決まったなかまが．あなたの方を見て嫌  

な顔をしてきたことがありますか。  

【5ト11 あなたが運動をしたり，しゃべったりする梯子を なかまが手をたたいた  

1．15 （）．53  

1．17 （〕．ノ19  

1．13 （）．49  

1．29  し）．61  

1．27 （）．59  

1．35 （）．72  

．89  －．06  

．8l －．1ニZ  

．76 －．02  

．75 －．13  

．72  －．21  

．72  －．03  

り，まねしたりして馬鹿にすることはありますか。  

【5卜9  なかまが，あなたについてひどいことを言ったので．他の子があなたとつき ．72 －．1（〕1．ほ （）、5：う  

あわないようにすることがどのくらいありますか（、  

【5卜2  なかまが あなたにはらをたて．あなたを いろんな活動から なかまはず ．65 一．19 1∴う3 t）．57  
れにすることは，どれくらいありますか。  

【5卜12 あなたに対するなかまの衷情がこわくて，そのなかまを見ることができない ．57 －．1日 1∴i8 （）．71  

ことがありますか。   

現在の向社会的行軌経験因子（α＝．84）  

【5卜6  あなたが しあわせな気持ちになるようなことを なかまほどのくらいして －．12 ．82 3．73 け91  
くれますか。  

【5卜4  あなたが ショックをうけていたり，悲しんでいるとき，なかまは どのく －．19 ．82 3．87 （）．96  
らいあなたを元気づけようとしますか。  

【5卜1 あなたが手伝ってほしいとき，なかまはあなたをどのくらい手伝ってくれま －．06 ．73 3．糾 し）．84  
すか。  

因子負荷嵐の2乗和 4．94  2．05  

閃‾r負荷巌の2東和累稽％  58．29  

とを表す因子と解釈され，“現在の向社会的行動  

経験”因子と命名された。結果から，現在受け  

ているいじめ被害尺度は“現在のいじめ被害”  

“現在の向社会的行動経験”の2因子から構成さ  

れることが明らかとなった。   

上記の分析で因子構造が明らかにされた尺度・  

下位尺度の得点を加算し，項目数で割った値を，  

各尺度・下位尺度の得点とした。ここでつけ加え  

る点として，上記の結果に基づくと，「過去に目  

撃したいじめ被害尺度」と「現在受けているい  

じめ被害尺度」は2因子構造であるが，今後の  

分析では，社会的攻撃と身体的攻撃を比較して  

検討するため，「過去に受けたいじめ被害尺度」  

の“社会的攻撃被害’’と“身体的攻撃被害’’に相  

当する項目の得点を加算し項目数で割った値を  

それぞれの尺度得点とした。向社会的行動経験  

は分析の対象としないものとする。  

（5）各得点の男女差   

男女差を検討するため，算出された尺度得点に  

ついて，平均値の差の検定を行った（′指ble4）。  

その結果，過去の身体的攻撃被害，過去の身体的  

攻撃目撃，現在の身体的攻撃被害について1％水  

準，現在の社会的攻撃被害について5％水準で有  

意差が見られた。つまり男性は女性に比べ，過去  

に身体的攻撃の被害を受けたり，目撃した程度が  

高いこと，また現在において社会的攻撃．身体的  

攻撃の被害を受けている程度が高いことが明らか  

となった。男女差がみられたために．今後の解析  

は男女別に行うこととする。  

（6）過去の攻撃被害・目撃経験，および現在の  

攻撃被害が青年期後期における心理に及ぼ  

す影響   

過去の社会的・身体的攻撃被害・目撃経験と   
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nble4 男女別にみた青年期後期における心理．過去の社会的・身体的攻撃被害  

