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予歴、亀の餞配決定の発達藍能会偲⑳個性飽志向鰭歴の関係

筑波大学心理学系 新井 邦二郎

Relation of the development of self－determination and the development of social／individual

orientation

Kunijii・OAra＝伽ざ£盲£㍑£e〆乃プC九0わ紗抗浅才γg門七抄〆Tぶ彷如ほα30吉－β57Zノ碑α7り

This study aimed to clarify tlle relatiorldevelopmentof se汀－detel‾mination and development

of social／individualorientation．Subujects for this study werelOO elementary schooIchildren，

123junior high schooIpupils，121seniol－high schooIstudents，and85college students．Both

development of self－determination and development of social／individualorientation were

investigated by a questionnaire．The main results wei・e；（1）developmentofself－determination

was nlOre Closely correlated withindividualorientation tllan SOCialorientation君or elementary

schooIchildren
to

senior high
schooIstudents，and（2）self－determination

was negatively

correlated with socialorientationin college students，These resultsⅥrere
discussed fronlthe

viewpointofself－determination，andits relationtosocializationandindividualization・

鼠eywo㌻鮎‥Self－determination，SOCialization，individualization，Se汁determination scale，

social／individualorientation scale．

問題と目的

人の心のなかの社会と個人の問題は，心理的適応

の大きな課題の叩一つである．最も望ましい心境は，

論語に出てくる「己の欲するところに従えども，法

を越えず」の心理的次元と言えようが，実際のとこ

ろ，個人を出すあまり他者との関係を悪くしてしま

う場合も少なくなく，反対に他者となかよく生きて

いこうとして個人を殺すもこともしばしばある．自

分の心の中の社会と個人は，本来調和できるものと

思われるが，葛藤や対立関係を示すことがしばしば

あることも事実である．

人間存在をどう見るのかについて，一方では

Freud（1905）のように生物学的存在としての人間を

重視する立場もあれば，他方ではVygotsky（1962）

のように社会的存在としての人間を重視する立場も

ある．Freudは，人間が生物的欲求をもった個人と

しての立場から出発し，その後，社会とは対立した

り，社会から抑圧を受けたりしながら妥協し，維持

されていくものと見ている．他方，Vygotskyは，
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生まれたばかりの人間が一人では生きていくことは

できず，社会的関係においてのみ生存し，生活を続

けていくことができる社会的存在から出発するこ

と，その後，社会的諸影響を受ける中で個人として

の諸特徴を発展させていくものと考える．これら2

つの立場は学説としてのおもしろさは有している

が，，性善説と性悪説の論議と同様に，客観的には

生物的側面と社会的側面のどちらも存在するにもか

かわらず，他方の存在を軽視し，片方の存在のみを

誇張した議論と思われる．

実際には，生物的側面と社会的側面の2つの側面

のどちらも取り上げ，重視していくことが適切と思

われる．そのためには，人の発達に欠かせないもの

として，次の2つの過程を取り上げる必要がある．

1つ目は，人の発達のなかで生物学的存在であるも

のが社会のなかで生きるための知識や技能を身に付

けて，社会的存在へと変化してヤ、く過程である・こ

れは社会化（socialization）の過程と言うことができ

るであろう．「人は，生まれたばかりの状態では人

間とは言えない．言葉を覚え，コミュニケ｝ション
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を行い，人と人との間に意思や感情を交流できるよ

