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はじめに

1
1

　アイデンティティとは､私は何者か､Who　am　l?､という問いの答えである｡自分につ

いての意識とその内容であるアイデンティティは､その人の意識がはっきりしている限り､

何らかの形で存在する｡そして､それは常に意識されているわけではないが､人生のさま

ざまな変化､とくに危機的な状況の中で強く意識され､問い直され､自分自身を内側から

支える大きな力となる｡危機を自分なりのしかたで乗り越える際の基盤となるアイデン

ティティは､いったいどのようにして形成されるのだろうか｡

　これまでに行われてきたアイデンティティ研究の多くは､アイデンティティが形成され

た結果に着目し､アイデンティティと他の心理的特徴との関連を検討してきた｡しかし､

アイデンティティ形成のプロセスを縦断的に検討した研究は少ない｡できあがったアイデ

ンティティの特微については多くの知見が得られているが､アイデンティティの発達的な

側面については､最近になってようやく関心が高まってきたところである｡アイデンティ

ティ形成のプロセスそのものを明らかにするためには､アイデンティティ形成の時期であ

る青年期に焦点を合わせ､その進展に沿って検討する必要があるのではないだろうか｡そ

の際､集団としての青年だけではなく､個としての青年に迫ることが有効であると思われ

る｡個を詳細に分析することによって､アイデンティティ形成に関与する諸要因の間の複

雑な関連を理解することができるからである｡本研究は､このような動機によって始めら

れた｡

　本研究のもうひとつの動機は､アイデンティティ形成は､両親を始めとする他者から分

離し､独自な存在としての自分自身の確立を追求するだけの作業なのであろうか､という

疑問である｡アイデンティティ形成は､確かに自分らしい生き方や考え方を構築すること

である｡これまでの研究の多くは､この前提のうえで行われてきた｡しかし､日常的な実

感として､次のようなことがある｡つまり､自分らしさばかりを前面に出すと他者とのつ

ながりが希薄になり､周囲から浮きあがったり孤立しかねないし､逆に他者に合わせてば

かりでは自分の存在が埋没してしまう｡自己と他者の間のきわめて微妙なバランスを構築

することこそが､アイデンティティ形成の中心的な作業なのではないだろうか｡　1990年

代になってから､そのような議論は個人主義的な自己観を強調する欧米においてさえあら

われてきた｡しかし､実証的な検討はなされていない｡
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第1章　青年期におけるアイデンティティ形成　1

第1章　青年期におけるアイデンティティ形成:

