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大都市高校生の家庭環境に関する考察

　　　　筑波大学心理学系

　　　堀　　　洋　道

筑波大学大学院（博）心理学研究科

　　　吉　田　富二雄

　　　　　　　　　　問　　題

　戦後，特に高度経済成長によって，日本社会は急速に

変化し，現代の高度産業化社会・都市化社会・情報化社

会の出現をみるに至った．これらの変化が急激であった

ため，われわれをとりまく環境は様々の問題を背負い

こむことになり，以前とは大きく異なった特質をもつこ

とになった．青少年をとりまく環境という観点からみて

も，自然破壊や公害，交通事故などの生活環境の悪化，

核家族化の進行と家庭の機能低下，蔓験地獄の過熱化と

学校教育の混乱，近隣・地域社会の崩壊，マス・メデイ

アの急速な拡張，遊び場の減少といわゆる「仲間集団」

の喪失など，環境の変化の問題点あげればきりがない．

その中でも特に，親子という，いわば抜き差しならない

人間関係を含む家庭環境における変化は重要である．戦

争中に青少年期を過した，現代高校生の多くの親たち

は，自分たちとは全く異る物質的・精神的社会状況の下

で育らた子どもたちに対して，とまどい，親としての適

切な役割をどのようにとってよいのか分らず，子の教育

に関して自信を失っているのではないかとさえ思われ

る．事実，近年にわかに注目されるようになった，小中

学生における一見理由の不明な自殺，祖母や子の殺害に

まで至る家庭内暴力の発生，ごく普通の家庭の子どもに

おける罪意識や規範意識の欠如した非行，どのひとつを

とってみても，親子を中心とした人間関係のあり方が重

大な危機に直面していることを窺わせるに十分である．

しかも専門家は，自殺や家庭内暴力にふれて，社会のゆ

がみの集中的表現であり，今後ともより大きな問題とな

るだろうと予測している．こうした現代的状況にあって，

たとえ適切な解決策がすぐに見つかるものではないにせ

よ，われわれに出来ることはまず第一に現実を冷静に見

つめることであろう．そうした視点に立ってわれわれは，

青少年をとり囲む様々な生活環境（家庭・学校・近隣

等）カ干青少年のうちにいかなる心理的特徴をもたらすか，

又，どのような問題行動と結びついているのかを明らか

にするための調査1）を行った．その結果，従来から指

摘されてきた点も含めて，環境のもつ様々な問題点が青

少年の心理・行動的特性と結びつく形で浮彫りにされ，

なかでも家庭環境の問題が大きく浮かび上がった．そこ．

で本稿では，特に家庭環境に焦点をしぼり，青少年の心

理・行動的特性，社会意識，性意識に家庭環境がどのよ

うな影響を及ぼしているのかを，新たに分析したデータ

に基づいて検討する．

方　　法

　調査の実施状況と回収標本の構成

　（1）調査地域：東京都区部と市部．

　（2）標本抽出：無作為2段抽出．まず第1段として都

内を1，OOO世帯ずつのセルにし，第2段でそのセルの中

の満15～18歳の男女を無作為に抽出した．

　（3）調査対象：高校生（サンプリングの段階で抽出し

た満15～18歳の男女が，社会人または中学生等の場合は

調査対象外とした）．

　（4）調査方法：留置法（留置時，回収時ともに対象者

本人との接触に限定し，両親を含む第三者の介在を排除

する方法をとった）．依頼の際に本人が不在の場合，保

護者に承諾を得て調査票を封筒に入れ預け，回収の際も

同様に密封して受領した．

　（5）調査期間：昭和53年10月5日から同年10月12日ま

で．

　（6）調査数：1，500標本．

　（7）有効回収標数：1，368標本．

　回収された標本の基本的な属性は以下の遠りである．

　（1）性・学年別

1年　　　　2年　　　　3年

N＝1，368 479　　　　　　　　459　　　　　　　　430

35．O％　　　　33，6　　　　　31．4

男子　714　　　254
（52．2％）　　35．6％

248　　　　　2ユ2

34，7　　　　　　　29．7

1）　「大都市高校生の心理的特徴と生活環境」　（昭53

　　和年東京都青少年問題報告）

女子　654
（47．8％）

225　　　　　　　　211　　　　　　　　218

34．4％　　　　　32，3　　　　　　33．3
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（2）学校の国公・私立別