うになって初めて入間と呼ぶことができる」といっ

た議論がよく行われるが，これは，人の発達におい

て社会化の過程が不可欠であることを強調したもの

と言えよう．もう〟つは，個人が本来的に有する諸

特性を尊重し，その維持や発展を推し進めていく側

面である．例えば，個人が有している興味や欲求，

気質や能力，信念や価値観などの個性を尊重し，そ

れらを開花させていく過程である．これは，個性化

（individualization）と言えよう．

社会化と個性化は，ともに人の発達に欠かせない

過程である．社会化のない発達は，ときに豊かな個

性のかわりに，野生化した個性をもたらす．また，

個性化のない発達は，ときにりっばな社会的人間の

かわりに，画一一化された人間をもたらす．このよう

に，この2つは，人の発達の重要な2側面である

が，重をりをもつ2つの集合のように，一部重複す

るところもあるが，一部対立するところもあり，一

部別々のところもある．まず重複するところは，個

性化を通して社会化される面と社会化を通して個性

化される面とが存在する点である．前者の側面は，

個性の発達を求める今日の社会の要請のことを考え

るならば理解できるであろう．また，後者の側面は

興味や欲求の一部や信念や世界観などの個性は社会

化によって作られていくことから理解できるであろ

う．次に，対立するところは，社会化は現存在では

社会的に未熟なものとして人をとらえ，さらに社会

的な知識や技能を身に付けていくことを要請する

が，個性化は人の現存在を肯定し，それを否定しな

い点である．このことに関連して，社会化の方法論

は知識や技能を身に付けさせることにあるので明解

であるのに対し，個性化の方法論ほ現存在を見守

り，勇気づけることのほかにないので明確でないと

いう点も異なる．さらに別々のものと思われるとこ

ろは，社会化の基本的方向は他者の尊重であると同

時に他者からの尊重にある．一方，個性化の基本的

方向は自己の尊重であり，自分を好きになり，自分

の個性に自信をもつことにある点である．

発達心理学的に見ても，まわりの人たちと調和し

て生きていこうとする社会化と自分の世界を大切に

生きていこうとする個性化とは，いずれの年齢にお

いて常に同時に存在するにしても，その相対的な重

みは年齢時期によって異なることが考えられる．す

なわち，誕生間もない乳児期は，自分の体や心の欲

求を中心に行動し，この意味で個性化優位の時期と

言えよう．幼児期前期になると，親をはじめまわり

の人の動きや意図が見え始め，それに合わせようと

する心が大きくなり，すこしばかり社会化の優位な

時期が現れると考えられる．この時期は，しつけが

本格的に開始される時期と重なる．次に幼児期後期

になると，遊び場面を中心に自分のイメ｝ジに基づ

いた活動が中心となり，再び個性化優位の時期を迎

える．さらに，小学校に入学すると，本格的な学習

や集団生活を行うなかで，社会化優位の時期を過ご

し，中学・高校となると，心の内面の葛藤の解決に

焦点が当てられ，再び個性化優位の時期を迎える．

この青年期のなかでエゴ・アイデンティティを一定

程度確立した時点において，その後のライフ・ス

テージでは社会化と個性化の調和の取れた時期が現

れてくると考えられる．

こうした人の発達の過程の概念としての社会化と

個性化を基礎にして，人がその人生の生き方のなか

で社会化と個性化のどちらを強く求めるかの態度を

心理学的に問題とすることができる．例えば，…一般

的に社会的人間とは，他者を尊重し他者からの尊重

を求める傾向が強いと考えられ，また個性的人間と

ほ自己を尊重し自分の個性に自信をもつ傾向が強い

と考えられる．このように人の人生信条や人生態度

を社会化志向性および個性化志向性の次元から見て

いくことができる．

子どもの自己決定は，他者に自分を委ねるのでほ

なく，自分にかかわりがあり，自分が責任をもたな

くてはならないことは自分で決定していく意識や態

度であり，個性化志向性と密接な関係があると予想

される（新井，1992，1995，1996，1997）．しかし，

なにがなんでも自分一人で決定するのではをく，他

者と十分な相談や連絡をとり最終的に自分が責任を