目撃経験，現在の社会的・身体的攻撃被害の平均値  

平均  SD  F値  ∫値（研  性別  N  

自己関係づけ  男  88  

女  161  

2．91  0．96  

2．89   088  

0．57  0．13  

（247）  

評価懸念  リま  87  

女  162  

3．川与  し）．88  

3．19  （）．87  

（）．08   －1．07  

（247）  

内省的自己意識  男  88  2．78  1．34  

女  162  3．10  1．19  

2．08   －1．91  

（248〕  

対人状況における行動・態度の諸特徴  男  88  2. 90 1，51  

女  163  2．74  1．40  

1，94  0．84  

し249）  

他者との関係における自己意識  男  88  

女  lfi3 

2．59  1．43  

2．（う3  1．37  

1．6とち  （j．67  

171   （）．61  

0．14   －0．21  

（249）  

遇よの社会的攻撃被害  リJ  ～ベト  

女  16：i  

059   －（135  

（2′191  

遇上の身体的攻撃被※  ljJ  トト  

女  lCil 

1．92  （）．82  

1．53  （）．61  

2．4：i   （）．71  

2∴iバ  （）．74  

ポ．41  4，（）（）＊＊  

1：拍牒7 リi＞・女  

け53  （）．52  

し249）  

遇よの社会的叔灘吊撃  那  ti8 

女  16ニj  

過上の身体的攻撃11撃   児  88  

女  16：う  

2．6り  0．81  

213  0．81  

（1．68  5．24＊＊  

（249） 男＞女  

現在の社会的攻撃被害  

現在の身体的攻撃被害  

リj  88  

女  Itj3 

りj  8日  

女  16こう  

1∴う8  （）．56  

1．22  し）．37  

1∴う6  （）．6′1  

1．12  し）．35  

10．RO  2．47率  

129．48  甥＞女  

26．4U  ：ヨ．17＊＊  

115．23  男＞女   

注：＊＊♪く．Ul．隼く．（J5   

現在の社会的・身体的攻撃被韓が青年期後期に  

おける自己関係づけ，評価懸念，対人恐怖心性  

へ及ばす影響を明らかにするため男女別にパス  

解析を行った。解析に糊いた変数は3水準に整  

理された。第1水準は過去の社会的攻撃被害と  

身体的攻撃被害．過去の社会的攻撃臼撃と身体  

的攻撃目撃，現在の社会的攻撃被害と身体的攻  

撃被害の6変数，第2水準は青年期後期におけ  

る自己関係づけと評価懸念，第3水準は青年期  

後期における対人恐怖心性（内省的自己意識，  

対人状況における行動・態度の諸特徴，他者と  

の関係における自己意識）である。解析は強制  

投入法の墓園帰分析によって行い．第2水準の  

2変数を基準変数にして第1水準の変数を説明  

変数とする解析と，第3水準の3変数を基準変  

数にして，第1と第2水準の変数を説明変数に  

する解析を行った。   

男子のパス解析結果における標準偏回帰係数  

と単相関係数を比較したところ，多重共線性の  

パスが出ている可能性が疑われた。原因は説明  

変数間の相関が高いためと考えられ，ここでは  

解釈をひかえ，男子においてのみ．社会的攻撃  

と身体的攻撃に分けてパス解析を行った。説明  

変数を過去の社会的攻撃被害，過去の社会的攻  

撃目撃．現在の社会的攻撃被害の3変数とした  

解析結果をngurelに示す。第1水準から第2  

水準への関連をみると，自己関係づけについて  

過去の社会的攻撃被害（β＝．30，♪＜．05）が正  

の関連を示し（点2＝．17，ダ（3，84）＝5．68，  

♪＜．01），評価懸念について過去の社会的攻撃  

被害（β＝．3乙♪＜．05）が正の関連を示してい  

た（鮮＝．ほ爪3，83）＝4．01．♪＜．05）。第1第  

2水準から第3水準への関連をみると．内省的自  

己意識について評価懸念（βニ．52，♪＜．01）が正  

の関連を示していた（ぱ＝．56，封5，81）＝20．78，  

♪＜．01）。対人状況における行動・態度の諸特  

徴について評価懸念（β＝．35．♪＜．05）が正  

の関連を示していた（点2＝．42，ダ（5，81）＝  
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【i・jJ、聖断Lノ性】  Ⅲ条約ユ生撃被ま巨【」撃経験】  