　　　　関係性の観点からのとらえ直し

第1節　問題

　Erikson(1963/1977)によるアイデンティティとは､幼児期以来形成されてきたさまざ

な同一化や自己像が､青年期に取捨選択され再構成されることによって成立する､斉一性･

連続性を持った自我の確立の状態である｡　Marcia　(1966)のアイデンティティ･ステイタ

ス･アプローチによって実証研究の道が開かれて以来､アイデンティティは､青年期の発

達心理学的研究における中心的なテーマの1つとして多くの研究において取り上げられて

きた｡その研究領域は､アイデンティティの形成に関するものや､アイデンティティとパー

ソナリティ､適応との関連に関するものなど､非常に幅広い(鐘･宮下･岡本,1997　;　鐘･

山本･宮下,1984参照)｡

　これらの領域への関心に加えて､ここ数年の動向を見ると､研究者の間でさまざまな社

会的文脈におけるアイデンティティの発達に対する関心が高まってきたことが分かる｡実

際､これまでにも多くのアイデンティティ研究を掲載してきたJournal　of　Adolescence　は､

1996年に｢文脈におけるアイデンティティ発達｣(ldenlily　developmenl　in　contexl)と題す

る特集号を組み､理論的･実証的な観点からこの問題に取り組む必要があることを提唱し

た(Phinney&Goossens,1996)｡現在のところ文脈に注意を払ったアイデンティティ研究

は少ないが､今日､世界的な規模で個人をとりまく家族､社会､国家といった諸状況が急

速に変化していることを考慮すれば､この問題が今後数年のうちに重要な研究テーマとな

ることが予測される｡

　文脈には､国家､社会､文化などの大規模なものから､学校､職場､家族などの比較的

小規模なものまで含まれる｡本研究では､小規模な文脈の1つであり､青年にとって最も

身近な文脈である対人的文脈に焦点を合わせる｡そして､そこで見られる他者との関係性

の観点からアイデンティティをとらえ直すことを試みる｡対人的文脈は､両親､友達､教

師といった他者からの青年に対するさまざまな期待や圧力を含んでおり､生物学的､情緒

的な側面などとともに､青年期の発達を押し進める原動力のひとつである(Coleman&
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Hendry,1990)｡したがって､これに焦点を合わせることは､アイデンティティ研究に限

らず､青年期の発達心理学的研究全体においても大きな意義があると思われる｡

　また､他者との関係性の重要性は､人格発達研究の領域においては､人格の2面性の問

題として比較的早くから論じられてきた(例えばBakan,1966;　Ginigan,　1982/1986;　Parsons,

1956)｡このうちGimgan(1982/1986)は､男女における道徳観の相違の研究によって､

分離と愛着という2つの自己のあり方を見いだした｡分離とは､自己を世界から離れたも

のとしてとらえ､他者や世界からの自立をめざすあり方である｡一方､愛着とは､自己を

世界との関係においてとらえ､他者と相互に依存したものとして経験するあり方である｡

Gilliganの発見は､分離の側面を強調してきたアイデンティティ研究者に他者との関係の

側面が重要であることを認識させるという､大きな役割を果たした｡しかし､この側面か

らの実証研究は､まだあまり行われてはいない｡本研究は､この側面に光を当てるもので

ある｡

　本章では､以下の3つの問題を論じる｡第1に､本研究が関係性の問題を重視する背景

を､先行研究の流れに沿って整理する｡第2に､整理された背景を踏まえて､関係性の観

点からアイデンティティをとらえ直す｡最後に､このようなとらえ直しに基づいて進めら

れる本研究の目的と意義について述べる｡

第2節　関係性を重視する背景

　関係性の問題を重視する背景は､大きく分けて2つある｡そのひとつは､アイデンティ

ティ形成における性差の問題から展開している｡もうひとつは､さまざまな社会的文脈に

おけるアイデンティティ形成について研究者が興味を持ち始めたことに関連する｡以下､

それぞれの背景について整理する｡

1.アイデンティティ形成における性差の研究

女性のための対人関係俵斌の付加

　アイデンティティ研究の中で､最も多く用いられてきたアプローチは､Marcia(1966)

によって考案されたアイデンティティ･ステイタス･アプローチである｡このアプローチ
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は､アイデンティティが形成されるまでのプロセスに注目して､どの程度のアイデンティ

ティが達成されたのかということに関心を持つ｡個人は､アイデンティティの達成の程度

に応じて､｢達成｣(achievemenl)､｢モラトリアム｣(moralorium)､｢早期完了｣

　(foreclosure)､｢拡散｣(diffusion)のいずれかのステイタスに分類される｡　Marciaの手法

は､アイデンティティの状態を高い信頼性を持って客観的に把握することを可能にしたの

で､Eriksonのアイデンティティ理論を実証的な観点から理解することに大きく貢献した｡

　しかし､1980年前後から､アイデンティティ･ステイタス･アプローチに対するいく

つかの批判が出現した｡これらの批判を整理したBosma(1992)によれぱ､そのうちの

1つは､男性に偏った領域(職業､政洽､宗教)を選択していることである｡　Erikson

　(1968/1973)は､自らの理論が女性の発達を十分に考慮していないことへの補遺として

　｢内的空間説｣を提唱した｡これに従えぱ､女性のアイデンティティ形成においては､ア

イデンティティ･ステイタス･アプローチが選択した職業､政治､宗教という領域のみで

なく､他者と親密な関係を結ぶことも重要であると考えねばならない｡そこで､アイデン

ティティ･ステイタス･アプローチの限界を補うために､女性のための対人関係的な領域

として､婚前性交への態度(Marcia&Friedman,1970)､性役割(Matteson,1977)､友情と

デート(Grolevanl,Thorbecke,&Meyer,1982)､家庭とキャリアの間の葛藤(Archer,1989)