筑波大学心理学研究 第2号

私　立　　　国公立　　　N・A

N二1，368 743　　　　　622　　　　　　3

54．3％　　　　　45．5　　　　　　　0．2

　尚，質問項目全体の詳細については，「大都市高校生

の心理的特徴と生活環境」（昭和年53度東京都青少年問

題調査報告書）を参照されたい．

結果と考察

（3）学　　　科

普通科商業科工業科姦錬の…

N＝1．368　　　　　1．094　　　　　146　　　　　100　　　　　26　　　　2

　　　　　　80．0％　　10．7　　　　7．3　　　　1．9　　0．1

（4）共学の有無

共　学　　男子校　　女子校　　N・A

N＝1．368　　　　　　727　　　　　　307　　　　　　331　　　　　　　　3

　　　　　　53．1％　　22，4　　　　24．2　　　　0，2

　調査内容

　本調査の質問内容は，（A）高校生の認知した環境に

関するもの，　（B）現代高校生の心理的特徴を測定する

もの，　（C）様々の問題行動に関するもの，（D）その

他，以上4部分から構成されている．（A）環境変数は

更に，①家庭，②学校，③近隣，④盛り場，⑤交友，⑥

社会，⑦マス・メデイアの7領域に分けられるが，本

稿では，その分析対象を主に①家庭環境に限定してい

る．家庭環境に関する質問項目は次の通りである．家族

構成・形態，個室の有無，父・母職業，父・母学歴，父

・母イメージ，父・母養育態度，両親関係，生活水準，

近所づきあい，父母の生き方是非，話し合い，兄弟との

関係，叱言の内容，家庭評価，等．

　（B）心理的特徴の測定に関しては，　「Yes」　rNo」

の2件法による28個の質問項目を用意し，（1）目己顕示，

（2）孤独，（3）甘え，（4）トレランス，（5）劣等感，（7）精神的疲

労，（7）フィーリング（直観重視），　（8）フィーリング（映

像志向），（9）自己意識（拡散），⑩自己意識（未成熟）の

10個の心理変数の測定を行った．このうち，（7）（8）フィー

リングに関しては，家庭環境と直接的な関連をもたない

ので本稿における分析では除いた．

　（C）問題行動傾向は現実には多くの種類があるが，

「家出したいと思うこと」「学校をやめたいと思うこと」

「死にたいと思うこと」「人をなぐったり，暴れまわり

たいと思うこと」の4側面にしぽり，それぞれどの程度

しばしばそうしたいと思ったか，4件法で尋ねた．従っ

て，家出・退学（登校拒否）・自殺・暴力という行動そ

のものではなく，行動の念慮の段階で測定している．

　（D）その他は，青少年の意識や行動の重要な側面で

ある生活時間や生活行動，性意識，社会意識，風俗への

態度等を含むが，本稿では性意識と社会意識のみについ

て家庭環境との関係を検討した．

　　1．家庭環境の構造と家庭評価

　本調査では，家庭環境2）に関して，（1）家・両親の属性，

（2）両親像，（3）両親の養育態度，（4）家庭内コミュニケーシ

目ン，（5）家庭評価の5つの側面から様々な質問を試み

ている．ここでは家庭の全体像を分析するため，表1に

あげた26の質問項目を数量化皿類の分析に付し，4本の

基本軸を選び出した．数量化皿類の分析に用いた項目は

両親像，両親との関係に関するものが殆んどであるが，

それは家庭環境の核心は親と子の係わり方にあるという

考えによる．表21a〕～（d〕は，各軸毎に，プラス領域およ

びマイナス領域において，カテゴリー・ウエイトの絶対

値の大きなカテゴリーを選び整理したものである．以下

順に第1軸から第4軸までの内容を検討する．

　まず第1軸のプラス領域をみると，「父（母）は暖か

い（No）」　「父（母）はわがまま」　「父（母）は私の気

持をわかろうとしている（No）」　「父の生き方一自分の

遊び中心」　「母は悩みを聞く（No）」「母と話す（No）」

r両親仲よい（No）」　r生活水準低い」のカテゴリーが

並び，逆にマイナス頒域には「父（母）は悩みを聞く」

「父（母）は気持をわかろうとしている」　「父（母）と

よく話す」　「父（母）は期待している」「父は暖かい」

「父の生き方一家庭中心」「父は思いやりがある」「家

族団らんに参加する」等のカテゴリーが属している．こ

れから明らかなように，第1軸は，両親が暖かい理解あ

る態度で子に接し，子を受容しようとしているのか，あ

るいは逆に，両親がわがままで，冷たい拒否的な態度で

子に接しているのかを表わす軸と考えられる．それ故第

1軸はr受容一拒否」の軸と名づける．図11a〕をみると，

この軸上において家庭評価項目は明確な差異を示してい

る．即ち，　「家に生まれてイヤ」と思うことが「全く」

あるいは「あまり」ないと答えた高校生が，家庭をr受

容的」とみているのに対して，rよく」あるいはrとき

どき」あると答えた高校生は，家庭を「拒否的」と認矢口

し好対照を示している．また，「家にいると安心（No）」

r父の生き方をしたい（No）」r母の生き方をしたい（No）」

と家庭・両親を否定的に評価している高校生は，家庭環

2）　ここでいう家庭環境とは，高校生が認知した家庭

　の姿であり，家庭の実態そのものではない．したが

　って，この認知された家庭のある部分は，現実の家

　庭をそのまま反映していることもあるが，又ある部

　分は，高校生の家庭への係わりあいを示すものと考

　えられる．
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表1　数量化皿類に用いた項目とそのカテゴリー
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表2　カテゴリー・ウエイト表（家庭環境）

la）第1軸　（r＝．362）
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項目（カテゴリー）

生き方（家庭中心／仕事中心／自分の遊び中心）

おもいやりあり／わがまま

地　味　　　　／派　手

努力型　　　／ノンビリ型

拒↑

否

家にいること多し伶外に出ることが多い

おもいやりあり／わがまま

地　味　　　　／派　手

努力型　　　　／ノンビリ型

何かにつけて私の行動に口をはさむ（YES／NO）

私の気持ちをわかろうとしている…（YES／NO）

私に対して暖かい・………・……・……（YEs／N0）

たいてい私のいう方におれてくれる（YEs／N0）

何かにつけて目分の考えを私に
　おしつけようとする………………　（YEs／N0）

私の悩みごとをよく聞いてくれる…（YEs／N0）

怒ってもあ津りこわくない…………（YEs／N0）

私に大きな期待をかけている………　（YEs／N0）

フ

ラ

ス

（十）

領

域

カ　テ　ゴ　リ　ー

母は暖かい（NO）

父は暖かい（NO）

母はわがまま

母は気持ちをわかろうとしてい
　る　　　　　　　　（NO）

父の生き方一自分の遊び中心

父母の仲は良い　　　（NO）

父は気持ちをわかろうとしてい
　る　　　　　　　　（NO）

父はわがまま

生活水準低い

母とよく話す（NO）

母は悩みを聞いてくれる（N0）

父はノンビリ型

ウェイト

4．024

3．438

3．271

2．847

2．791

2．479

2．346

2．134

1．699

1．698

1．661

1．436

叱言なし（0～1）叱言数（2～4）叱言多し（5以上）

父母の仲は，よその家庭に比べて
　良い方だと思う………・…

家で何か大事なことを決める時，
　母の意見が通ることが多い一…・・

我が家の生活水準は低いほうだと
　思う…

（YES／NO）

（YEs／N0）

（YEs／NO）

父親とよく話をする…・　　　　　（YEs／N0）

母親とよく話をする…・・・……・…一・（YEs／N0）

家の仕事や家事をよく手伝う・…・…・（YEs／N0）

兄弟姉妹とは仲がよい……・・…　　　（YES／NO）

家族団らんに積極的に加わる………（YEs／N0）

家では自分の部屋に一人でいるこ
　とが多い………　　　　　　　　　（YEs／N0）

母は私に期待している 一0．827

父は暖かい 一〇．830

マ
母とよく話す 一0．845

イ
母は気持ちをわかろうとしてい
る

一0．853

ナ 父は思いやりがある 一〇．884

ス 父は私に期待している 一1．083

（一） 父の生き方一家庭中心 一1．111

父は気持ちをわかろうとしてい
領 る

一1．248

域
母は悩みを聞いてくれる 一1．447

家族団らんに参加する 一1．723

受 父とよく話す 一1I915－
↓
容

父は悩みを聞いてくれる 一2．278

注，以後，カテゴリー内容表記の際（YE　S）は項

　　目名のみを記す．

境を「拒否的」と認知している．こうしてみると，第1

軸「受容一拒否」の尺度は，家庭環境の構造を分析する上

で極めて重要な軸といえよう．同様に第2軸をみると（表

2（b〕），プラス領域では，　「父（母）は考えをおしつけ

る」　「父（母）は行動に口をはさむ」　「父（母）は期待

している」「叱言多し」等のカテゴリーが高いウエイト

をもち，逆にマイナス領域では，「父（母）は行動に口

をはさむ（No）」　「父（母）は考えをおしつける（No）」r父

（母）は期待している（No）」「父（母）は私のいう方

におれる」「叱言なし」等に高いウエイトが示されてい

る．したがって第2軸は，両親が子の行動に干渉し，子

を思い通りにしようとしているのか，あるいは逆に，子

に対して期待せず，行動に口をはさむこともせず，ただ放

任しているのかを表わす軸と考えられる．それ故第2軸

は「放任一干渉」の軸と名づける．図1－lb〕をみると「家

に生まれてイヤ」と「よく」あるいは「ときどき」思う

という回答は「干渉」方向に多く，「干渉」的家庭の高

校生は家庭環境をネガテイヴに評価している．しかし同

時に，「父の生き方をしたい」「母の生き方をしたい」

という，両親に対するポジティヴな評価もまた，軸の

「干渉」方向に多く，　「干渉」的家庭環境が高校生に及

ぽす影響は決して単純ではない．

　次に第3軸を検討する（表2－1・〕）．この軸のプラス領

域をみると，父親については「考えをおしつける」　「行

動に口をはさむ」　「暖かい（No）」　「わがまま」　「生き
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（b1第2軸　（r＝．250）