過よの社会的攻撃被曇手  

遇ノこの社釦机生野11撃  

硯在の社会的攻撃械害   

〟－＿4fI＊＊   

ngurel社会的攻撃の被害・Fニ‡撃経験が肯隼期後期における心理に及ぼす鋸響のパス・  

ダイアグラム（男子）  
注：放′【j・：はパス係放をホす」  

ヰ太線はパス係数が♪く＼．り1でイJ■意であることを示す  

→細線はパス係数が♪t．し）5で存意て■あることをホす  

♪く．01）が止の関連を示し府ケ16，ダ（6．15）＝  

4，93，♪＜．01），評価懸念について過去の社会  

的攻撃被害（β＝．42，♪く．01）が〉l仁の隣j連を  

示した（ガ2＝．12．ダ（6，153）＝3．62，♪く．01）  

第1第2水準から第3水準への関連をみると，内  

省的自己意識について評価懸念（β＝．61．♪＜∴01）  

が止の閑適を示した〔鮮＝．52．ダ（8．15）＝20．39，  

♪＜．01）－∴対人状批における行動・態度の諸特徴  

について過去の社会的攻撃被害（β＝．35，  

♪く．01）と評価懸念（β＝．43．β＜こ．01jが正の  

関連を示した（虎2＝．40．爪8．15）＝12．61．  

♪く．01）。他者との関係における自己意識につい  

て評価懸念（β＝．57，♪＜．01jが正の関連を示  

した収2＝．44，釣8，15）＝14．90，♪＜．01）。 

考  察  

（1）いじめ被害尺度について   

本研究の結果から，「過去に受けたいじめ被  

害尺度」は3因子構造，「過去に目撃したいじ  

め被害尺度」と「現在受けているいじめ被害尺  

度」は2因子構造であることが明らかになっ  

た。過去に受けたいじめについては，自分が実  

11．82，♪＜．01）。他者との関係における自己意  

識について自己関係づけ（β＝．49．♪く．01）が  

正の関連を示していた（月2＝．46，ダ（5，81）ニ  

13，84．♪く．01）。さらに∴説明変数を過去の身  

体的攻撃被乳 過去の身体的攻撃目撃＼現在の  

身体的攻撃被害の3変数とLた解析結果を  

Figure2に示す。第1水準から第2水準へは有  

意な関連がみられなかった。，第1第2水準から第  

3水準への関連をみると，内省的自己意識につい  

て過去の身体的攻撃被害（β＝．24．♪＜．01）と評  

価懸念（β＝．47，♪く．01）が正の関連を示して  

いた（ガ＝．62．ダ（5，81）＝25．98，♪く．01）。対人  

状況における行動・態度の諸特徴について過去  

の身体的攻撃被害（β＝．27，♪＜．01）と評価懸  

念（βニ．34，♪＜，05）が正の関連を示してい  

た（斤2＝．45，爪5，81）＝13．31．♪く．01）。他者  

との関係における自己意識について自己関係づ  

け（β＝．46，♪＜．01）が正の関連を示してい  

た庚2＝．賂爪5，81）＝13．83，カ＜．01）。   

女子の解析結果をFig∬e3に示す。、女子の結  

果において多重共線性は検出されなかった。第1  

水準から第2水準への関連をみると，自己関係づ  

けについて過去の社会的攻撃被害（β＝．41，  
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【身体的攻輝被署・l＝†撃据娘】  【対人恐怖心性】  

が＝．46確＊   

Figure2 身体的攻撃の被害・目撃経験が青年期後期における心矧二及ぼす影皆のパス  

ダイアグラム（タ3子）  

往：数′子：はパス條牧をホす、  

中大線はパス係数が♪く，01で有意であることをホすrJ  

→細線はパス係数が♪く．05で有意であることを′卜す．j  

【対人恐怖心作】  【廿余的・身作的牧野被告‥‖轡働灘】  

尺ニ＝．44＊＊   

Figure3 社会的攻撃t身体的攻撃の被害・目撃経験が青年期後期における心理に及ぼす影響の  

パス・ダイアグラム（女子）  
注：数字はパス係数を示す。  

ヰ太線はパス係数が♪く．01で有意であることを示す。  
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（3）仮説2の検討   

