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児童◎生徒の自己決定意識民度の鰭成
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Constructingaself－determination awareness scale払rchildren

Kunijiro AraiandJun Sato（ぬ£乞よ舶gβ〆P砂C如g堺∽血β柑盲秒〆乃従触れ乃従ゐ払わα3彷－β5花

畑α乃）

This study was conducted to constructa self－determination awarenessscale forchildren
and

to examineits reliability and validity．Twentyイiveitemsin allwere prepared for the scale，

which was administered to439Japanese primary andjunior
high schooIchildren，tOgether with

Separate SCale k）r perCeived control，Seほ－mOnitoring，dependency，and

Of factor analysis revealed5factors or subscales：Self－determination

for other－determination，10W anXiety for self－determination，

Self－determination，and efficacy of self－determination．Correlational

Self－determination awarerleSS SCale and allthe subscales，eXCept
for

Self－determination，had high reliability and validity．

Se汁awareness．The results

disposition，101V preference

loⅥ7 negative affect of

analysIS reVealed that the

thelow negative affect of

汲eywords‥Self－determination，aWareneSS，SCale，primary schooIchildren，junior high schooI

students

目 的

子どもの発達において，自己決定の経験を積み重

ねることが重要であることは言うまでもない．子ど

も自身は，大きくは2度の反抗期を通して，親から

の独立を試みようとする．そうした試みが，子ども

の発達にとって実のあるものになるかならないかの

分かれ道は，自己決定の経験を日々の生活のなかで

積み重ねていくことができるか否かにあると言えよ

う．子どもは，親や年長者への反抗や自己決定経験

を通して，「自分の行動や生活，人生や将来を自分

自身で決定していきたい」，また「決定していける

と思うし，その方がうまくいくと思う」，さらに

「それらが親や他の人から決められるのは嫌だし，

自分に関わることは自分で決定すべきことだと思

う」といったような内容の自己決定に関する意識も

作り上げていくと思われる．こうして作られた自己

決定に関する意識が，今度は親や年長者からの独立

や自己決定行動を着実に進めていき，子どもの発達

を規定していく要因にもなるであろう．例えば，中

学生の頃の第2反抗期に典型的に現れてくるが，親

の指図によって行動を強いられることが，どうにも

我慢できなくて，親に口応えを行ってしまう．しか

し，これは意識的に行われることもあるが，無意識

的に行われることもある．恐らく，はじめは無意識

的に行われた行動が徐々に意識的に行われるように

変化していくものと思われるが，ここではそうした

行動の背後に存在していくであろう意識面に焦点を

当ててみたい．

本研究は，自己決定に関する認知や感情，その願

望や有能感を自己決定意識と名付け，子ども達がそ

れらをどの程度所有しているのかを測定できる尺度

を作成する．この自己決定意識と近い概念として，

統制感，Locus ofControl（LOC），セルフ・モニタ

リングなどがある．神田（1993）は，子ども用の統制

感尺度を作成し，一般期待としての主観的統制感の
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発達的変化，親の養育態度との関係をどを研究して