筑波大学心’理 学研究第2号

（・〕第．3軸 （r二．239）

カ　テ ゴ　リ　ー ウェイト

干↑ 母は考えをおしつけようとする 3．435

渉 一叱言多し（5以上） 3．130

プ’ 父は行動に口をはさむ 2．794

ラ
父は考えをおしつけようとする 2．412

母は行動に口をはさむ 1．840

ス
父は私に期待している 1．646

（十） 母はわがまま 1．351

領
’母は暖かい （NO） 1．292

母は私に期待している 1．246

域
父と話す 1．189

母は私のいう方におれる（NO） 1．175

父は私のいう方におれる（NO） 1．173

父母の仲は良い （N0） 一〇．771

父ぽ怒ってもこわくない（N0） 一0．861

父の生き方一自分の遊び中心 一〇．865
マ

イ
父は考えをおしつけようとする

（NO）
一1．051

ナ
父は私のいう方におれる 一1．198

ス
父は行動に口をはさむ（NO） 一1．257

（一） 母は私のいう方におれる 一1．277

領
父は私に期待している（NO） 一1．317

母は考えるおしつけようとする
域 （NO）

一1．435

母は私に期待している （NO） 一1．606

放 叱言なし（O～1） 一2．719
任

↓ 母は行動に口をはさむ （NO） 一2．786

父↑

親
支
配
　　プ

　　ラ

　　ス

　　（十）

　　領

　　域

カ　テ　ゴ　リ　ー

父は考えをおしつけようとする

父は行動に口をけさむ

父は暖かい一　　　　（NO）

父はわがまま

父の生き方一自分の遊び中心

父は私のいう方におれる（NO）

母は私のいう方におれる

父は派手

自分の部屋に1人でいること多
し

母は行動に口をはさむ　（NO）

父は気持ちをわかろうとしてい
る　　　　　　　　　（NO）

母は家にいることが多い

ウェイト

方一自分の遊び中心」r私のいう方におれる（No）」r派

手」，また母親については，「私のいう方におれる」「行

動に口をはさむ（No）」　「家にいること多し」という項

目が属している．一方マイナス領域をみると，父親につい

てはr私のいう方におれる」r考えをおしつける（No）」と

いうカテゴリーが，また母親については「わがまま」「暖

かい」「派手」　「気持をわかろうとする」「外に出ること

多し」r家で大事なことを決める時，母の意見通る」r考

えをおしつける」という内容のカテゴリーが並んでい

る．したがってプラス方向は，母親や子に対して支配的

でわがままな父親，子に対して甘く弱い母親，という両

親の家庭をあらわし，逆にマイナス方向は，父親や子に

対して強く，わがままに振舞う母親とおとなしく影の薄

い父親の姿を示している．それ故，第3軸を「母親支配一

父親支配」の軸とよぷことにする．家庭評価についてみ

ると，この尺度は「父の生き方をしたい」の項目とのみ

有意な関連を示し，「将来は父のような生き方をしたい」

2．874

2．301

2．088

2．086

1．471

1．321

1．282

1．094

1．081

1．063

0．981

0．899

母
親
支
配

マ

イ

ナ

ス

（一）

領

域

父は行動に口をはさむ　（NO）

父とよく話す

母は私のいう方におれる（NO）

父は考えをおしつけようとする
　　　　　　　　　　（NO）

父は私のいう方におれる

母は考えをおしつけようとする

大事なことを決める時，母の意
見が通る

母は外に出ること多い

母は気持ちをわかろうとしてい
る　　　　　　　　　（NO）

母は派手

母は暖かい　　　　　　（NO）

母はわがまま

一1，143

－1，216

－1，382

－1，453

－1，519

－2，060

－2，237

－2，316

－2，585

－2，779

－3，156

－4．476

と答えた高校生は「母親支配」の方向に多い一

　最後に第4軸をみる（表2－d〕）．この軸のプラス領域

には，　「部屋に1人でいること多し」　「家族団らんに参

加する（No）」　「兄弟仲はよい（No）」というカテゴリ

ーが，更に両親については「父（母）とよく話す（No）」

「父（母）は期待している」「父（母）は怒ってもこわ

くない」という内容のカテゴリーが並び，！人で部屋に

こもって，家庭の共同生活にコミットしない回答者当人

の姿が浮かぷ．一方マイナス領域には，「父（母）とよ

く話す」　「家族団らんに参加する」　「仕事や家事を手伝

う」r父の生き方一自分の遊び中心」r父は派手」　r父は

わがまま」等のカテゴリーが並び，積極的に家庭生活に

参加する回答者自身を示していると思われる1したがっ

て第4軸はrコミットメントあリーコミットメントなし」

の軸と名づける．この軸はr家にいると安心」「父の生
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ヨ

ツ

ト

メ

ン

ト

な

し

フ

ラ

ス

（十）

領

域
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カ　テ　ゴ　リ

母と話す　　　　　　（NO）

自分の部屋に1人でいること多
し

父は私に期待している、．．

母は私に期待している

家族団らんに参加する　（NO）

兄弟仲よい　　■　　　（NO）

父は怒ってもこわくない’’

父と話す．　　　　（NO）
母は外に出ることが多い

母は怒っても一こわ一くない一

母は悩みをきいてくれる（NO）

父は思いやりがある

ウェイト

3．083

2．808

1．827

1．534

1．222

1，095

’il069

1．021

0，991

－0、一986－

O．868

0．806

母とよく話す 二1．5ユ6

生活水準低い 一1．533

マ 父はノンビリ型 一1．569

イ 母は私に期待している （NO） 一1．663

ナ 父は私に期待している ’（N’O）■ 二11903■’

ス 父は暖かい （NO） 一1．911

コ
、

（一） 父とよく話す 一2．O09
ミ

領
家の仕事や家事を手伝う 一2．030

ツ

ト 父はわがまま 一2．164
メ 域
ン

家族団らんに参加する 一2．296

ト 父は派手 一2．502
あ
り↓ 父の生き方一自分の遊び中心 一3．448

き一方しだい」の項目と有意な関連を示し，　「家にいると

安心」と思う考は「コミットメントあり」の方向に，ま

た「父の生き方しだい」と思う者は，「コミットメント

なし」の方向に多い。

　尚，第3軸と第4軸は，性・学年と有意な関連を示して

いる．即ち，第3軸では，1年が家庭を「母親支配的」

とみなすのに対して2，3年になると’r父親支配的」と

みなす方向に変化している．これは家庭環境自体の変化

というよりは，むしろ長ずるにつれて家庭をみる眼が変

化したと考えるべきであろう．高校生，特に男子高校生

は長ずるにつれて母親の支配を離れ，父母の関係を冷静

にみつめることができるようになるからである．また，

第4軸については，男子が「コミットメント、なし」方向

に位置するのに対して，女子は「コミットメントあり」

方向に多い点が指摘される．

　以上，数量化皿類の結果得られた軸が何を意味するか

を検討してきた．その結果「受容一拒否」「放任一干渉」

「母親支配一父親支配」「コミットメントあり一コミット

（a）第1軸

　　　　　受容　一20－100　10　20　3040　拒否

←］」」　　　　　　全くないあまリか　ときどきある　　よ’くある
家に生まれてイヤ　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
　　　　　　　　　YES　　　　　NO
家にいると安心　　　　　e　　　　　　　　　　　　　＊＊
　　　　　　　YES　　　　NO
父の生き方したい　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
　　　　　　　YES　　　　NO
母の生き方したい　　　　　　　　　　　　　　　　．＊＊

（b）第2軸

　　　　　放任一5　　　0　　　　5　　　干渉
　　　　　　　全くないあまリ姑・ときどきある　　　よくある
家に生まれてイヤ　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊

家にいると安心　　　　YES　NO
父の生き方したい　　　NO　　　　　　YES　　　　　＊＊

母の生き方したい　　　NO　　　YES
（o）第3軸

　　　■母親支酉卜5’　　0　　　　5　　　父親支配

　　　　　　　　　よくあるあまリない

l1診㌻・等ザ
（d）第4軸

　コミットメントあリー5　　　　0 5コミットメントなし

＊＊

　　　　　　　　　ときどきあるよくある
1．家に生まれてイヤ　　　　　　　　あまリか
　　　　　　　　　　　全くか

l1篶壬11㌻汗ユ　薫
注　＊は5％水準，＊＊は1％水準の有意差を示す（分散分析）。

図1　サンプル・スコアーの平均値（家庭評価）

　　　　　　（×10■2）

メン、トなし」の4本の軸が全体的家庭像分析のための基

本軸として抽出された．ではこうした家庭像をもつ家庭

環境の下で育った高校生はξのような心理的特徴をも

ち’，どのような行動特性を示すのだろうか．’以上の分析

で得られた4本の基本軸を手がかりとして，以下では，

現代高校生の心理・行動的特性，社会意識，および性意

識と家庭環境との関係を検討する．

　　　　　　　21心理変数と家庭環境

　本稿では，心理変数「自己顕示」「孤独」「甘え」「ト

レランス」「劣等感」「精神的疲労」「自己意識（拡散）」

「自己意識（未成熟）」と家庭環境の各軸との関係を分

析し，現代高校生の心理的特性に家庭環境がどのような

影響を及ぼしているのを明らかにする．

　まず，心理尺度の構成についてのべよう．表3は，そ

れぞれの心理尺度を構成する質問項目とその肯定率を示

している．各尺度得点は，該当項目に「ハイ」と答えれ

ば1点として加算された．したがって，　「自己顕示」は

0～2点，　「精神的疲労」は0～8点に分布する．心理

尺度の内容についていえば，これらの心理尺度は，（1）現

代の環境的特質がどのような心理的特徴と結びつきやす
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表3　心理尺度の内容