などが付加された｡

　対人関係領域がアイデンティティ研究に組み込まれたことは､研究者が関係性の問題に

目を向ける契機となったといえる｡ただし､当初は､関係性の問題は女性に限定されてい

た｡その結果､男性のアイデンティティにおいては｢個人内領域｣(intrapersonal　domain)､

女性においては｢対人関係領域｣(interpersonal　domain)が重要であるという､男性と女

性のアイデンティティを2分法的にとらえる理解の図式が出来上がったといえる｡そして､

このような図式を支持あるいは否定するような研究結果がいくつか報告された(例えば

Hodgson&Fischer,1979;高橋,1988;　Walerman　&Nevid,1977;山本,1988)｡支持する研究

として､例えばHodgson&Fischer(1979)は､大学生を対象とした面接調査を行い､達

成型が多いのは､男性は職業､政治､宗教の領域であるのに対して､女性は婚前性交への

態度と性役割の領域であることを見いだした｡一方､同じく大学生を対象にした高橋

　(1988)の面接調査によれぱ､性役割の領域において男性よりも女性の方が危機を体験す

る者の割合が多いものの､本領域が全体的なアイデンティティを規定するほどの役割は持

たないことが見いだされた｡
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　｢個人内價域芦対人関係俵斌｣という2分法への批判

　このように､領域を分けることによってアイデンティティ形成における性差を検討しよ

うとした研究の結果は一様ではなかった｡また､20年近くも検討を重ねる間に､女性を

とりまく社会的状況も大きく変化した｡つまり､男性と女性が社会的にも家庭においても

同じ役割を担うことが多くなったため､次第に個人内領域一対人関係領域という概念で男

女を分ける意味が失われてきたといえる｡そして､男性と女性の人格特微に相違が見られ

るのは社会化によるものであり､本質的な相違によるものではないと考えるフェミニズム

の高まりも加わって､領域のうえで男女を区別することに対する批判があらわれた(Archer,

1992;　Matteson,　1993)｡この批判をきっかけに､個人内領域一対人関係領域という2分法

を強調するのではなく､対人関係領域を男女両方のアイデンティティに関わる領域として

とらえようという動きが出てきた｡実際､実証的にも､この領域は女性のみではなく男性

にとっても重要であることを示した研究結果もある(Thorbecke&Grolevanl,1982)｡

　さらに､この動きは､領域を通して性差をとらえるという研究上の手法の問題を超えて､

アイデンティティ形成における他者との関係性の問題に対する関心につながった｡つまり､

アイデンティティそのものが本来､関係の中で発達するという視点があらわれた(例えぱ

Archer,1993;　Josselson,　1994;　Marcia,　1993a)｡このうちArcher(1993)によれば､青年は､

他者との関係をまったく断ち切った状態でアイデンティティを形成することはありえない｡

個人内領域といわれてきた職業､政治､宗教におけるイデオロギーの決定にさえも､他者

の意見や影響をどのように取り込むかという問題があり､他者との関係性が反映されてい

るはずである｡

　また､Archerは､アイデンティティそのものが関係の中で発達すると考えた場合､同

じく性差として論じられてきた､Erikson理論における第V段階(アイデンティティ)と

第VI段階(親密性)の順序の問題も見直す必要があると示唆している｡これまで､女性

においては他者との関係性が重要なので､アイデンティティ形成は単独ではなく､親密性

の獲得と並行して起こると考えられてきた｡しかし､この見方は､アイデンティティ形成

を単に他者からの分離や自律としてとらえ､関係性は､親密性の段階に至って初めて出現

するという見方を前提としているので､新しい考え方の中では成り立たなくなる｡両課題

が並行するか否かという観点から性差を検討することの意味は､薄くなってきたのである｡

　アイデンティティ形成において他者との関係性が重要であるということは､Eriksonの
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発達理論が心理･社会的理論と呼ぱれることからすでに明らかであるともいえる｡彼の理