いる．桜井（1986）は，領域別三次元統制感尺度を作

成し，学習領域，友人領域，運動領域における統制

感について検討している．また，鎌原・樋口・清水

（1982）はLocusof Control（LOC）尺度を作成してお

り，鎌原・樋口（1987）はLocus ofControlの年齢的
変化の研究において，加齢とともにLOCが低下す

ることを見出した．また，人格特性としての自己決

定についても，自律性の重要な特性として研究され

ている．新井（1996）は，動機づけ要因としての側面

と人格特性としての側面の両方を同時に注目し，自

己決定経験に関する研究を行っている．自己決定意

識とそれらの概念の間には，次のような関係が予想

される：自己決定意識が高い者は，自分の行動は自

分の意志によって決まると考えるため，高い統制感

を持つであろう；自己決定意識が高い者は，他者か

らの影響を受けにくいために，セルフ。モニタリン

グにおける同調性と親和性が低く，依存性も少ない

であろう；そして，自己決定意識が高い者は，他者

からの評価を気にしないことの指標である私的自己

意識が高いであろう．

本研究では，自己決定意識尺度について，次のよ

うな点を検討する．

①因子分析による，自己決定意識の構造の分析

②卜丁相関億やα係数による自己決定意識尺度の信

頼性の検討

③再検査による自己決定意識尺度の信頼性の検討

④統制感尺度，セルフ・モニタリング尺度，依存性

尺度，自己意識尺度を同時に実施し，それらの得

点との相関を得ることによる，自己決定意識尺度

の妥当性の検討

⑤自己決定意識尺度の得点の年齢的変化（小学5，

6年，中学1，2年）の検討

⑥自己決定意識尺度の得点の性差の検討

方 法

調査対象

首都圏内の小学校5年生3クラス109名（男子60

名，女子49名），6年生3クラス110名（男子51名，

女子59名），中学校1年生3クラス109名（男子55

名，女子54名），2年生4クラス111名（男子57名，

女子54名）の合計439名（男子223名，女子216名）で

あった．

調査時期

1995年10月下旬にクラス単位の集団で実施した．

また，上記の児童・生徒の中から，小学校6年生38

名（男子17名，女子21名），中学校1年生34名（男子

16名，女子18名）の合計72名（男子33名，女子39名）

に対して約2週間の期間を空けてもう一度自己決定

意識尺度を測定した．

調査内容（各尺度の項目をTablelに示す）

（1）自己決定意識尺度：自己決定意識を，自己決定

に関わる認知，感情，効力感などを含む幅広い

主観的要素ととらえ，自己決定意識に関する25

項目を独自に作成した．

（2）統制感尺度：神田（1993）の子ども用一般主観的

統制感尺度の申から，項目一得点相関係数が．30

以上で，本研究においてあまり適当でないと思

われる項目を除いた8項目を用いた．

（3）セルフ・モニタリング尺度：桜井（1993）の児童

用セルフ・モニタリング尺度の，同調性と親和

性に関する項目の中から7項目を，表現をより

分かりやすく改めて用いた．

（4）依存性尺度：石谷（1994）の依存性質問紙の依存

因子を表す項目から，児童にも適用可能と思わ

れる8項目を，表現を児童用に改めて用いた．

（5）自己意識尺度：桜井（1992）の自己意識尺度の私

的自己意識を表す項目から，本研究において適

当と思われる8項目を，表現を児童用に改めて

用いた．

回答形式は，いずれの質問項目においても「あて

はまる」，「ややあてはまる」，「ややあてはまらない」，

「あてはまらない」の4段階評定（各々4，3，

2，1点）で行われた．

結果と考察

（り自己決定意識尺度の因子分析

A）因子分析結果

Table2は，自己決定意識尺度の25項目に対して

行った因子分析の結果を示す．主成分法により5因

子を抽出し，バリマックス回転を施した．Table2

にほ，回転後の各項目の因子負荷量が示されてい

る．この表から次のことが分かる．

ア 因子は5因子に分かれている．

イ 第1因子に大きな負荷量を示した項目は，「私

は，自分のことは自分で決めたいと思います

（項目14）」「私は，自分で決めるときの方がや

る気がでます（項目23）」などであり，「自己決

定志向性」の因子と命名した．

り 第2因子に大きな負荷量を示した項目は，「私

は，大事なことは誰か（親・先生・友達）に決め

てもらいたいと思います（項目8・逆転項目）」
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Tablel調査に用いられた質問紙の項目（自己決