持つことがらについては自分が決定することが真の

自己決定であり，その意味で社会化志向性とも無関

係ではないと考えられる．また，子どもの年齢に

よって社会化志向性が優位になったり個性化志向性

が優位になったりするので，年齢時期により自己決

定と社会化志向性や個性化志向性との関係の程度が

変わり得ることも予想される．

本研究は，子どもの自己決定が社会化志向性や個

性化志向性とどのような関係を有するのか，また子

どもの年齢時期において，それらの関係に変化が生

じるのかなどを検討する．またこれらの検討を通し

て子どもの自己決定が，実態意識として基本的に社

会（他者）に向いているのか，それとも個人（自分）に

向いているのか，それとも両者に向いているのかを

明らかにしたい．なお，社会化志向性とは，他者を

尊重し他者からの尊重を求める傾向を意味し，個性

化志向性とは自己を尊重し自己の個性に自信をもつ

ことを求める傾向を意味するものとして使用してい

く．
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方 法

被調査者 公立小学校5年生100名（男子56名，女子

44名），公立中学校1年生123名（男子61名，女子62

名），公立高校1年生121名（男子77名，女子44名），

国立大学1年生85名（男子31名，女子54名）．

調査時期1996年9，10月．

使用した尺度

（1）自己決定意識尺度

佐藤・新井・谷島・松尾・天月・攫（1996）が作成

した25項目からなる尺度．信頼性が確認されてい

る，この尺度は，「自己決定志向性」「他者決定を好

まないこと」「自己決定の不安の少なさ」「自己決定

のマイナス感情の少なさ」「自己決定の効力感」を

内容とする．

（2）社会化志向性・個性化志向性の質問紙

社会化志向性や個性化志向性を測定するために新

たに作成した26項目からなる質問紙．伊藤（1993）の

個人志向性・社会志向性尺度の16項目を参考にした

が，この尺度が児童を対象としていないので，児童

に適用できる項目内容と文章表現を用意した．な

お，伊藤（1993）では社会志向性と個人志向性という

言葉が用いられているが，本研究では子どもの発達

をとらえる概念である社会化と個性化に合わせ，か

つ本研究が児童・青年を対象とした研究なので，社

会化志向性と個性化志向性という言葉を使用した．

それらの意味するところは，大筋では同じであると

考えられる．社会化志向性に関連する項目例は「私
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はほかの人となかよくしようとこころがけていま

す」，「私は他の人から『よい人』と言われるように

努めています」などの13項目であり，個性化志向性

に関連する項目例は，「私は自分のことが好きで

す」，「私は何事にも自分の考えや感じ方を大切にし

ていこうとしています」などの13項目である．これ

らの項目が自分にどの程度あてはまるか，「あては

まる」から「あてはまらない」までの4件法で回答

を求めた．

手続き 調査の実施は担任（授業者）の監督のもとに

行われた．質問紙は無記名であった．

結果と考察

（1）自己決定意識の学年差と性差

Fig．1が示すように，男女とも学年が上がるにつ

れて自己決定意識の得点が上昇している．また，ど

の学年においても男女差は見られない．学年と性の

2要因の分散分析の結果，学年の主効果のみ1％水

準で有意であった．LSD法による多重比較の結

果，中1は小5よりも，高1は中1よりも，5％水

準で有意に自己決定意識の得点が高い．

（2）社会化志向性・個性化志向性質問紙の因子分析

と信頼性

この質問紙の下位尺度を抽出するために，因子分

析を行った．主因子法により固有億1以上の3因子

を抽出し，バリマックス回転を行った．その結果を

Tablelに示す．第1因子は，そこに含まれる13の

／jヽ5
中1 高1

Fig．1 自己決定意識の学年変化

大1

（学年）
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項目の内容から「個性化志向性」因子と命名した．

