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子どもと親における完全主義の関係
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This
studyinvestigates tbe relations between

child perfectionism and the child’s perceived per－

fectionism ofbis几erparents．One bundred andfor呼イive college students were administrateda ques－

tionnaire consisting of three single－item perefectionism scales and Hewitt and Flett’s（1991）

MultidimensionalPerねctionism Scale
relating

to both tbemselves and

COrrelationalanalysISindicate tbat while perkctionismin tbe child

perceived perねctionism ofthe motheちitis not related to that ofthe
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問題と目的

完全主義（perfectionism）はどのように発達する

のであろうか．Flett，Hewitt，01iver＆Macdonald

（2002）は，子どもと子どもの周囲の人たちとのか

かわりに焦点を当て，①社会的期待モデル，②社会

的学習モデル，③社会的反応モデル，④不安的養育

モデル，という4つの発達モデルを紹介した．

「社会的期待モデル」は，周囲の人たちが子ども

に完全性を求める（期待する）ために子どもに完全

主義が発達すると考えるモデルである．例えば，

Hewitt
andI？lett（1991）が作成した多次元完全主

義尺度の中の「社会規定的完全主義（socially

prescribedperfectionism）」下位尺度は，他者から

求められていると感じる完全主義を測定している

が，こうした完全主義が構成概念として成立するた

めには，親や教師や友達が子どもに完全性を求める

（期待する）ことが実際に存在しなければならない

であろう．社会規定的完全主義という構成概念が成

立し測定されている現状から考えると，社会的期待

モデルは〟応の妥当性を備えていると言える．なお

このモデルに従えば，親子関係においては親が子ど

もに完全性を求めることが，子どもの完全主義の発

達に寄与していると考えられる．

二番目の「社会的学習モデル」は，子どもが周囲
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tbeir parents．Tbe results of