定意識尺度については，Tal）1e2を参照）

［子ども用一般主観的統制感尺度（神田，1993）〕

・他の人がどんなことをしようと自分には関係ないと思いま
す

・自分は何をやっても，だめな人間だと思います

・自分が努力すれば，少しぐらいクラスをよくすることがで
きると思います

・みんなから悪いことにさそわゴtても，ことわる勇気があり
ます

・みんなに反対されても，言うべきことほ言い通す自信があ
ります

・むずかしいことや面倒なことは，すぐにあきらめてしまう
ほうです

・学校でまじめにやっていると，いつかはよいことがあると
思います

・友だちからよく相談をうけ頻りにさゴtていると思います

［セルフ・モニタリング尺度（桜井，1993）］

（同調性）

・自分の本当の気持ちをかくして，まわりの人と同じ考えを
もっているふりをすることがあります

・自分の考えは最後まで主張するほうです

・たとえ仲間はずれにされそうでも，いやなことはいやと言

います

・学級会の多数決のとき，大ぜいの人が同じ意見だったら，
自分の意見とちがっていても，そちらに手をあげるほうで

す

（親和性）

・グループにうまくとけこむように行動するほうです

・きらいな人とでもうまくつきあっていけるほうです

・どんな人とも仲よくする，ということは苦手なほうです
［依存性質問紙（石谷，1994）］

・難しいことをするときには，できたらだれかと一緒にした
いです

・何かまよっているときには，だれかに「これでいいです
か」とききたいです

・一人で決められないときには，だjtかの意見にしたがいた

いです

・悪い知らせ，悲しい知らせなどをうけとる場合には，だれ
かに一冊一緒にいてもらいたいです

・何かにつけて，だれかに味方になってもらいたいです

・人から「元気ですか」などと，気をくぼってもらいたいで
す

・できることなら，いつもだれかと一緒にいたいです

・何かをするときには，だれかに気をくぼってはげましても
らいたいです

［自己意識尺度（桜井，1992）］

・いま，自分がどんな気持ちなのか，考えることがあります

・他の人を見るように，自分のことを考えてみることがあり
ます

・何かをするときにほ，それが正しいかどうか，考えてみま
す

・自分が本当にしたいことは何だろうかと，考えます

・自分のことを，じっくり考えてみることがあります

・自分の考えを，はっきりさせておきたいほうです

・みんなと意見がちがっても，自分はぜったいこう思う，と
いうことがあります

・ものごとを，あまりじっくり考えないほうです

「私は，自分で決めてよいことでも，誰か（親・

先生・友達）に決めてもらった方がよいと思い

ます（項目13・逆転項目）」などであり，「他者

決定選好の少なさ」の因子と命名した．

エ 第3因子に大きな負荷量を示した項目は，「私

は，なにかを自分一人で決めるときには不安に

なります（項目11・逆転項目）」「私は，自分一

人で決めたことは，うまくいかないことが多い

と思います（項目15・逆転項目）」などであり，

「自己決定の不安の少なさ」の因子と命名した．

オ 第4因子に大きな負荷量を示した項巨＝ま，「私

は，だれか（親・先生・友達）に指図されるのが

嫌いです（項目6）」「私は，何かを自分で決め

ることは面倒なので好きではありません（項目

25・逆転項目）」などであり，「自己決定のマイ

ナス感情の少なさ」の因子と命名した．

カ 第5因子に大きな負荷量を示した項目は，「私

が，幸せになれるかどうかは，だれか（親・先

生・友達）によって決まってしまうと思います

（項目22・逆転項目）」「私は，自分で決めて

も，どうせだれか（親・先生・友達）に反対され

ると思います（項目17・逆転項目）」などであ

り，「自己決定の効力感」の因子と命名した．

B）因子間相関

Table3ほ，自己決定意識尺度の各因子間の相関

を示す．この表から，次のことが分かる，

ア 第1因子と第2因子，第3因子，第5因子の間

には弱い正の相関があり，第1因子と第4因子

の間には中程度の正の相関がある．

イ 第2因子と第5因子の間には弱い正の相関があ

る．第2因子と第3因子，第4因子の間には中

程度の正の相関がある．

り 第3因子と第4因子，第5因子の間には，弱い

正の相関がある．

エ 第4因子と第5因子の間には，弱い正の相関が

ある．

このように，各因子間には中程度もしくは弱い正の

相関が見られた．

（2）自己決定意識尺度の信頼性

Table4は，自己決定意識尺度及び各下位尺度の

α係数を示す．この表から次のことが分かる．
ア 自己決定意識尺度全体のα係数は，．83であり，

ある程度の内部一貫性が示されたと言える．

イ 「自己決定志向性」下位尺度のα係数は，．77

であり，これについてもある程度の内部一貫性

があると言える．
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Table2 自己決定意識尺の因子分析結果