論は､どの発達の時期においても､個人が社会的文脈と関わりながら人格形成を行うこと

を強調している(Erikson,1963/1977)｡　Eriksonが述べる社会は､国家や文化といった大規

模なものから､重要な他者という小規模なものまで幅広い内容を含む｡したがって､他者

との関係性がアイデンティティ形成に大きな影響を与えることも､すでにその中に含まれ

ていると解釈できるだろう｡しかし､このような考え方があらためて強調されねばならな

い背後には､分離や自律を過度に強調する､西洋的な男性優位の個人主義のために､欧米

の研究者たちがこの理論における他者との関係の側面を見逃してきたという歴史に対する

反省があると考えられる(Marcia,1993a参照)｡このような視点の出現によって､アイデ

ンティティ形成における関係性の問題が注目されるようになったといえる｡

2.社会的文脈の中でのアイデンティティ形成の研究

　最近､青年期の発達に関する研究領域の全般にわたって､社会的文脈に対する関心が高

まってきた｡　Sleinberg　(1995)によれば､社会的文脈に対する関心は､1980年代の後半

からあらわれた｡それ以前は､青年期における発達の普遍的な法則を解明することに重点

が置かれてきたため､文脈の問題は無視されてきたり､統制されるべき変数として認識さ

れてきたという｡研究のモデルが時代とともに発展し､研究者は､社会的文脈の重要性に

気づくようになった｡　Steinbergは､個人が成人期に向かって､生物学的､知的､情緒的､

社会的に成熟する青年期を研究する際に､そもそもあるべき成熟の姿が社会的文脈によっ

て異なることを考慮しなければならないと述べている｡

　また､1990年代以降のヨーロッパにおいてどのような青年研究が求められるかを論じ

たJackson&Bosma(1992)も､今後の研究の方向として､多様な社会的文脈の中で発達

する青年をとらえることを強調した｡その理由は､近年のヨーロッパにおける政治的､社

会的､経済的な激変(例えば､移民や経済的格差の増大)によって､青年が多様な価値観､

家族形態､文化･歴史的背景にさらされるようになったことである｡彼らの論文はヨーロッ

パに焦点を合わせているが､こうした社会的変化はヨーロッパに限らず､世界の多くの地

域に共通する現象だろう｡

　社会的文脈に対する関心が高まったことにより､アイデンティティ研究の領域において

も､文脈の問題を組み込んだ研究の必要性が認識され始めた｡Grotevant(1987)は､早
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い時期に､このような社会的文脈の問題をアイデンティティ形成のモデルに取り入れてい