is positively related to the

ねtheI二

COrrelationalanalysIS

の人たちをモデル（模範）にして完全主義を発達さ

せていくと考えるモデルである．親子関係に限定し

てみると，チビもは自分の親をモデルにして完全主

義を学習するものと考えられる．このモデルは

Bandura（1986）の社会認知（的学習）理論によっ

て，ある程度の安当性が保証されていると言える．

このモデルに関連して，親と子どもの完全主義の関

係を検討した研究がある．托ost，Lahart＆

Rosenblate（1991）は，母親と娘の完全主義に正の

相関があること，娘と父親の完全主義にそうした相

関が認められないことを報告している．ただ，父親

の厳しさと娘の完全主義には正の相関が見いだされ

ており，父親を厳しいと捉えた娘の完全主義は高

かったのである．Chang（2000）も同様に，娘と母

親の完全主義に正の相関を見いだしている，さら

に，Vieth＆甘u11（1999）は，同性の親と子どもの

完全主義に正の相関を見いだしており，これらの結

果を総合すると，子どもは同性の親の完全主義をモ

デルにして学習している可能性が高いと言える．た

だこれらの結果は，子どもが親をモデルに完全主義

を学習することを直接検討したものではない．例え

ば，社会的期待モデルの場合でも，完全主義が高い

親は子どもに完全性を求めることが多いと予想さ

れ，同様の結果が得られるものと考えられる．

三番目の「社会的反応モデル」は，子どもが周囲



38 筑波大学心理学研究 第28号

の人たちからの厳しい処遇（例えば，虐待）から自

分を守るために完全主義を発達させると考えるモデ

ルである．物事を完璧に行うこと（完全主義を身に

つけること）で，自分への厳しい処遇から少しでも

逃れられるかもしれないという考えに基づいてい

る．このモデルを直接検討した研究はほとんど見当

たらないが，完全主義を特徴のひとつとする摂食障

害（いわゆる拒食症や過食症）の人たちの研究

（Kaneち Bulik ＆ Sullivan，1993；

McCanne，1994；Zlotnick，Hohlstein，

stein，Recupero＆Bidadi，1996）から，

このモデルが支持されていると言える．

Schaaf ＆

Shea，Pearト

ある程度は

ただ，先に

紹介した汁ost，Lahart＆Rosenblate（1991）の研

究では，父親の厳しさと娘の完全主義に関連が見い

だされており，唯一社会的反応モデルを強く支持す

る結果である．

四番目の「不安的養育モデル」は，子どもがミス

（誤り）を犯すのではないかと過度に不安がる親に

養育されると，子どもに完全主義が発達するという

考えに基づくモデルである．Flett，Sherry＆

Hewitt（2001；Flett et al．，2002より引用）の研究

では，子どもの社会規定的完全主義と親の不安的養

育の間に関連が見いだされており，このモデルを支

持していると言える．ただ，このモデルではミスを

過度に気にするという完全主義のひとつの特徴は説

明できても，これも大切な特徴のひとつである「高

い目標をもつこと」は説明することがむずかしいよ

うに思われる．

以上，Flett et al．（2002）の紹介に沿って，完全

主義の発達モデルと若干の研究結果をまとめてみた

が，世界的に見ても研究はまだ初期段階にあると言

える．ましてや，この方面の研究が遅れているわが

国では，研究はほとんど見当たらないのが現状であ

る．

そこで本研究では，もっとも基礎的な研究とし

て，親の完全主義と子どもの完全主義との関連につ

いて検討する．親の完全主義はこれまでの研究と同

様に，子どもが認知した（評定した）完全主義を用

いる．すでに述べたように，親の完全主義と子ども

の完全主義の間に正の関連が見られる場合には，子

どもが親をモデルとして完全主義を学習したこと

（社会的学習モデル），あるいは子どもが親の求める

（期待する）完全性を身につけたこと（社会的期待

モデル）の二つの可能性が指摘できる．

托ost et al．（1991），Vieth
＆ 甘u11（1999），

Chang（2000）の研究からは，同性の親との間に正

の関連が見られており，わが国の場合にもこれが当

てはまるかどうかも検討する．

方 法

被調査者 大学生145名（男子89名，女子56名）．

質問紙 つぎのような2種類で構成された．

（1）自分，母親，父親について，どの程度「完

全主義者」であるかを7段階（1～7点）で評定し

てもらう質問項目である．これについては以後“完

全主義認知”項目と呼ぶことにする．自分と母親と

父親，各1項目の合計3項目を用意した（付録参

照）．得点が高いほど完全主義が強いことを示す．

（2）大谷・桜井（1995）によるMPS（Multidi－

mensionalPerfectionism Scale；Hewitt ＆ Flett，

1991）の日本語版を用いて，自分，母親，父親につ

いての完全主義傾向を測定する質問項目群である．

これについては以後，（1）の“完全主義認知”項

目と区別するために“完全主義尺度”項目と呼ぶこ

とにする．各45項目で構成される（ただし，関係の

ない項目が入っているため実際の質問項目は各53項

目であった）．

なお，MPSは，①自己志向的完全主義（self－

orientedperfectionism），②他者志向的完全主義
（otheトOrientedperfectionism），③社会規定的完全

主義の3つの下位尺度（各15項目）からなる．自己

志向的完全主義とは自分に対する完全主義，他者志

向的完全主義とは他者に対する完全主義，社会規定

的完全主義とは他者が自分に求めていると感じてい

る完全主義のことである．各項目は「全く当てはま

らない（1点）」から「非常に当てはまる（7点）」

までの7段階で評定され，得点化された．得点が高

いほど，各完全主義が強いことを示す．

手続き 授業時間の最後に学生の協力を求め，集

団形式で実施した．

結果と考察

（1）基礎的な統計について

完全主義尺度について，まず尺度の信頼性（内的

一貫性）を検討するためにα係数を算出した．結果
は取blelに示されている．男子の場合は．69～．90，

女子の場合は．71～．93，全体では．73～．91の範囲に

あり，いずれの場合も比較的高い数値が得られ信頼

性はほぼ確認されたと言える．いずれの場合も，母

親についての社会規定的完全主義の数値がもっとも

高くなっており，興味深い．

完全主義認知および完全主義尺度の平均と標準偏

差が瀧ble2に示されている．いずれの指標におい

ても男女間で有意な差は認められなかった．そこで

完全主義認知の平均を男女込み（全体）で見ると
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r指blel完全主義尺度（MPS）のα係数