項 目 Ⅰ Ⅱ m山 Ⅳ Ⅴ

14．わたしは，自分のことは自分で決めたいと思います．

23．わたしは，自分で決めるときの方がやる気がでます．

20．わたしは，自分のことはささいなことでも自分で決めたいと思いま

す．

4．わたしの将来は，自分の考えや意志によって決まると思います．

5．わたしは，まわりから反対されても自分がとてもやりたいことは，

たぶんできると思います．

7．わたしは，大事なことは自分で決めていると思います．

2．わたしは，大事なことは自分で決めたいと思います．

21．わたしは，大事なことをきちんと決める能力を持っています．

．66 ．15

．64 ．08

．61 ．15

3

8

0

0

0

1

．60 ．01 －．13

．55
－．04 ．34

．55 ，31 ．04

．55 ．36
－．13

一．05
．00

．11 ．06

一．05 ．04

－．09 ．39

．13 ．12

．13 …．08

，08
－．18

．47
仙．02

．44 ．24 ．03

8．わたしは，大事なことはだれか（親・先生・友達）に決めてもらいた ．03 ．67 ．05 ．12 ．07

いと思います．（R）

13．わたしほ，自分で決めてよいことでも，だれか（親・先生・友達）に
決めてもらった方がよいと思います．（R）

3．わたしは，自分が決めるよりも，だれか（親・先生・友達）に決めて

もらった方がよい結果をうむと思います．（R）

19．わたしは，大事なことはだれか（親・先生・友達）に決めてもらうべ

きであると思います．（R）

9．わたしは，難しいことにぶつかったときにほ，だれか（親・先生・

友達）にまかせたほうがうまく行くと思います．（R）

．19 ．64

．21 ．56

．20 ．54

．06 ．41

．17 ．01 ．06

．25 ．03
一．26

．07 ．11 ．19

．20 ．31 ．14

1．わたしの生活は，だれか（親・先生・友達）によって決められている －．27 ．38 －．07 一．09 ．32

と思います．（R）

11．わたしは，何かを自分一入で決めるときは不安になります．（R） …．02 ．22 ．68
洲．10

．01

15．わたしは，自分一人で決めたことは，うまくいかないことが多いと
．08 ．21 ．58 ．22 ．13

思います．（R）

18．わたしは，だれか（親・先生・友達）に指図されていないと，なまけ
．20 ．33 ．46 ．09 ．07

てしまうと思います．（R）

6．わたしは，だれか（親・先生・「友達）に指図されるのが嫌いです．
．35 ．13

－．00 ．59 ．06

25．わたしは，何かを自分で決めることは面倒なので好きではありませ

ん．（R）

24．わたしは，自分で決めることほ責任を持たなければならないので好

きではありません．（R）

．30 ．29 ．21 ．59 ．12

．22 ．40 ．21 ．56 ．03

12．わたしは，自分で決めておこなったことには，責任を感じます．
．23 ．18 －．39 ．50 ．03

22．わたしが，幸せになれるかどうかは，だれか（親・先生・友達）に
w．04 ．15 ．12 ．01

月6

よって決まってしまうと思います．（R）

17．わたしは，自分で決めても，どうせ誰か（親・先生・友達）に反対さ －．05
．00 ．23 ．35 ．53

れると思います．佃）

16．わたしが，幸せになれるかどうかは，自分しだいであると思いま
．40 …．00 】．23 ．08 ．51

す．

10．わたしの将来は，だれか（親・先生・友達）の考えや意志によって決
．26 ．38 ．13

－．18
．48

まると思います．（R）

（R）逆転項目を示す．
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ウ 「他者決定選好の少なさ」下位尺度のα係数は，