同様に第2因子は，因子負荷量が低く，共通畳も低

い億を示した項目19を除いた12の項目の内容から

「社会化志向性」因子と命名した．それぞれの項目

から構成される下位尺度を作成した．

下位尺度ごとのα係数およびそこでの項目のトT

相関の数値を，Table2に示す．トT相関億はいず

れの項目も，約0．30以上であり，α係数は0．70以上

であり，尺度としての内的一貫性は認められたもの

と言えよう．

（3）社会化志向性・個性化志向性の学年変化

まず社会化志向性は，Fig．2が示すように，男女

とも学年により多少の得点の上下が見られるが，性

と学年の2要因による分散分析の結果は，性，学年

およびその相互作用とも有意でなかった．このよう

に，社会化志向性に明らかな学年差，性差が見られ

なかったことは，小学校高学年において，男女とも

社会化志向性の基礎が作られ，それ以降大きな変化

は生じてこをいと考えられる．

他方，個性化志向性についは，Fig．3が示すよう

に，男子に学年の変化はあまり見られないが，女子

は学年が上がると得点が高くなる傾向が見られた．

性と学年の2要因による分散分析の結果，性と学

年，交互佐用のいずれも5％永準で有意であった．

LSD法による多重比較の結果，男子においては学年

差は認められないが，女子においては，大1が小5

や中1よりも得点が5％水準で高い．また，′ト5や

中1，大1では男女差は有意でないが，中1では

5％水準で男子が女子よりも得点が高くなってい

る．このように，男子では個性化志向性の学年によ

る大きな変化は見られなかったが，女子では小5や

中1から高1や大1にかけて個性化志向性が強まっ

ている．しかも，この女子の変化は，小5や中1と

きは男子よりも少なかった個性化志向性が高1や大

1になり男子と同じ水準に到達するという変化を示

している．この結果は，小学や中学で女子は個性化

Table2 各下位尺度の卜丁相関億とα係数

卜丁相関億 α係数

個性化志向性
．348～．558 ．799

社会化志向性
．310～．522 ．772

Tablel 社会化志向性・個性化志向性質問紙の因子分析の結果

項目番号（内容） lF F2 投身共 M（SD）

22（他の人とほ違った役割が自分にはある）

13（何事にも自分の考えや感じ方を大切にしている）

10（自分なりの信念をもっている）

14（他の人と自分の考えが違っていても気にしない）

21（他の人の意見にすぐに合わせるのは嫌である）

11（他の人がほめてくれなくても，自分で自分をほめることができる）

5（他の人と違った長所が自分にある）

6（「人は人，自分は自分」という気持ちで生活している）

16（自分の気持ちに素直に行動しようとする）

15（自分のやりたいことがはっきりしている）

12（他の人の言いなりにならないように注意している）

4（自分のことが好き）

20（一番大切なのは「自分の生き方」である）

．616

．604

，556

．492

．488

，483

．480

町
必
心
叫
晰
丸

8

2

0

7

1
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一

6

6

9
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3

8

3

4

4

7

4

8

0

2

0

0

1

0

1

4

9

7

2

4

7

9

4

9

5

0

3

9

9

5
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4

3

6

1

7

9

7

8

4

3

3

3

2

2

2

2

2

2

1

1

1

i

2．92（．85）

3．33し72）

2．94（．81）

2．70（．91）

2．84（．88）

2．55（．93）

乙93し93）

2．74（．93）

3．07（．80）

2．86（．92）

2．96（．82）

2．77（．97）

2．80（．90）

26（みんなの役に立つように努めている）

3（他の人から「よい人」と言われるよう努める）

1（他の人と仲良くしていく）

17（回りの人に迷惑にならないように注意している）

7（回りの人に不快な気持ちを与えたくない）

23（「ひとりぼっち」になりたくない）

9（他の人から「悪い人」と思われたくない）

2（他の人の気持ちを考えながら行動する）

8（他の人から尊敬されたらいいな，と思う）

25（友だちから人気が得られるように行動している）

24（家のものや先生に恥ずかしく思う行動はとりたくない）

18（友だちといると，気持ちが楽しい）

．147

．056

．149

．189

．097

∴093

∴109

．156

．142

．070

．043
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乙74（．81）

乙85（β4）

3．59（．61）

3．25し72）

3．45（．74）

3．48（，77）

3，57（．69）

3．36（．63）

3．03（．89）

2．56（月4）

3．15（．84）

3．63（．59）

二乗和

寄与率
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5

3
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り
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志向性が抑制気味であったが，高校・大学に至りそ

の抑制が取り外されることによると考えられる．

（4）社会化志向性・個性化志向性の相関の発達変化

Table3は社会化志向性と個性化志向性との相関

の学年変化を示す．小5から高1まで，弱い相関が

みられ，学年があがるにつれてその相関倦が少し上

昇していくが，大1になると無相関に至る．このこ

とは，小学，中学，高校においては社会化志向性と

4三；［42

41．5

41

（

違40・5
＼＿．・′

40

39．5

3三；上

40

9

8

3

3

73

63

（
唱
乾
）

5

4

3

3

／

個性化志向性が，一定程度においてともに両立して

存在するよう別犬況が続くが，大学ではそれらが別

個のものとして機能してくることを示している．社

会化志向性が社会的自我（社会に顔を向けた自我）を

表し，個性化志向性が個人的自我（個人に顔を向け

た自我）を表しているとすれば，小学，中学，高校

でほそれら2つの自我が融合していて，しかもその

融合の度合いは学年とともに少し強まることを示し

小5

雷

】
…⊥m

小5

中1 高1

Fig．2 社会化志向性の学年変化

申1 高1

Fig．3 個性化志向性の学年変化

大1

大1

（学年）

（学年）
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ている．しかし，大学に入ると社会的自我と個人的