39

対象 下位尺度 全体 男子 女子

自分 自己志向的完全主義
．83 ．83 ．83

′他者志向的完全主義 ．75 ．69 ．81
社会規定的完全主義

．73 ．74 ．71
母親 自己志向的完全主義

．89 ．89 ．88

他者志向的完全主義
．78 ．76 ．80

社会規定的完全主義
．91 ．90 ．93

父親 自己志向的完全主義
．73 ．71 ．76

他者志向的完全主義
．78 ．78 ．78

社会規定的完全主義
．83 ．81 ．85

7もble2 完全主義認知と完全主義尺度の平均値と標準偏差

尺度
自分について 母親について 父親について

全体 男子 女子 全体 男子 女子 全体 男子 女子

完全主義認知 〟

ぷ）

完全主義尺度

自己志向的

他者志向的

社会規定的

4．60 4．65 4．52

1．19 1．30 1．01

（MPS）

jば 63．17 63．64 62．43

S∂ 10．33 10．49 10．14

jば 54．40 54．73 53．8B

ぷ） 10．05 10．26 9．79

〟 53．35 53．48 53．12

ぷ） 11．4110．52 12．80

4．16 4．19 4．13

1．23 1．25 1．22

64．07 63．80 64．45

13．02 13．70 12．06

62．04 62．40 61．51

10．20 10．00 10．56

58．27 57．95 58．73

9．17 9．11 9．33

4．24 4．18 4．34

1．23 1．15 1．34

67．55 65．96 70．06

14．77 14．53 14．93

62．05 61．19 63．42

11．48 11．46 11．48

62．04 61．03 63．64

10．09 10．39 9．47

（尺度の真ん中の億は4点），自分のついての評定値

4．60はやや高く，母親についての4．16と父親につい

ての4．24は真ん中に近い倦と言える．大学生は自分

の完全主義を母親や父親のそれよりもやや高く評価

しているのだろうか．

つぎに，完全主義尺度（MPS）の平均を男女込

み（全体）で見てみると（尺度の真ん中の値は60

点），自己志向的完全主義では，父親が67・55でもっ

とも高く，つぎが母親で64．07，そして自分の63・17

と続く．他者志向的完全主義については，母親が

62．04，父親が62．05とほぼ同程度であるが，自分は

54．40とかなり低い．大学生は友達などの他者に完

全を求めることは少ないのであろうか．社会規定的

完全主義については，父親が62．04ともっとも高く，

つぎは母親で58．27，そして自分の53．35と続く．3

種類の完全主義尺度について父親，母親，自分の評

定値を比べてみると，父親の評定値がもっとも高

く，つぎが母親，そして自分の順となる．この結果

は完全主義認知における自分の評定値が一番高いと

いう結果とは食い違っている．この食い違いについ

てはその原因がよくわかない．今後の詳細な検討が

必要であろう．

（2）完全主義認知の関連について

乃ble3には完全主義認知間の相関係数が示され

ている．全体についての結果を見ると，自分の完全

主義と母親の完全主義の間にのみ有意な正の相関

（．24，少＜．01）が見られる．男子の場合には，自

分と母親の間の相関係数は有意ではないが，プラス

の数値になっている．また，父親と母親の閏には有

意な正の相関（．26，♪＜．05）が認められた．つぎ

に，女子の場合であるが，全体についての結果と同

様，自分と母親の間にのみ有意な正の相関（・39，

♪＜．01）が認められた．以上の結果を総合すると，

大学生の完全主義は母親の完全主義から影響を受け

ているものと推定される．

（3）完全主義尺度の関連について

瀧ble4（全体），態ble5（男子の場合），瀧ble6

（女子の場合）に完全主義尺度間の相関係数が示さ

れている．瀧ble4で全体の結果を見ると，自分の

完全主義と母親の完全主義の間には有意な正の相関

係数があるが，自分の完全主義と父親の完全主義の

間には有意な相関係数はひとつもない．自分と母親
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の間の相関係数を下位尺度ごとに見ると，自己志向