．64であり，十分に高い億とは言えないが，あ
る程度の内部一貫性があると言える．

エ 「自己決定の不安の少なさ」下位尺度のα係数

は，．53であり，十分に高い値とは言えないが，

ある程度の内部一貫性があると言える．

オ 「自己決定のマイナス感情の少なさ」下位尺度

のα係数は，．41であり，十分に高い値とは言

えないが，ある程度の内部一貫性があると言え

る．

カ 「自己決定の効力感」下位尺度のα係数は，

．47であり，十分に高い値とは言えないが，あ
る程度の内部一貫性があると言える．

キ 下位尺度のα係数は，あまり高い値が得られな

かった．これは，「自己決定の不安の少なさ」

や「自己決定のマイナス感情の少なさ」などで

は，感情という，より複雑な要素が深く関わっ

ていたためではないかと考えられる．

（3）自己決定意識尺度の再検査信頼性

Table5は，自己決定意識尺度の再検査信頼性を

示す．これは，自己決定意識尺度を2週間の期間を

あけて2回測定した時の相関係数である．この表か

ら，次のことが分かる．

ア 自己決定意識尺度の再検査信頼性は，．75（p

く0ぃであり，かなりの程度の安定性が存在す

Table3 自己決定意識尺度の各因子間の相関

Ⅰ

自己決定志向性（Ⅰ）

他者決定選好の少なさ（Ⅱ）

不安の少なさ（Ⅲ）

マイナス感情の少なさ（Ⅳ）

自己決定効力感（Ⅴ）

…
4
4

43

39

串

＊

せサ

＊

＊

＊

6

0

9

3

3

3

J4

3

．30＊＊

．29＊＊．31＊＊
紳pく01

Table4 自己決定意識尺度およびその下位尺度の

信頼性係数

下位尺度 α係数

自己決定意識全体 0月3

自己決定志向性 0て7

他者決定選好の少なさ 0．64

不安の少なさ 0．53

マイナス感情の少なさ 0．41

自己決定効力感 0．47

＊＊pく01

ると言える．

イ 「自己決定志向性」下位尺度の再検査信頼性

は，．69（pく01）であり，ある程度の安定性があ

ると言える．

ウ 「他者決定選好の少なさ」下位尺度の再検査信

エ頼性は，．55（p＜．01）であり，十分に高い億とは

言えないが，ある程度の安定性があると言える．

「自己決定の不安の少なさ」下位尺度の再検査

信頼性は，．40（pく01）であり，これも十分に高

い催とは言えないが，ある程度の安定性がある

と言える．

「自己決定のマイナス感情の少なさ」下位尺度

の再検査信頼性は，．06（p＞．10）であり，安定性

があるとは言えない．これは，α係数による信

頼性の検討においても述べたが，感情という，

複雑で，変動しやすい要素に深く関わる項目で

あったためであると考えられる．

「自己決定の効力感」下位尺度の再検査信頼性

は，．40（pく01）であり，十分に高い催とは言え

ないが，ある程度の安定性があると言える．

（4）自己決定意識の妥当性

A）妥当性検討のために用いる尺度の信頼性

Table6は，統制感尺度，セルフ・モニタリング

尺度（同調性，親和性），依存性尺度，自己意識尺度

Table5 自己決定意識尺度およびその下位尺度の

再検査信頼性係数

下位尺度 再検査信頼性係数（N＝72）

自己決定意識全体
．75串＊

自己決定志向性 月9＊皐

他者決定避好の少なさ 55紳

不安の少なさ
．40＊＊

マイナス感情の少なさ
．06

自己決定効力感
．40＊＊

＊＊p＜．01

Table6 安当性検討のための尺度の平均値，標準

偏差，信頼性

平均 標準偏差 α係数

統制感尺度

セルフモニタリング尺度

同調性

親和性

依存性尺度

私的自己意識

21．55 4．15 0．66

9

3

0

3

4

6

7

7

0

0

0

0

3

8

1

9

4

1

2

3

2

2

一4

4

6

5

4

3

7

0

8

4

9

8

2

3

2

2
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の私的自己意識（以下，私的自己意識）について，合

計得点の平均，標準偏差，信頼性（α係数）を示す．

この表から，次のことが分かる．

ア 各尺度のα係数は，統制感尺度が．66，セル

フ・モニタリングの同調性（以下，同調性）が

．49，セルフ・モニタリングの親和性（以下，親
和性）が．63，依存性尺度が．70，私的自己意識

が．73であり，いずれの尺度のα係数も，十分