自我とがはっきりと分化し，それぞれが別々のもの

として存在するようになる．換言すれば，小・中・

高校の未分化な社会的自我と個人的自我が，大学で

は変容し，分化していくと言い表すことができよ

う．諸般の状況から判断すると，社会的自我と個人

的自我との分化の実態は，個人的自我が徐々に明確

になり，社会的自我から独立していくと考えるのが

有力である．これに従えば，個性化志向性が社会化

志向性の傘を借りて機能することを止め，自立を果

たし，その砕から出て独立に機能し始めるのは大学

あたりからであると考えられる．

（5）自己決定意識と社会化志向性・個性化志向性と

の相関の発達変化

Table4は，自己決定意識と社会化志向性・個性

化志向性との相関の学年変化を示す．大1では，自

己決定意識と社会化志向性とはマイナスの無相関を

示している．他方，自己決定意識と個性化志向性と

は極めて高いプラスの相関を示している．このよう

に大学では自己決定意識は，社会化志向性とはまっ

たく関係せず，もっぱら個性化志向性と密接な関係

を持つに至る．

一方，小学，中学，高校でほ自己決定意識は，個
性化志向性とより強い関係を持ちつつも，社会化志

向性とも弱い相関を持ち続ける．このことは，これ

らの年齢では個性化志向性が社会化志向性からはっ

きりと分化していないこと，したがって自己決定意

識が個性化志向性に対し有する関係のいく分かが社

会化志向性にもふり分けられていると考えられる．

このように見ると，小学校のうちから自己決定意

識は社会化志向性とほ弱い関係を持ちつつ，基本的

に個性化志向性と強い相関関係を持ち続けること，

このような関係は個性化志向性が社会化志向性から

分離・独立を果たす大学において脱皮を果たし，自

己決定意識が社会化志向性とはまったく関係をみせ

なくなると言えよう．

（6）自己決定意識の低・中・高群からみた社会化志

向性・個性化志向性

Fig．4は自己決定意識の低・中・高群からみた社

会化志向性の得点の学年変化を示す．分散分析の結

果でほ小5から高1まで低・中・高群の得点に有意

差が見られ，小5では5ヲ‘水準で有意差が見られ，

LSD法による多重比較の結果，自己決定意識の中群

や高群が低群よりも有意に得点が高く，中1では

1ヲ名水準で有意差が見られ，LSD法による多重比較

の結果，同様に自己決定意識の中群や高群が低群よ

りも有意に得点が高い．また高1でも1％水準で有

意差が見られ，LSD法による多重比較の結果，高群

が低群よりも有意に得点が高いことが示されてい

る．しかし，大1では分散分析の結果，有意差が見

られていない．このように小学・中学・高校まで

ほ，社会化志向性は自己決定意識の高い人のほうが

低い人よりも得点が高くなる傾向が認められた．

Fig．5は自己決定意識の低・中・高群からみた個

性化志向性の得点の学年変化を示す．分散分析の結

果では小5から大1までのすべての学年において自

己決定意識の低・中・高群の得点に1％水準で有意

差が見られた．LSD法による多重比較の結果，小5

でほ高群が中群よりも，中群が低群よりも有意に得

点が高いことが示され，また中1では高評が中群や

低群よりも有意に得点が高く，高1でも中群や高群

が低群よりも得点が有意に高い．さらに大1でほ高

評が中群よりも，中群が低群よりも有意に得点が高

くなっている．このように個性化志向性の場合，自

己決定意識の高い人が中ぐらいや低い人よりも得点

が高くなる傾向が明確に認められた．

以上の結果を総合すると，自己決定は社会化志向

性に対し小学，中学，高校である程度肯定的な関係

を示すが，大学では関係自体を持たなくなること．

他方，自己決定は個性化志向性に対しては小学から

Table3 社会化志向性・個性化志向性問の相関の学年変化

小5 中1 高1 大1 全体 全体（偏相関）

．241＊ ．33∠を＊串 ．392＊書 ．003 ．251♯＊ ．262＊＊

＊p＜．05 ＊書p＜．01