1．　自己顕示
　9．何かをする時に，周りに見ている人が多いとハリキル方だ…

　17．何か変ったことをして人をアッといわせたい気持が強い

2．孤　　　　独

　4、自分のことを誰もわかってくれないと思う

　17．大勢の中にいても自分は1人ぽっちだと思うことがある

3．甘　　　　え

　2．自分が勉強している時に親が気をつかうのは当然である

　28．自分でできることでも他の人に手伝ってもらう方である

4．　トレランス（耐性）

　6．イヤなことがあってもその場ではジッと耐える方だ

　13．言いたいことをがまんしても，他人の意見を聞くことカミできる

　⑳．ちょ・としたことでひどく怒ってしまうことがある（N0）

5．劣　等　感
　8．失敗しないかといつも心配である

　12、自分をダメな人間だと思うことがしばしばある

6．精神的疲労
　7　自分に直接関係すること以外は関心がもてない

　16物事に感動することはめったにない

　21何をするにも自分からはすすんでする気にならない

　14毎日が単調でつまらない感じがする

　15　いつも何となくだるい感じがする

　19毎日あれこれやっているのに退屈な感じがする

　23何となく神経がすりへった感じだ

　25何かを考えようとしても，考えがまとまらないことが多い

7．　目己意識（拡散）

　10今の自分は本当の自分でないような気がすることがある

　20現在一番したいことが何なのが自分でもわからない

8．　自己意識（未成熟）

　27　自分がどんな人間であるか，あまり考えたことがない

注　数字は肯定率．

1全体

35，7

45．6

20，4

41．2

29，8

27．7

70，2

68，9

48．8

47，1

57．5

27，5

16，8

24，9

51，9

47，7

41，0

39，1

48．9

44，1

40．5

32．9

男

40，3

50．6

20，3

36．8

29，1

27．7

70，4

68，9

50．1

47，1

52．8

30，7

21，6

26，6

54，5

50，7

41，7

38，1

51．4

41，9

37．O

37．4

（％）

ただし，番号に○印のついた項目は「NO」が心理的特性に該当し，その割合を示す．

女

30，6

40．2

20，5

46．0

30，4

28．3

70，0

69．0

4714

47，4

62．7

24，0

11，6

23，1

49，1

44，3

40，2

40，2

46．2

46，5

44．3

28．0

いか，（2）家出・自殺・登校拒否・家庭内暴力その他の問

題行動のうちに，どのような心理的機制が働いているの

かを明らかにする，という本調査の基本的意図から導出

されたものである．以下順に，心理変数と家庭環境の関

係を検討する．

　まず第1軸r受容一拒否」と心理変数との関係をみよう

（図一21・〕）．軸のマイナス方向からプラス方向に向かう

に従い，言い換えれば，家庭環境が「受容」的から「拒

否」的に移るにつれて，「孤独」および「甘え」　「劣等

感」　r精神的疲労」　「自己意識（拡散）」「自己意識（未

成熟）」はその心理的特性の程度を深め，逆にrトレラ

ンス」はその欠如の程度を強めている．即ち，　「拒否」

的家庭環境は，より強い「孤独感」「トレランスの欠如」

r甘え」「劣等感」「精神的疲労」を高校生のうちにも

たらし，しかもそうした傾向は，無気力・無関心・無感

動といった項目を含む「精神的疲労」において特に著し

い．また，　「拒否」的家庭環境に育った高校生は，明確

な自己像を持ちにくく（自己意識未成熟）自分が何をし
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l　a）第1軸

1．自己顕示

2．孤独

3．甘え

4．トレランス

5．劣等感

6．精神的疲労

7．自己意識（拡散）

8．白己意識（未成熟）

（b）第2軸

1．自已顕示

2．孤独

3．甘え

4．トレランス

5．劣等感

6．精神的疲労

7．自己意識（拡散）

8．自己意識（未成熟）
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（o）第3軸　　　　母親支配

1．自已顕示

2．孤独

3．廿え

4．トレランス

5．劣等感

6．精神的疲労

7．自已意識（拡散）

8．自己意識（未成熟）

一5 0　　　　　　　　　5　　　　父親支配

＊＊

＊＊

＊＊

＊＊

＊＊

＊＊

＊

＊＊

＊＊

＊＊

＊＊
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（d）第4軸　　コミットメントあ1〕

1．自己顕示

21孤独
3．廿え

4．トレランス

5．劣等感

6．精神的疲労

7．自己意識（拡散）

8．自己意識（未成熟）

0　　　21

　　　2

一5

2　　　1　0

　　2　01
　　021
　21456803　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7

0　　　　　　　　　　5コミットメントなし

20

1842
　　21

　　0

1　　　2

12

1．2

→　02

56　　73

注：＊は5％水準・＊＊は1％水準の有意差を示す（分散分析工

図2　サンプル・スコアの平均値（心理変数）

たいのかもわからない（自己意識拡散）といえる．しか

しr自己顕示」は，r受容一拒否」の軸上で明確な差異

を示していない．このようにみると，第1軸は「自己顕

示」を除くほぼ全ての心理変数と強い関連をもち，　「拒

否」的家庭環境にある高校生がネガティヴな心理的特性

をもつことを示している．エリクソンによれば，乳児は

母親の受容的愛情を通して，世界に対する基本的信頼感

を獲得するという．しかし，以上みてきた結果は，受容

的愛情あるいは家庭の「受容」性が，単に乳幼児期のみ

ならず青年期においても重要であることを示唆してい

る．したがって，第1軸「受容一拒否」は，子に心理的

（X1O■2）

安定を与えるという基本的機能を家庭が果たしているか

どうかを判断する上できわめて重要な軸ということがで

きよう．

　同様に第2軸「放任一干渉」について検討する（図2一

（b〕）．第2軸において，「放任」から「干渉」方向へ向か

うに従い，「自己顕示」および「孤独」　「甘え」　「劣等

感」　「自己意識（拡散）」はその心理的特性の程度を強

め，逆に「トレランス」はその欠如を強めている．即ち

r干渉」的家庭の高校生はより強いr自己顕示」「孤独」

「甘え」「トレランスの欠如」「劣等感」「自己意識（拡

散）」を示している．r精神的疲労」に関しては第1輯ほ
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ど明確な差は示さないが，全体として，r干渉」的家庭