に高い値とはいえをいまでも，ある程度の内部

一貫性を持つと言える．

B）自己決定意識尺度と他の各尺度との相関

Table7は，自己決定意識尺度及びその下位尺度

と統制感尺度，セルフ・モニタリング尺度，依存性

尺度，自己意識尺度との相関係数を示す．この表か

ら，次のことが分かる．

ア 自己決定意識尺度全体との相関係数

統制感と．49（pく001），私的自己意識と．38（p

く001）であり，中程度の正の相関が得られた．

親和性では．24（pく001）で，弱い正の相関が得ら

れた．同調性とは…，41（pく001）で，中程度の負

の相関が得られた．依存性とは¶．23（p＜．001）

で，弱い負の相関が得られた．統制感，私的自己

意識との正の相関，同調性，依存性との負の相関

は予測された通りであったが，親和性との正の相

関は予想に反する結果であった．桜井（1993）の結

果を見ると，親和性は私的自己意識と正の関係を

持っており，必ずしも自己決定意識と負の関係を

持つ概念ではをいのかも知れない．下位尺度との

相関でも同様に，第1因子，第2因子，第4因子

で正の相関が見られ，親和性との関係について

は，今後詳しい検討が必要である．

イ 「自己決定志向性」下位尺度との相関係数

統制感と．42（pく001），私的自己意識と．47（p

く001）であり，中程度の正の相関が得られた．

親和性では．16（p＜．001）で，弱い正の相関が得ら

れた．同調性とは－．36（pく001）で，中程度の負

の相関が得られた．依存性との相関は認められな

かった．統制感，私的自己意識との正の相関，同

調性との負の相関は予測と一致する結果であっ

た．依存性との関係が見られなかったことについ

ては，自己決定をしたいという自己決定への志向

性と誰かに頼りたいという依存性とは必ずしも負

の関係にあるとは言えず，両者が併存する可能性

があることが示された．

ウ 「他者決定選好」下位尺度との相関係数

統制感と．29（pく001），私的自己意識と．21（p

く001），親和性と．13（p＜．01）で，弱い正の相関

が得られた．同調性とは－．25（pく001），依存性

と－．27（pく001）で，弱い負の相関が得られた．

統制感，私的自己意識との正の相関，同調性，依

存性との負の相関は予測された通りであった．

エ 「自己決定の不安の少なさ」下位尺度との相関

係数

統制感と．31（pく001）で，弱い正の相関が得ら

れた．同調性とは－．28（p＜．001），依存性とは－．

31（p＜カ01）で，弱い負の相関が得られた．親和

性と私的自己意識についてほ，相関は認められな

かった．統制感との正の相関，依存性との負の相

関は予測された通りであった．私的自己意識と親

和性において関係が見られなかったが，これは自

己決定意識尺度で扱う不安は他者との関係を扱う

ものではなかったため，他者を意識した概念であ

る私的自己意識や親和性との関係が見られなかっ

たものと思われる．

オ 「自己決定のマイナス感情の少なさ」下位尺度

との相関係数

統制感と．44（pく001），私的自己意識と．40（p

く001）であり，中程度の正の相関が得られた．

親和性では．20（pく001）で，弱い正の相関が得ら

れた．同調性とは－．28（pく001），依存性とは－．

13（p＜．01）で，弱い負の相関が得られた．統制

感，私的自己意識との正の相関，同調性，依存性

との負の相関は予測された通りであった．

Table7 自己決定意識尺度の5つの因子と他の尺度との相関

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 全体

統制感

セルフモニタリング

同調性

親和性

依存性

私的自己意識

．42＊＊ ．29＊＊ ．31榊 ．44＊＊

6

6

9

7

3

1

0

4

一

一

5

3

7

1

2

1

2

2

…

一

（‖XU

6

1

9

2

0

3

0

“

¶

8

0

3

0

2

2

1

4

…

仙

．31紳 ．49＊＊

0

0

8

3

1

1⊥

0

「⊥

一

¶

】．41＊＊

．24軸

¶．23＊＊

．38＊＊
＊pく05 ＊＊pく01
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カ 「自己決定の効力感」の因子との相関係数