的完全主義で．18払＜．05），他者志向的完全主義

で．20（夕＜．05），社会規定的完全主義で．38
払＜．001）といずれも有意な正の相関である．こ

′mble3 完全主義認知間の相関係数

自分 母親

〈全体（男女込み）〉

母親
．24＊＊

父親
．02 ．08

〈男子〉

母親
．16

父親
．01 ．26＊

〈女子〉

母親
．39納

父親
．05 －．16

Note．浄＜．05，＊守＜．01．

の他の有意な相関は，自分の社会規定的完全主義と

母親の自己志向的完全主義の間（．30，♪＜．001），

自分の他者志向的完全主義と母親の社会規定的完全

主義の間（．26，♪＜．01），自分の社会規定的完全

主義と母親の他者志向的完全主義の間（．18，♪＜

．05）に見られる．最後の相関については，母親が
他者に対して完全性を求めていると認知する大学生

は，自分は他者から完全性を求められていると認知

する傾向の強いことを示しており，他者を母親と置

き換えればかなり納得がいく結果であると言える．

′払ble5により男子の場合を見ると，全体の結果

よりもやや後退はしているものの，自分の完全主義

と母親の完全主義の間には有意な相関が認められ

る．それらは，自分の社会規定的完全主義と母親の

自己志向的完全主義の間の．32払＜．01），自分の
他者志向的完全主義と母親の社会規定的完全主義の

間の．31（タ＜．01），さらにいずれも社会規定的完

瀧ble4 完全主義尺度（MPS）の下位尺度問の相関係数（全体）

対象 下位尺度
自分 母親 父親

自己志向的 他者志向的 社会規定的 自己志向的 他者志向的 社会規定的 自己志向的 他者志向的 社会規定的

自分 自己志向的

他者志向的

社会規定的

母親 自己志向的

他者志向的

社会規定的

父親 自己志向的

32＊＊＊

35＊＊＊

】．03

他者志向的 ¶．13

社会規定的

28＊＊

．18＊ ．14 ．30＊＊＊

．03 ．20＊ ．18＊ ．44紬＊

．05 ．26＊＊ ．38＊＊＊ ．55＊＊＊ ．45＊＊＊

．07 －．06
．02 ．01 －．07

．13 ．07 －．01 ．02 －．08

．02 ．15＋ ．13 ．02 …．03

．05

．08 ．59＊＊＊

．20＊ ．60年＊＊ ．48＊＊＊
Note・ウ＜・10，頸＜．05，＊頸＜．01，納惣＜．001．

瀧ble5 完全主義尺度（MPS）の下位尺度間の相関係数（男子）

対象 下位尺度
自分

自己志向的 他者志向的 社会観走的

母親 父親

自己志向的 他者志向的 社会規定的 自己志向的 他者志向的 社会規定的
自分 自己志向的

他者志向的

社会規定的

母親 自己志向的

他者志向的

社会観走的

父親 自己志向的

他者志向的

社会規定的

．33＊＊

．34車＊

…．03

．18

．19＋ ．18 ．32車＊

．03 ．16 ．11 ．49納＊

・07 ．31＊＊ ．28＊ ．60＊＊＊ ．41＊＊＊

・22＋ ・07 ．22＋ ．11 仙．01

・17 ．14 ．03 ．08 】．06

・08 ．21十 ．09 ．03 －．05

－．17 ．14 ．03

．14

．12 ．55＊率＊

．18 ．61＊＊＊ ．40納＊
Note・りく10，頸＜・05，＊頸＜．01，＊＊り＜．001．
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仝主義の間の．28（夕く05）である．一方，自分の
完全主義と父親の完全主義の間には有意な相関はひ

とつもない．男子の場合，完全主義認知の評定では

母親と父親の間に有意な正の相関が認められたが

（．26，カ＜．05；瀧ble3参照），完全主義尺度では有

意な相関はひとつも認められなかった．

取ble6により女子の場合を見ると，自分の完全

主義と母親の完全主義の間には有意な正の相関が2

つ認められるが，自分の完全主義と父親の完全主義

の閤には有意な相関はひとつもない．有意な相関は

自分も母親も社会規定的完全主義の．50（ク＜

．001）と自分の社会規定的完全主義と母親の自己志
向的完全主義の間の．29（声＜．05）である．

相関分析の結果を総合すると，大学生の完全主義

に及ぼす母親の完全主義の影響が強いと推定され

る．一方，父親からの影響はほとんどないものと言

える．

そこで，自己志向的完全主義と他者志向的完全主

義と社会規定的完全主義を合成した変数を作って，

母親と父親のそれから子どものそれへと重回帰分析

を行った．男子の場合には，重回帰式が有意（虎2

＝．11，ク＜．05）となり，母親からのパスも．29（夕
＜．01）と有意になった（相関係数は．30，♪＜

．01）．女子の場合には，重回帰式は傾向水準（虎2

＝．10，♪＜．10）にとどまったが，母親からのパス

は．31（夕＜．05）と有意になった（相関係数は．

33，♪＜．05）．そして，男女を込みにした全体の場

合には，重回帰式が有意（月2＝．10，♪＜．01）とな

り，母親からのパスも．31（夕＜．001）と有意に

なった（相関係数は．32，♪＜．001）．これらの結果

から，子ども（大学生）への影響という面では母親

からのそれがかなり強いと言えよう．

まとめと今後の課題について

完全主義認知および完全主義尺度という指標を用

いた本研究の結果は，一部の指標間で食い違いが見

られたが，全体的に見れば母親の完全主義が子ども

の完全主義に色濃く影響していることが示唆された

と言える．

なお，本研究では大学生を対象に，自分と母親と

父親の完全主義を評定させて分析を行っているが，

今後は母親および父親の自己評定値を用いての検討

も望まれる．ただ，欧米での研究でも同様である

が，子どもへの影響は子どもの認知（親の完全主義

の認知）を通して起こることが多いように考えられ

るため，両方法を併用することが大切であろう．

さらに，本研究は裁と子どもの完全主義の関係を

一時的なデータによって検討したにすぎない．二時
点のデータによって因果関係の分析をすることや，

最初に紹介した4つの発達モデルの実証的な研究を

することなど，完全主義の発達研究においては多く

の課題が残されていると言える．
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〔付録〕完全主義認知の質問

あなたは自分のことをどの程度「完全主義者」であると思いますか。次のスケール

上で、もっともよく当てはまるところ（縦棒）に○をしてください。あなたの母親

ならびに父親についても（いらっしゃらない場合は結構です）同様に評定してくだ

さい。

（あなた）

やや やや

完全主義傾向が強い

（あなたの母親）

完全主義傾向が強い

（あなたの父親）

完全主義傾向が強い

かなり 普通 かなり

やや やや

かなり 普通 かなり

やや やや

かなり 普通 かなり

完全主義傾向が弱い

完全主義傾向が弱い

完全主義傾向が弱い