の方がr放任」的家庭に比較して，より強い疲労感をあ

らわしている．しかしr自己意識一（未成熟）」について

は有差な差はない．以上から，第2軸「放任一干渉」に

ついては，「干渉」的家庭の高校生がネガティヴな心理

特性を示すと考えられる．

　次に，第3軸「母親支配一父親支配」と心理変数との

関係へ移る（図2一・〕）．第3軸は，第1軸r受容一拒否」，

第2軸r放任一干渉」とは異なり，すべての心理変数に

ついて有意な関連を示していない．しかし，しいてあげ

るとすれば，「自己意識（拡散）」r自己意識（未成熟）」

について関係が認められ，　r拡散」はr父親支配」，r未

成熟」はr母親支配」の方向に傾向を示している．近年

論議を呼んでいる家庭内暴力にふれて，識者は，「母親

の力が強く，父親の影が薄い」という点を家庭内暴力を

生みやすい家庭の特徴として指摘しているが，心理変数

の面からみるかぎり，　「母親支配」型家庭のもつそうし

た特徴はあまり明確ではない．その理由の1つとして，

第3軸「母親支配一父親支配」は，第1軸「受容一拒否」，

第2軸「放任一干渉」と組み合わされて始めてその効果

を発揮するのではないか，という点が考えられる．しか

し後述するように，問題行動（特に自殺）は，この軸と明

確な関連を示している．では，心理変数と問題行動傾向

とのそうした違いは何によるものだろうか，この点につ

いては問題行動傾向の項でふれてみたい．

　最後に第4軸「コミヅトメントあり一コミットメント

なし」と心理変数の関係をみる．図2－d〕にみる通り，

r自己顕示」r精神的疲労」はこの軸上で有意な差を示

し，「コミットメントなし」方向において，より強い「自

己顕示」と「精神的疲労」が認められた．しかし，他の

変数については有意な関連は認められない．

　以上，家庭環境と心理変数との関係を，r受容一拒否」

「放任一干渉」「母親支配一父親支配」「コミットメント

あり一コミットメントなし」の4本の軸について検討し

てきた．その結果，第1軸，第2軸はほぼ全ての心理変

数と密接な関係を示したが，、第3軸についてはあまり明

瞭な関係はみられなかった．思うに，第3軸は第工軸や

第2軸と組み合わされて，たとえば「父親支配・拒否型」

第2号

r母親支配・干渉型」というような家庭像を設定したとき

に，はじめてその効果をあらわすのではないだろうか．

　最後に，以上検討された結果を，工心理変数を中心に整

理すると以下の通りである．

　（1）「自己顕示」は，第2軸「放任一干渉」，第3軸「コ

ミットメントあり一コミットメントなし」と関連を示し

それぞれ「干渉」　「コミットメントなし」の方向に強い

自己顕示性が認められた．

　（2）「孤独」「甘え」「トレランスの欠如」「劣等感」

「自己意識（拡散）」は，第1軸r受容一拒否」，第2軸

「放任一干渉」について，各々「拒否」と「干渉」の方

向にその特性をあらわした．

　（3）r精神的疲労」は，第1軸r受容一拒否」第2軸r放

任一干渉」第3軸「コミットメントあり一コミットメン

トなし」について，それぞれr拒否」　r干渉」　rコミッ

トメントなし」の方向に多く認められた．

　（4）r自己意識（未成熟）」は，第1軸とのみ関連をもち

「拒否」の方向に自己意識の未成熟がみられた．

　　　　　　　　　　　　　　　Ye呂と回答した％
　　　　　　　0　　　　　　　　　50　　　　　　　　ユOO

1、τ一士センターへ

行く」と

2．深蓼ディスコで遊

ぷ」と

3．酒を飲む’こと

4．タパコを吸うこと

5．些人映画を見る
」と

⑥覚醒剤遊ぴ

7．恋人同埜｛僅交
渉をもつ］と

8．恋人でもない相手

と性体験をもつこと

g．学校をサポ三て盛

リ場で遊ぷ」と

1αポ㌘ノ雑誌を読

　む」と

⑪黙君で万引

12．高校生の暴走族

8．7

35．2

21．8

35．2

19．1

87，5

20．1

53．3

50．1

16．6

75．1

55．5　　　　　　　　N　E1，368

（注）番号に○印のついた項目は犯罪非行に，その他は一般

　非行に該当する。

　　　　図3　非行行動への批判一

表4問題行動傾向
（％）

1．しばしばある 2．時々ある 31たまにある 4、　な　　　い

全体　男　女 全体　男　女 全体　男　女 全体　男　女

a．家出したい 4．4　4．3　4．4 8．3　6，3　10．6 35，3　30，7　40．4 51，758，444．3

b．学校をやめたい 6．4　6．6　6．1 8．3　7．6　9．0 27，2　25，4　29．2 57，8　60，4　55．0

C．死にたい 3．3　3，2　3．4 6．2　3．8　8．9 27，7　21，4　34．6 62，471，3　52．6

d．暴力ふるいたい 5．7　8．3　2．9 11，1　15．1　6．7 31，0　37，4　24．0 52，039，1　66．1
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（a）第1軸

1．家出したい

2．退学したい

3．自殺したい

4．暴力をふるいたい

1．一般非行批判

2．犯罪非行批判

（b）第2軸

1．家出したい

2．退学したい

3．自殺したい

4．暴力をふるいたい

1．一般非行批判

2．犯罪非行批判

（o）第3軸

1．家出したい

2．退学したい

3．自殺したい

4．暴力をふるいたい

1．一般非行批判

2．犯罪非行批判

受容 一30 一20 一10 O ユO 20 30 拒否

ない たまに ときどき
＊＊

しばしぱ

ない ときどきしぱしば
＊＊

たまに

ない
＊＊

・・たい
たまに ときどき しばしば

ない ときどき
＊＊

たまに uよしば

刊
6

＊＊

判
7 34 215 0

＊＊

放任 一5 O 5 干渉

ない
＊＊

たまに
たまに

ときどき しばしぱ

ないときとき〕ましは

ない
＊

・たい
たまにときどき しばしば

ない
＊＊

たまに 〕よしば

7
ときどき

｛
1
」 ＊

0 2…
u

1 3，4 6 5
＊＊

O 1 2

母親支配 一5 O 5 父親支配

ときどき しば〕よ ない たまに

一12．3 しばしばときどき ないたまに

しばしば ない
ときどき ＊＊

・たい
たまに

しぱuよ ない たまに ときどき

刊

則 6 4 03 1 2 5
O 2 1

（a）第4軸コミソトメノトあり　■5 0　　　　　　　　　　5　コミットメントなし

＊＊

＊＊

＊＊

＊＊

＊＊

＊＊

家出したい

退学したい

自殺したい

暴力をふるいたい

一般非行批判

犯罪非行批判’

たまにない

しばしば　　　　　ときどき
　　　　　　　　　　uよしば
　　　　　ないたまにときどき
しばしば
　　ときどきたまに　ない

ない

6　　　4，7　3 2，5

　　　　　　ときどき　　　　　　　　　　＊＊
たまに　　　しばしば

0　1

　　　　　　　　　　　　＊＊O
　　　　　　　　　　　　＊

注：＊は5％水準，＊＊は1％水準の有意差を示す（分散分析）。

図4　サンプル・スコアの平均値（問題行動傾向・非行批判） （×10’2）

　　　3．問題行動傾向・非行批判と家庭環境

　続いて，家庭環境の基本軸である「受容一拒否」　r放

任一干渉」　「母親支配一父親支配」　「コミットメントあ

り一コミットメントなし」と問題行動傾向（家出・退学・

自殺・暴力）および一般非行批判・犯罪非行批判との関

係を検討する．

　まず，問題行動傾向と非行批判について述べる．本調

査では，家出・退学・自殺・暴力の各々について，高校

生に「考えたことがあるか」どうかを尋ねた．回答は，

「考えたことが」（1）しばしばある（2）ときどきある（3）たま

にある．（4）ない．のいずれかを選択する形式で，結果は

表4に示す通りである．また，酒・喫煙・性交渉・暴走

族等，一般非行10項目と覚醒剤・万引の犯罪非行2項

目を提示してr同じ高校生として自分も批判したい」項

目を選ばせ（図3），選択した項目数をもってそれぞれ

一般非行批判得点，犯罪非行批判得点とした．以下順

に，問題行動傾向，非行批判と家庭環境の関係をみてい
く．

　まず第1軸「受容一拒否」についてみると（図4一（・〕），

家出・退学・自殺・暴力を考えたことがあるかという問

のすべてに対して，家庭が「受容」からr拒否」に向か
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うに伴い，　「考えたことがない」から「しばしば考え