Table4 自己決定意識と社会化志向性・個性化志向性との相関の学年変化

小5 中1 高1 大1 全体 全体（偏相関）

社会化志向性
．236＊ ．334ホ＊ ．281尊書

－．015
．177＊＊ ．186＊＊

個性化志向性
．545＊＊ ．426＊＊ ．403＊＊ ．741＊書 ．513＊書 ．511事書

ヰpく05 ＊＊p＜．01
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大学に至るまで，一貫して肯定的な関係を示すと言

えよう．
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要約と結論

本研究で見出だされた主な結果は，次の2点であ

る．

中1 高1

Fig．4 自己決定低・中・高群の社会化志向性得点

中1 高1

Fig．5 自己決定低・申・高評の個性化志向性得点
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1）社会化志向性と個性化志向性とは，小5から高

1まで，弱い相関がみられ，学年があがるにつ

れてその相関億が少し上昇していくが，大1に

なるとマイナスの無相関に至る．

2）自己決定は社会化志向性に対し小学，中学，高

校である程度肯定的な関係を示すが，大学では

関係を持たなくをる．他方，自己決定は個性化

志向性に対しては小学から大学に至るまで，一

貫して肯定的な関係を示す．

まず，社会化志向性と個性化志向性が小学，中

学，高校において弱い相関を示したことは，これら

の年齢の日常的な生活場面では他者重視を選択して

いくのか，それとも自分重視を選択していくのかと

いった厳しい選択状況に直面しなくてすんでいるた

めかもしれない．自分を生かすために社会化しなけ

ればならず，また社会化する際自分と他者の違いを

それほど意識しなくてもすんでいるのだろう．とこ

ろが，大学生の年齢に至ると，自分と他者との相違

を十分に意識し，その上で他者をとるか，それとも

個人をとるのかついての厳しい選択に迫られること

が多くなるため，社会化志向性と個性化志向性とが

マイナスの無相関になるのかもしれない．

本来，社会化志向性と個性化志向性とは，別々の

方向を目指すものであり，無相関の関係が論理的に

は妥当であると思われる．しかし，より高い発達の

次元では，これら両者が両立していき，一定の相関

関係をもつに至っていくと考えられる．しかし，本

研究で示された小5から高1まで，社会化志向性と

個性化志向性とに弱い相関がみられのは，このよう

な高い発達の次元に至っているためとは考えにく

い．むしろ，これらの年齢では自分と他者との違い

の意識化の不足から社会化志向性と個性化志向性と

が十分に分化していないためであろうと推測される

のである．

次に，自己決定が個性化志向性に対しては小学か

ら大学に至るまで，一貫して強い肯定的な関係を示

すのに，社会化志向性に対してほ小学，中学，高校

で弱い肯定的な関係を示すが，大学では関係を持た

なくなった．この結果は，自己決定が社会化志向性

よりも個性化志向性に対してより強い関係もつとい

う予想通りのものであった．大学生では，これらの

関係がいっそう明確な形で現れていると思われる．

すなわち，自己決定が個性化志向性と極めて密接な

関係を持ち，他方社会化志向性に対してはまったく

関係を持つことがないという形である．さらにこれ

以降の高い発達の次元では，自己決定が個性化志向

性に対するのと同じ程度ではなくても，一定程度は

社会化志向性に対しても密接な関係をもつに至ると

予想される．をお，本研究の結果のなかで小学，中

学，高校において自己決定が社会化志向性に対して

もある程度の関係を持っていたのは，これらの年齢

では社会化志向性と個性化志向性とがまだ未分化な

ためであると思われる．
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