仮説2は，「自己関係づけと評価懸念は青年  

期後期における対人恐怖心性を高める」という  

ものであった。パス解析の結果から，仮説2は  

女子の自己関係づけについては支持されなかっ  

たが，男子の自己関係づけ，評価懸念 女子の  

評価懸念について支持されたと言える。蔵初  

に，対人恐怖心性の下位尺度について述べてお  

く。「内省的自己意識」は何をするにも自信が  

なかったり，気持ちの動揺が激しいなど，個人  

の中で経験されるものである。「対人状況にお  

ける行動・態度の諸特徴」は，集団の中にとけ  

こめない，人との交際が苦手であるなど，対人  

関係の中で経験されるものである。「他者との  

関係における自己意識」は，自分自身や，自分  

の顔つきが相手に悪い影響や嫌な感じを与えて  

いるのではないかと不安になるという内容であ  

る。すなわち，相手がどう思っているかは明確  

でなく，それが本人の意識過剰からくる妄想的  

なものである可能性も考えられる。  

（力男子の結果について   

本研究の結果から，男子において，過去の社  

会的攻撃被害が自己関係づけと評価懸念を介し  

て対人恐怖心性に影響を与えることが示唆され  

た。「評価懸念」と「内省的自己意識」，「対人状  

況における行動・態度の諸特徴」との関連につ  

いては，他者からの評価に対する心配や．否定  

的に評価されるのではないかという予測に対す  

る心配があると，何をするにも自信がなくなっ  

てしまったり，集団の中にとけこめなくなって  

しまうことが示唆された。男子における「自己  

関係づけ」と「他者との関係における自己意識」  

との関連については，自己関係づけは一般青年  

に見られる被害妄想的観念として位置づけられ  

るものであり，そのような妄想的な意識が「他  

者との関係における自己意識」の，実際に相手  

がどう思っているかは明確でないにも拘わらず  

相手に悪影響を及ぼしているのではないかと気  

にする妄想的な意識を高めたと考えられる。   

男子の身体的攻撃について，過去の身体的攻  

撃被害が，自己関係づけと評価懸念を介さず，  

対人恐怖心性に直接関連することが明らかと  

際に受けたものなので，社会的攻撃と身体的攻  

撃など，いじめの内容ごとの区別がより詳しく  

なされるが，目撃については，目撃したかどう  

かについてのみ区別され，どのようないじめを  

目撃したかの区別はなされていないことが示唆  

された。また，現在のいじめ被害については，  

規在は被害を受けている者がほとんどいない  

（現在のいじめ被害尺度の各項目の平均値が  

1．13～1．38）ために，いじめの内容ごとの区別  

がなされなかったと考えられる。  

（2）仮説1の検討  

「過去の社会的攻撃被害は，他の攻撃被害と比  

べて， 青年期後期における自己関係づけと評価  

懸念を高める」という仮説に関して．パス解析  

の結果から，男女において過去に受けた社会的  

攻撃の被害が．青年期後期における自己関係づ  

けや評価懸念に関連することが示された。一方，  

過去に受けた身体的攻撃の被害は青年期後期に  

おける自己関係づけや評価懸念に関連していな  

かった。以上から，過去に受けた攻撃被害の自  

己関係づけや評価懸念への影響は，受けた攻撃  

行動の内容により異なることが示され，仮説1  

は支持された。社会的攻撃は，顔の表情やしぐ  

さを使って相手を攻撃したり，悪い噂を広めた  

り無視をすることによって他者を排除しようと  

する攻撃である。そこで，この攻撃を受けた者  

は，被害を受けたことにより，他者の表情，し  

ぐさ，周囲の噂話に敏感になることが考えられ  

る。そして，そのために他者の悪意のこめられ  

ていない何気ない表情やしぐさ，自分に関係の  

ない噂話まで，自己に被害的にとらえてしまう  

自己関係づけ傾向が強くなり，その傾向は青年  

期後期まで続くということが本研究の結果から  

示唆された。そして，社会的攻撃被害は噂に  

よって排除される経験を含むことから，この攻  

撃を受けた者は，周問の自分に対する評価に敏  

感になることが考えられる。そのため，否定的  

に評価されるのではないかという予測に対する  

心配の程度である評価懸念が強くなり，その傾  

向は青年期後期まで続くことが示唆された。  
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される可能性が考えられる。一般に，女子は男  