る」まであざやかに変化し，　「拒否」的家庭環境にある

高校生が，強い問題行動傾向をもっていることを示し

ている．また，飲酒・喫煙から性交渉までを含む一般非

行，覚醒剤遊びや万引等の犯罪非行に関しては「受容」

的家庭環境の高校生が批判的であるのに対してr拒否」

的家庭環境にある高校生は，無関心あるいは同調的であ

るということができる．

　続いて，第2軸r放任一干渉」に1恨を移すと（図4－

lb〕），家出・自殺・暴力について，「ときどき考える」あ

るいは「しばしば考える」という回答はr干渉」の方向

に多く，特に家出についてはその傾向が顕著である．と

同時に，「干渉」的家庭環境にある高校生は，一般非行

・犯罪非行に対して批判的であり，そうした非行につい

て無関心あるいは同調的な「放任」的家庭の高校生と鋭

い対照を示している．家出・自殺・暴力を考えるような

強い心的不満と屈折をもちながらも，そうした感情が非

行への同調に短絡せず，むしろ逆に非行批判の形をとっ

て現われる，このような「干渉」的家庭環境の高校生に

みられる心理特性はきわめて興味深い．なぜなら，そう

した心理特性の極端な形が，家庭内暴力や自殺に走る子

の心理的特性に類似しているからである．既に述べたよ

うに，家庭内病理の問題として，近年にわかに注目され

始めたのは家庭内暴力の問題である．そしてそうした子

の特徴としてしばしば指摘されるのは，内面に強い不満

感情を抱き家庭内ではその不満を暴発させるが，いった

ん家から外へ出ると，礼儀正しい，いわゆる「よい子」

になるという点である．さらに，そうした子は他老に対

して寛容になれず，極端なまでに批判的であるという．

また，自殺に関しても，内面の不満がストレートに外に

出ず，自死の道を辿るということは従来からしばしば指

摘されてきたことである．こうした点を考えると，　「干

渉」あるいは「過干渉」な家庭環境にある高校生の心理

的特性は，今後とも十分検討される必要があるといえよ
う．

　次に第3軸r母親支配一父親支配」をみると（図4－

1・〕）家出・退学・自殺・暴力に関して「しばしば考え

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表5　社

る」「ときと1き考える」という回答は，「母親支配」ある

いは「父親支配」の方向にみられ，「考えたことはない」

という回答は「父親支配」でも「母親支配」でもないほ

ぼ軸の中心に集中しているが，そうした差異は自殺を除

いては有意には至らない（家出・退学については10％レ

ベルで傾向差を示している）．しかし自殺については，

「しばしば考える」という回答が，他よりとびぬけて

「母親支配」の方向に位置し，注目される．また，一般

および犯罪非行批判についていえば有意な差はみられな

い．

　さて，前項（家庭環境と心理変数）で述べたように，

第3軸は心理変数と明瞭な関係を示さなかった．しかし

問題行動傾向（特に自殺）ではある程度はっきりした傾

向を示している．では，そうした差異はどのような理由

によるものなのか．その原因の1つは，即物的で，観念

的なことを嫌う現代高校生の心理的特徴にある，と思わ

れる．つまり，漠とした内面的感情が対象化されず，む

しろ直接に外的行動（自殺等）や外的対象（オートバイ

やサウンド）に結びつく傾向が現代高校生にあるのでは

ないか，ということである．それ故に，心理変数よりも

問題行動傾向に明確な傾向が現われるのではないだろう

か．

　最後に第4軸「コミットメントあり一コミットメント

なし」を検討する．この尺度上では，暴力・一般および犯

罪非行批判が有意な差を示し「自己中心」の方向におい

てr暴力をしばしば或いはときどき考える」という回答

が多ぐ，又非行に対する無関心或いは同調がみられた．

　以上，家庭環境と聞題行動傾向との関係を軸ごとにみ

てきたが，第1軸から第、4軸までそれぞれが問題行動傾

向と強い関連を示し，問題行動傾向が，心理変数に比較

して一層強く，かつ直接的な影響を家庭環境から受けて

いることが明らかになった．ここでそうした影響を整理

すると次のようになる．

　（1）　「家出」は，第！軸の「拒否」第2軸の「干渉」

　　の方向において強い行動傾向を示す．

　（2）　「退学」は，第！軸の「拒否」において強い行動

　　傾向を示す．

会　　　観　　　　　　　　　　　　　（％）

a．この先どうなるか，見通しのたたない世の中だ 64．1（65．8／62．2）

b．世の中のしくみは，金や力のある者だけに都合がよいようになっている… 76．8（79．1／74．2）

C、今の世の中では，うかうかしていたら，落ちこぼれてしまう… 74．9（77．7／71．9）

d．ヘタな努力をするより，要領よくふるまう事が大切な世の中だ… 46．6（48．6／44．5）

e、あまり働かなくても，ほどほどの生活は出来る世の中だ… 13．9（15．3／12．4）

f．よい学校を出ないと，よい生活ができない世の中である… 49．O（50．6／47．4）

（注）数字は肯定率．カッコ内は（男／女）別の肯定率を不す．（注）数字は肯定率 カヅコ内は（男／女）別の肯定率を示す
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「社会観の厳しさ」の総合指標（その分布）

　　　　一社会観の厳しさ・大・一一亨

01　2　　，3　　　　4　　5点

干
渉

9．1 17．2 27．O 27．1

．％
ユち．7

3．9
　社会への評価（今の世の中に生まれてイヤだと思うこと）

　全くない　あまワない　　　時々あるよくある

13．6 47．1

＼
33，4 ・乱

受容

5．6％

一20 　　■10あまりない■

　　　　　　　■、
　　　　　　／
　　　　　■
　　　。1’

　　　■卜、．
　　！　　　　　2
　■
全くない　♂

蕃
の
鍛
し
さ

」

放
任

（×10■2）

10

4

　　　　　　　　　　　よくある
o5　　　　　　　　　　　　　　。×

　　　　　　　　　　・箏し
　　　　　　　・糾、

1’　禽つ

どき

拒否

一5

一ユ0

10　　　　　　20　（X10－2）　30

図5　杜会観の厳しさ・社会への評価と家庭環境

（3）　「自殺」は，第1軸のr拒否」第2軸の「干渉」

　第3軸の「母親支配」の方向にその行動傾向を示
　す．

（4）　r暴力」は，第1軸の「拒否」第2軸のr干渉」

　第4軸の「コミットメントなし」方向にその行動傾

　向を示す．

（5）非行批判については，「拒否（第1軸）」「放任（第

　2軸）」　「コミットメントなし（第4軸）」の方向に

　おいて，無関心あるいは同調傾向が認められる．

　　　　　4．社会意識と家庭環境

次に，現代高校生の社会観について見てみよう．表5

の6つの質問項目に関して「そう思うか否か」を尋ね

た．表中カッコの数字は肯定率を示している．更に数量

化皿類の分析の結果，（・〕「あまり働カ）なくても…」を除

いた5項目が第1軸に集中した．従って，この5項目の

うちいくつ肯定したかをもって社会観の総合指標とし，

r社会観の厳しさ」と名づけた．「さて，「社会観の厳しさ」

をあらわす指標，およびr今の世の中に生まれてイヤと

思ったことがあるか」という社会評価に関する質問，こ

の2つの質問に関する回答結果を手がかりに，高校生の

社会意識と家庭環境の関係を検討しよう．

　図5は，家庭環境第1軸r受容一拒否」を横軸に，第

2軸「放任一干渉」を縦軸にとり，各回答カテゴリーを
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サンプル・スコアーの平均値に基づきプロットしたもの