統制感と・31（pく001），私的自己意識と．13（p

く01）で，弱い正の相関が得られた．同調性，親

和性，依存性については，相関関係は認められな

かった．統制感，私的自己意識との正の相関は予

測された通りであった．効力感は，より認知的な

要素を含むと考えられるため，比較的行動的な要

素と関係が深いと考えられる同調性，親和性，依

存性などとの相関が見られなかったものと思われ

る．

（5）自己決定意識得点の年齢的変化と性差

Fig．1は，自己決定意識尺度得点の分布を示す．

この固から次のことが分かる．

ア 自己決定意識尺度とその下位尺度ごとに，4

（学年：小学校5年，6年，中学校1年，2年）

×2（性別：男，女）の2要因の分散分析を行っ

た．Table8は，自己決定意識尺度及び各下位

尺度の平均と標準偏差を示している．

また，Fig．2は自己決定意識尺度全体での年齢的

変化を示し，Fig．3は，自己決定意識尺度全体での

性差を示す．これらから，次のことが分かる．

ア 自己決定意識尺度全体では，学年の主効果は認

められなかった．

イ 自己決定意識尺度全体では，性（F（1，43ユ）＝5．45，

Ⅰ〕＜．05）の主効果が認められ，女子の方が自己
決定意識が有意に高い．

Fig．4は，「自己決定志向性」の年齢的変化を示

し，Fig．5は「自己決定志向性」の性差を示す．こ

れらから，次のことが分かる．

ア 「自己決定志向性」においては，性，学年とも

に主効果は認められなかった．

Fig．6は，「他者決定選好の少なさ」の年齢的変

化を示し，Fig．7は，「他者決定選好の少なさ」の

性差を示す．これらから，次のことが分かる．

ア 「他者決定選好の少なさ」においては，学年

（F（3，431）＝4．49，Pく01）の主効果が認められ

た．下位検定の結果，中学校1年生が小学校5

年生よりも有意に他者決定選好の少なさが高

かった．つまり，中学校1年生は小学校5年生

よりも他者決定を好まないことが示された．

Fig．8は，「自己決定の不安の少なさ」の年齢的

変化を示し，Fig．9は，「自己決定の不安の少なさ」

の性差を示す．これらから，次のことが分かる．

ア 「自己決定の不安の少なさ」においては，学年

（F（3，431）＝7．32，p＜．001）の主効果が認められ

た．下位検定の結果，中学校1年生が，他の学

年よりも有意に自己決定の不安の少なさが高

ヱS

20

姦－5

10

5

0

ー川】】ん仰一－－¶¶【¶叫¶＋¶一山州m【－

」ノ

・ゝ

小→和 樹一対 さt嘲 棚 引1ほ 倒卜潤 丁卜汚
丁柑 81▼一佑 馴¢ 刑瑠 朗卜l幼

帝慮

Fig．1自己決定意識得点の分布
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一小学与年

・・‥小学¢年

≠中学1年

Table8 自己決定意識尺度及び各下位尺度の平均

と標準偏差（下段は標準偏差）

尺度 5年 6年 1年 2年 全体

自己決定 男子 70．粥

意識全体 9．62

女子 72．83

7．89

全体 71，81

72．00 73．18

9．69 9．77

74，73 76．71

8．23 10．83

73．50 74．93

8．87 8．98 10．41

72，88 72．23

10．22 9．81

73．40 74．42

7．56 8．76

73．13 73．32

9．00 9．35

自己決定 男子 24．48

志向性 4．11

女子 24．85

3．18

全体 24．65

24．52 23．64丁

3．39 4．69

24．64 24．90

3．06 4．16

24．59 24．26

3，71 3．20 4．47

24．2ユ 24．22

4．50 4．21

24．85 24．80

2．89 3．33

24．52 24．51

3．80 3．82

他者決定 男子

選好の少

なさ 女子

全体

16．16 16．67 17．90

3．36 3，14 3．49

17．06 17．70 18．45

2．33 3．08 3．21

16．58 17．24 18．17

2．95 3．16 3．35

17．50 17．05

3．15 3．32

16．8117．50

3．28 3．05

17．17 17．28

3．21 3．20

不安の少 男子 6．粥

なさ 2．10

女子 6．58

1．86

全体 6．61

6．85 7．70

2．03 1．85

7．05 7．94

1．67 1．98

6．96 7．82

1．99 1．83 1．91

7．00 7．03

2．07 2．04

7．00 7．14

1．66 1．83

7．00 7．09

1．88 1．94

マイナス 男子

感情の少

なさ 女子

全体

11．16 11．54 11．54

2，09 2．19 2．43

12．17 12．57 12．78

2．11 1．72 2．12

ユ1．63 12．1ユ 12．ユ5

2．15 乙00 2．34

11．79 11．50

2．36 2．26

12．25 12．44

1．74 1．92

12．0111．97

2．09 2．15

自己決定 男子 12．5012．41

の効力感 2．14 2．02

女子 12．1712．77

1．85 2．16

全体 12．3512．61

12．40 12．38 12．42

2．25 1．83 2．06

12．65 12．50 12．53

2．30 乙05 2．10

12．53 12．冬4 12．48

2．02 2．10 2．27 1，93 2．08
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かった．つまり，中学校1年生が他の学年より