子より，共感や向社会的行動が高いので，同性  

の他者に自己関連づけを否定してもらえる機会  

があり，このような結果になったとも考えられ  

る。また，過去の社会的攻撃被害から「対人状  

況における行動・態度の諸特徴」へ直接の影響  

がみられたという結果に関しては，社会的攻撃  

を受けたという経験のため，その後他者と関わ  

る機会への接近が抑制され，結果的に集団の中  

にとけこめなくなることが示唆された。女子に  

おいて，身体的攻撃被害から青年期後期におけ  

る心理に何も影響が出ていないが．これは女子  

が身体的攻撃を受けた経験が少ないためと考え  

られる。  

（4）仮説3の検討   

仮説3は，「過去の社会的攻撃の直接的被害  

のみならず，目撃経験も同様に青年期後期にお  

ける自己関係づけ，評価懸念，対人恐怖心性に  

影響を及ぼす」というものであったが，パス解  

析の結果，男女ともに，過去の社会的攻撃の目  

撃経験は青年期後期における自己関係づけ，評  

価懸念．対人恐怖心性へ影響を及ぼしていな  

かった。従って，仮説3は支持されなかった。  

社会的攻撃だけでなく．過去の身体的攻撃目撃  

経験も同様に，有意な関連がみられなかった。  

以上の結果から，いじめの被害を直接費けるこ  

とと．ただそれらを目撃することでは．本人に  

とっての探刻さが異なり，見られる影響に速い  

が出ることが示唆された。  

（5）仮説以外の結果について   

本研究では．過去の社会的攻撃被害と過去の  

社会的攻撃目撃経験が，青年期後期における自  

己関係づけ，評価懸念，対人恐怖心性に及ぼす  

影響を検討することを目的としていたが，青年  

期後期において社会的攻撃を受けている者につ  

いては．過去ではなく，現在の被害が影響して  

しまう可能性がある。そのため，現在の被害も  

説明変数に入れたうえで解析を行った結見 現  

在の社会的攻撃被害は．自己関係づけ，評価懸  

念 対人恐怖心性に影響を及ぼさないことが明  

らかとなった。しかしながら，これは，現在の  

なった。身体的攻撃被害の場合，殴る・蹴るな  

どの攻撃を受けるため．社会的攻撃被害のよう  

に他者の表情，しぐさ，周囲の噂などに注目す  

る必要がない。よって自己関係づけ，評価懸念  

を介さず，対人恐怖心性に直接影響する結果に  

なったと考えられる。身体的攻撃の被害を受け  

た場合も，社会的攻撃被害と同様に対人恐怖心  

性に影響が出ることから，どのようないじめの  

種類であっても対人恐怖心性に影響が出ること  

は共通する可能性が示唆された。身体的攻撃被  

害から村人恐怖心性への影響は「内省的自己意  

識」，「対人状況における行動・態度の諸特徴」  

にみられた。殴る一蹴るなどの攻撃を受けると  

いうネガティブな経験をすることにより，何を  

するにも自信がなくなったり．集団の中にとけ  

こめなくなることが示唆された。  

②女子の結果について   

女子においては，評価懸念が「内省的自己意  

識」，「対人状況における行動・態度の諸特徴」．  

「他者との関係における自己意識」に影響を与  

え，自己関係づけは対人恐怖心性に影響を及ぼ  

していなかった。また，過去の社会的攻撃被害  

から「対人状況における行動・態度の諸特徴」  

へ直接の影響がみられた。よって．過去の社会  

的攻撃被害は直接，または評価懸念を介して，  

対人恐怖心性に影響を与えることが示唆され  

た。評価懸念から「他者との関係における自己  

意識」への影響は，女子においてのみみられる  

ものであった。この理由として，女子の場合は  

相手から評価されることを心配する傾向が高い  

と，少しでも相手に悪く見られないようにする  

ため，自分が相手に悪い影響を与えていないか  

どうかについても気にするようになることが考  

えられる。つまり，評価懸念が対人恐怖心性に  

及ぼす影響の結果から，男子より女子の方が対  

人関係に関して気を使うことが推測された。一  

方，女子の場合．自己関係づけから対人恐怖心  

性へは何も影響がなかった。この結果から，自  

己に被害的に関連づけるだけでは，対人恐怖心  

性につながらないことが示唆された。自己関連  

づけがあっても，事実はそうではないことを確  

認するなどの適切な処置をすれば，疑念が解消  
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社会的攻撃被害が影響を及ぼさないというより  

も，現在被害を受けている者が極めて少数であ  

るために．このような結果になったことが考え  

られる。   

以上の結果と考察をふまえ，本研究の社会的  

意義について述べる。本研究の結果から，過去  

に社会的攻撃を受けていた人は青年期後期にお  

いても，周囲の出来事を自己に被害的にとらえ  

る傾向や，他者の評価を気にする傾向が高くあ  

り続け．その結果，対人恐怖的になってしまう  

可能性が示唆された。社会的攻撃を受けたこと  

によって．知らず知らずのうちにそのような状  

況に陥っている可能性があることに気づくこと  

は，それらの傾向を少しずつ変えていくきっか  

けになると考えられる。その点で本研究は，過  

去に社会的攻撃を受けたことのある青年に対す  

る支援に役立つことが期待されるといえよう。  

本研究の問題点としては，過去の社会的攻撃被  

害，身体的攻撃被害，現在の社会的攻撃被害，  

身体的攻撃被害に関して，得点が低いほうにか  

たよっていることが挙げられる。今後の課題と  

して，被害者のサンプルを多くとるように工夫  

し，分析を行うことが必要である。また，縦断  

的研究など，因果関係を検証できるモデルでの  

検討も望まれる。  
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