である．図を見ると，「社会観の厳しさ」の高得点の者，

「今の世の中に生まれてイヤ」と「よく」あるいは「時々」

思う者は，第1象限「拒否・干渉」に位置し，ネガティヴ

な社会観をもつ高校生の家庭環境はr拒否・干渉」的特

徴をもつといえる．更にr今の世の中に生まれてイヤ」

と「よく」思う者は，厳しい社会観をもつ者に比較し

て，家庭環境をより「拒否的」と認知している．逆に，

r社会観の厳しさ」をもたない者，　r今の世の中に生ま

れてイヤ」と「全く思わない」者は，その家庭環境をr受

容・放任」的と認知しているが，後者に比較して，前者

の認知している家庭はより「放任」的傾向レている．又

家庭環境第3軸，第4軸については有意差はないが，第

4軸「コミットメントあり一コミットメントなし」は傾

向差を示し，「コミットメントなし」方向にr厳しい社会

観」の者か多くみられた．以上，高校生の社会観は家庭

のあり方と強い関連をもっている．特に「干渉」につい

ては両親の叱言内容が学習を中心にした事柄に集中する

（54年東京都調査）点を考え合わせると，受験を中心と

する社会の問題が家庭を通して高校生の社会意識に影響

を及ぽしているとも考えられる．

　　　　　　5．性意識と家庭環境

　最後に，高校生の性意識について検討する．本調査で

は，　「次のような意見の中で，あなた自身の考えに一番

近いものはどれか」と尋ね，

　（1）結婚までは，純潔であるべきである　（21．0／46．9

　　％）．

　（2）婚約者同士なら性行為があってもよい（15．3／16．2

　　％）．

　（3）愛があれば性行為が行われてもよい　（54．1／34．7

　　％）、

　（4）愛のない性行為が行われてもよい（8，8／1．8）．

の4カテゴリーを用意した．カッコ内は男女別選択率を

示している．男子では，（3）「愛があれば性行為が行われ

てもよい」，の選択率が最も高く半数を越える（54．1％）．

一方女子では，（1）r結婚までは純潔…」の選択率が高く

半数近い（46．9％）．ここに現われた数字が，性情報の

氾濫する現代の社会状況において，何を意味するか，多

くの議論の別れる所であろう．しかし，家庭環境との関
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渉
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b
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図6性意識と家庭環境
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係を分析してみると，例えば（ユ）愛のない性行為が行われ

てもよい，というような回答が，単に進んだ性意識ある

いはマスコミの流す過剰な性情報を反映したものではな

いことが明らかになる．即ち，そこには家庭の問題が，

大きく浮かび上がってくる．図6は，家庭環境第1軸，

2軸をそれぞれ横軸，縦軸にとり，各回答カテゴリーを

プロットしたものである．まず，横軸にそってながめて

みよう．横軸上において，家庭環境が「受容」的から

「拒否」的に移るにつれて，性意識は，（ユ）結婚までは…

から（4）愛がなくとも…まであざやかに変化し，性意識が

家庭環境と深い係わりにあることを示している．そうし

た傾向は，特に女子において著しく，「結婚までは…」

と回答した高校生が家庭をr受容」的と認知しているの

に対して，　「愛がなくとも…」と答えた高校生は家庭を

「拒否」的と認知し対照的である．更に，第2軸「放任

一干渉」を含めてみると，「愛がなくとも…」という回

答は，男子の場合「放任」方向に，逆に，女子の場合は

「干渉」方向に多く，興味深い．ただし，第2軸にそう

変化は傾向差である．

　したがって，　「愛がなくとも…」あるいは「愛があれ

ば…」という，一見進歩的な性意識は，家庭における人

問的つながりの欠如（家庭環境の「拒否」的特徴）と深

く結びついているのであり，単なる性の進歩性・開放性

を意味するものではない．少くとも，高校生の場合はそ

のように考えられる．このように見てくると，現代高校

生の性意識は，現代の社会的状況を鋭敏に反映しながら

も，その奥に家庭の問題をかかえている，ということが

できよう．

　尚，第3軸r母親支配一父親支配」および第4軸rコ

ミットメントあり一コミットメントなし」と性意識につ

いては明確な関連は認められなかった．

　　　　　　　　　　総　　括

　以上，家庭環境と心理・行動的変数，社会観および

性意識との関係をみると，第1軸r受容一拒否」と他の

変数の強い関連が注目され，「受容」的家庭の高校生に

比較して，「拒否」的家庭環境にある高校生が示す様々の

問題点が明らかになる．そうした問題点の特徴は，第1

に，家庭を「拒否」的と認知している高校生が，その家

庭ばかりではなく，自分をとり囲むおよそ全ての世界に

対して，より否定的評価を下す点にある．　「学校は楽し

くない」　「友人との今のつきあい方に不満足」そして社

会については「今の世の中に生まれてイヤとよく思う」

という回答の全てが，「拒否」的家庭環境と強く結びつ

いている．そして，これらの否定的評価は，　「両親との

話し合い不十分」という両親に対する不満を内に含み，

その奥には「家にいると安心で楽しい（No）」という，

家庭による被包感の欠如がもたらす不安を窺うことがで
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きる．

　第2に，　r拒否」的家庭環境にある高校生の特徴とし

て，　「精神的疲労」や「非行」への無批判にみられる，

他者や世界に対する信頼感の欠如，或いは，根本的無関

心が指摘される．「精神的疲労」は，表3にみる通り，

無気力・無関心・無感動の三無主義的傾向と，生活の単

調感，神経消耗感等から成り，他者および世界に対する

興味や生の充実感の欠如を示しているが，これらは，世

界への否定的評価と表裏一体の関係にあると考えられ

る．なぜなら，両者はともに，家族による受容性の欠如

をその底にもっている，と考えられるからである．既述

のように「母親の受容的愛一世界に対する基本的信頼」

という，乳幼児期の精神発達を記述するためにエリクソ

ン（Erikson，E－H．）が提出した図式は，局所化され或

いは個別化されながらも，青少年期およびそれ以降もく

り返される図式ではないだろうか．その意味において，

傷ついた人間（クライエント）に対してカウンセラー

がまずとる態度を，無条件の受容としたロジャースの

（R09ers，C．R）主張は正しいといえる．更に，他者に

より受容された自己は，世界に対する信頼と同時に，自

分目身に対する自信を育てる．即ち，自己のもつ様々な

複合（コンプレックス）に関するこだわりを離れ，自己

の内にあるよりすぐれた部分に巨覚める，一言でいえば

自己受容できるようになる，と考えられる．逆にいえば

他者による受容の欠如は自己受容の欠如を生む，と推測

される．したがって，第3に，　「拒否」的家庭環境にあ

る高校生は，　r孤独」　r劣等感」　「自己意識（拡散）」，

そして「甘え」「トレランスの欠如」等の心理特性を示

すのではないだろうか．また性意識については，特に女

子の場合，一見「ラデイカル」な意見が「拒否」的家庭

環境にみられる人間関係の不在と結びついている点が指

摘される．とうした人間関係の不在は，家庭ぱかりでは

なく，多分，学校や近隣にもみられるのではないだろう

か．今目，様々の議論があるが，「愛がなくとも性行為

があってもよい」に代表される性意識を進歩的であると

か退廃であるとか断定する前に，その底に人問関係の不

在があるという点を見逃してはならないだろう．

　さて，r拒否」に現われているような家庭崩壊の兆し

は戦後，核家族化，人問関係の希薄化等の社会的変化の

中で拡大してきたのだろうか．この点については比較で

きる適切なデータがない．しかし，次の1点だけは確実

にいえそうである．即ち，核家族化を中心とする社会変

化に伴い，高校生の日常生活での人間関係が，両親およ

び兄弟との関係に縮少化されたという点である．それ

故，両親との関係悪化は，それを補う他の人間関係を見

い出しにくく，両親の在り方の直接的影響が子どもを包

み込むようになってしまったといえる．近年，　「年若い

母親が育児ノイローゼのために子をつれて心中」という
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ような報道は特異なものではなくなってしまった．こう