も自己決定に関する不安が少ないことが示され

た．

Fig．10は，「自己決定のマイナス感情の少なさ」

の年齢的変化を示し，Fig．11は，「自己決定のマイ

ナス感情の少なさ」の性差を示す．これらから，次

のことが分かる．

ア 「自己決定のマイナス感情の少なさ」において

は，性（F（1，431）＝20．14，pく001）の主効果が

認められ，女子の方がマイナス感情の少なさが

高い，つまり女子は自己決定に関してマイナス

感情が少ないことが示された．

Fig．12は，「自己決定の効力感」の年齢的変化を

示し，Fig．13は，「自己決定の効力感の」性差を示

す．これらから，次のことが分かる．

ア 「自己決定の効力感」においては，性，学年と

もに主効果は認められなかった．

総合的に見ると，次のことが分かる．

ア 下位尺度によっては性差，学年差が認められな

いものもあるが，性差が認められる尺度におい

ては一貫して女子の方が自己決定意識が高く，

学年差が認められる尺度においては中学校1年

生が最も自己決定意識が高かった．

慧－0

慧－0

小学5年 小学8年 中学1年

学年

Fig．10 マイナス感情の年齢変化

中学2年

ムー
ムー‥－‥‥－‥也・

小学5年 小学る年 中撃1年

学年

中学2年

Fig．11マイナス感情の性差

イ 性差については，桜井（1992）が女子の方が高い

自己意識を持つことを見出しており，自己の内

面に注意を向けやすい傾向を表す私的自己意識

と自己決定意識とは関係が強いと考えると，本

研究の結果と一致すると考えらる．

り 中学校1年生が最も自己決定意識が高いという

結果については，鎌原・樋口（1987）がLocusof

Controlの年齢的変化の研究において，加齢と

ともにLOCが低下することを見出しており，

本研究の結果とは一致しない．しかしながら，

LOCと自己決定意識は類似した概念ながら

も，自己決定意識がより広い概念であり，単純

な対応づけはできない．
エ 自己決定意識尺度は，信頼に足る内的一貫性，

再検査信頼性を持つ．

オ 統制感，セルフ・モニタリング尺度（同調性，

親和性），依存性，私的自己意識との関係につ

いて，ある程度仮説が支持されたことから，概

念的に妥当なものであることが確認された．

カ 自己決定ほ，学習の動機づけだけでなく，子ど

も生活や行動全般に大きく影響を与える概念で

ある．今後，本尺度を用いて自己決定に関わる

要因の解明とその関係を実証的に検討すること

が望まれる．
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匿琵 慧－0

小学5年 小学8年 中学1年
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Fig．12 自己決定効力感の年齢変化

中学2年

匿翌

々ヽ琴5年 ¢撃6年 中学l年
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中学之率

Fig．13 自己決定効力感の性差
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要 約

本研究は，児童・生徒を対象にした自己決定意識

尺度を作成し，その信頼性と妥当性を検討すること

を目的として実施された．25項目が自己決定意識尺

度のために考案され，439名の小・中学生に対して

統制感尺度，セルフ・モニタリング尺度，依存性尺

度及び自己意識尺度とともに実施された．因子分析

の結果，尺度は次の5つの因子または下位尺度から

構成されることが示された．即ち，自己決定志向

性，他者決定選好の少なさ，自己決定の不安の少な

さ，自己決定のマイナス感情の少をさ，自己決定の

効力感である．相関結果から，自己決定意識尺度及

び，自己決定のマイナス感情の少なさを除く全ての

下位尺度が高い信頼性と妥当性を有することが明ら

かとなった．
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