した現象も，戦後における家庭の在り方を物語るものと

いえよう．

　第2軸「放任一干渉」と他の変数との関連は「干渉」

的家庭環境にある高校生の示す，様々の反応の内に比較

的明確に現われている．その第1の特徴は，　r人をなぐ

ったり，暴れまわりたい」という攻撃性が，両親の干渉

的態度と最も強く関連している，という点である．　（家

庭環境の4本の軸を含む，全ての環境変数を説明変数と

し，問題行動傾向を基準変数として解いた重回帰分析の

結果，「家庭の干渉性」　「雑誌接触量多の傾向（マス・

メディア環境）」…の順に「暴力」との強い関連を示し

た）．第2に，　r干渉」的家庭の高校生が示す，屈折し

た心理，感情が指摘される．即ち，家庭評価については

「家に生まれてイヤと思う」という回答と同時に，「父

の生き方をしたい」　r母の生き方をしたい」という回答

が多く，叉，問題行動傾向についても，家出・自殺・暴

力を考えるような強い不満感情を抱きながら，そうした

感情が非行への同調に短絡せず，逆に非行批判の形で現

わている，という点である．家の否定に対して両親の肯

定，強い問題行動傾向に対して非行批判．このように，

r干渉」的家庭の高校生が示す特性は複雑で屈折した様

相を呈し，家にも両親に対しても否定的で，問題行動と

ともに非行への同調を表す「拒否」的家庭の高校生と鋭

い対照を示している．ここで第1と第2の特徴を重ね合

わ一せてみると，家庭内病理の問題として近年様々の論議

をよんでいる家庭内暴力との関連が大きく浮び上がって

くる．既に述べたように，家庭内暴力をおこす子の特徴

の1つは，内面に強い不満をもちながらも，それが他者

に対する極端な批判に結びつくという屈折した心理であ

る．そして，そのような屈折した感情を生むものは，両

親の過剰期待と過干渉であるという．しかも，この干渉

の底には，受験体制に象徴される現代社会の問題が指摘

されている．こうした点を考えると，本調査に現れた

「干渉」と「暴力」の関連は，すぐれて現代社会の問題

状況を示唆するものであり，今後さらに追究される必要

があろう．又，第3に，「干渉」性は「社会観の厳しさ」

と強い関連を示すが，これも上述の考え方を傍証すると

理 学　研　究　第2号

いえるのではないだろうか．

　さて，家庭環境第1軸「受容一拒否」第2軸r放任一

干渉」を組み合わせると，サイモンズ（Symonds，P．M）

の提出した，「受容一拒否」「支配一服従」を2要因と

する親子関係の古典的類型と類似している点が注目され

る．ただし，第2軸「放任一干渉」は若干異なっているが

それは，欧米と日本の親子関係の違い，そして特に「干

渉」が現代日本の社会状況を反映しているため，と考え

られる．

　次に，第3軸「母親支配一父親支配」では，この軸と

有意な関連を示した変数は，問題行動傾向（退学・自

禅）であり，ともに「母親支配」の方向に「しばしば思

う」という回答が多くみられた．しかし，なぜ「母親支

配」が自殺・退学とのみ結びつくのか．その理由は明確

ではない．この点は今後の課題となろう．

　最後に第4軸「コミットメントあり一コミットメント

なし」を見る．この軸と有意な関連を示す変数は，「自

己顕示」「精神的疲労」および「暴力」で，「コミットメ

ントなし」の家庭環境にある高校生において高い自己顕

示性，精神的疲労感，攻撃性が認められた．その理由と

して，家族問コミュニケーションの欠如，1人で部屋に

閉じこもる孤立状態が精神的疲労感を育む要因になった

のではないかとも考えられるが，しかし，この軸は男女差

が著しく，男子に，また1人ツ子に家庭に対してrコミ

ットメントなし」とする者が多い．したがって，　「自己

顕示」　「暴力」傾向が男子に多い点を考えあわせるとむ

しろ，そしした男女差が第4軸と「自己顕示」「暴力」の

関連に反映されたのではないかと考えられる．
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SU皿MARY

Inf1uenCeS of　Re1ationships　A㎡ong　Fami1y　upon　Ado1escents

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hiromichi　Hori＆Fujio　Yoshida

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　University　of　Tsukuba

　　　　This　study　aimed　to　investigate　the　structure　toward1eaving　home，withdrawa1from　schoo1，

of　human　re1ations　in　a　fami1y，and　to　c1arify　its　suicide，’aggression，they　scored1ower　on　to1e－

inf1uences　upon　the　psycho1ogica1characteristics，　rance，criticism　of　de1iquency．And　it　was　fomd

socia1attitudes，and　attitudes　toward－sexua1　that　they　had　more　radica1attitude　towara
re1ations　of　ado1escents．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　sexua1re1ations．

　　　　We　prepared　aquestiomairewhichinc1uaed

items　measureing　various　aspects　of　human　re1a－

tions　in　a　fami1y　and－items　measuring　such

psycho1ogica1▽ariab1es　as　se1トaisp1ay，1on1iness，

to1erance，inferiority　fee1ings，menta1fatigue，

ego－centricity，se1f－awareness，tendencies　toward

suicide，aggression，and　so　forth．

　　　　Responses　from　1368　senior　high　schoo1

students　in　the　greater　metropoIitan　Tokyo　area

were　ana1yzed．Among　others，fo11owing　resu1ts

were　obtained．

　　　　（1）HAYASI3Quantification　ana1ysis　was

apP1ied　to　the　items　tapPing　human　re1ations　in

a　fami1y，yie1ding　four　axes．These　four　axes

were　interpreted　as　representing　Acceptance－

Rejection，Nonintervention－Intervention，Mother

dominance－Father　dominance，and　Commitment－

Noncommitment，respective1y．
　　　　（2）Whi1e　stuaents　in　a　Rejective　fami1y

scored　higher　than　those　in　a　Acceptive　home

On　such　sca1es　as1one1iness，ego－centricity，infe－

riority　fee1ings，Inenta1fatigue，ana　the　tenaencies

　　　　（3）Students　in　a　intervening　Parents　home

showed　higher　score　than　those　in　a　noninterven－

ing　pamets　home　on　such　sca1es　as　se1f＿disp1ay，

1onIiness，ego＿centricity，inferiority　fee1ings，men－

ta1fatigue，criticism　of　de1iquency，and　tendencies

toward1eaving　home，suicide，aggression．But
they　showed1ower　score　on　to1erance．

　　　　（4）Axis　of　Mother　aominance－Father　do－

minance　showed　no　significant　re工ations　to　aユmost

a1I　sca1es　except　those　of　tendencies　toward

suicide，aggression．That　is　to　say，students　in

a　Mother　dominant　fami1y　showed－higher　scores

than　those　in　a　Father　dominant　fami1y　on

such　sca1es　as　tendencies　toward　suicide　and

aggreSSiOn．

　　　　（5）Axis　of　Commitment－Non－commitment

was　found－to　be　significant1y　re1ated－to　such

sca1es　as　se1f＿disp1ay，menta1fatigue　and　tendency

toward　aggression，where　students　in　a　Commit－

ment　fami1y　scored　higher　than　those　ii　a　Non－

commitment　fami1y．