る｡彼の｢プロセス･モデル｣は､これまでほとんど注目されてこなかった文化･社会､

家族､仲間､学校･職場といった文脈が個人のアイデンティティ形成のプロセスに影響を

与えるとともに､個人のアイデンティティが文脈を形作ることを強調した｡このモデルは､

以後のアイデンティティ研究に大きな影響を与え､家族(Grolevant&Cooper,1985)､異

なる学校のタイプ(Roker&Banks,1993)､大学環境(Goossens,1995)などを文脈として

取り上げた実証研究をうながした｡しかし､アイデンティティ･ステイタス･アプローチ

の流れをくむアイデンティティ研究には､このGrotevantのモデル以外に文脈の問題を組

み込んだ研究の枠組みはないのが現状である｡

　こうした状況の中で､青年心理学のみではなく異なる研究領域に視野を広げると､とく

に社会心理学の分野において､文脈におけるアイデンティティ形成の問題がしばしば検討

されるので参考になる(Phinney&Goossens,1996;　Steinberg,　1995参照)｡例えぱ､C616

　(1996)やHeaven(1994)は､社会･歴史的な変化の中でのアイデンティティの変化を

論じている｡彼らによると､多くの西洋諸国では､社会的価値や規範の流動が恒常化して

いる｡また､若者は中絶､麻薬､性差別などの問題に対する見方の変化や､失業率の増大

といった変化に対処しなけれぱならなくなった｡このような変化の多い社会状況において

は､従来のような安定したアイデンティティよりも､状況に応じて自らのイデオロギーを

修正するような柔軟なアイデンティティを持つ方が適応的かもしれないという｡

　以上のような社会的文脈は､さまざまなレベルの関係性を含むと思われるが､本研究は､

その中でも小規模な文脈である､対人的文脈で生起する他者との関係性を重視する｡その

理由は､ひとつには､身近な他者との関係性は､多くの発達の側面と同様に､青年のアイ

デンティティ形成に直接的で重要な影響を与えると考えられるからである｡もうひとつの

理由は､身近な他者は､青年に直接影響を与えるのみではなく､文化､歴史､社会といっ

た大規模な文脈のエージェントとして､これらの文脈の影響を媒介すると考えられるから

である｡つまり､どのような大規模な文脈であっても､実際にはその影響は日々の対人的

なプロセスによって媒介されている(Adams&Marshan,1996;　Steinberg,　1995)｡青年の側

から見れば､身近な他者との日常的なコミュニケーションを通して､文化､歴史､社会と

いった文脈と関係するのである｡したがって､アイデンティティ形成のプロセスについて

いえば､青年は､自分と同じ文脈に生きる家族や仲間､恋人､教師などの身近な他者と相

互作用しながら､これらの他者によって示された､その文脈が規定する範囲の選択肢の中
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から職業やイデオロギーを選択するといえる｡このように､身近な他者との関係性は､社

会的文脈の中でのアイデンティティ形成について研究する際の最も基本的な単位であると

同時に､全体的な問題にもつながる視点であるといえる｡このような背景から､関係性の

問題を重視する必要があるといえる｡

第3節　関係性の観点からのアイデンティティのとらえ直し

パラダイムの転換:本研究の立場

他者との結ぴつきの考慮

　性差に関する先行研究の流れから明らかなように､研究者たちは､関係性の問題は､女

性のみでなく男性にとっても重要な､いわばアイデンティティの基本的な要素であると認

識するようになった｡したがって､他者からの分離や自律のみに注目し､アイデンティティ

を個人内の要素ととらえる従来のパラダイムから､他者との結びつきを考慮に入れたパラ

ダイムヘと転換しなくてはならない｡

　sumvan(1953/1990)は､重要な他者との関係の中で人格が発達することを強調した｡

彼によれば､人格の発達とは､重要な他者と自分とを包含する対人の場を処理するパター

ンの発達でもある｡したがって､研究の対象は､｢ある特定の(対人的な)状況すなわち

場において複数の人格が示す相互作用の特性となる複数の過程がつくるパターン｣

　(Su】ljvan,1953　中井･宮崎･高木･鐘訳,1990,p.　412)であることが望ましいという｡

Su】】ivanの理論は､自己と他者の両方を視野に入れ､さらに､対人的な場という表現で両

者の間の関係性を重視する点で､アイデンティティを見直す際にも有益である｡このよう

に自己のみではなく､他者の存在や他者との間の関係性も含む視点を持つアイデンティ

ティ研究は現在のところまだ少ない｡しかし､次の2組の研究者の指摘は参考になる｡

　Baumeisler&Muraven(1996)は､近代の西洋における歴史的変化(例えば､選択の自

由の増大や伝統的な価値観の喪失)とアイデンティティの特質の変化との関連を分析し､

アイデンティティを､あらかじめプログラムされた発達的なパターンや個人の自由な選択

の結果､あるいは単なる社会の産物としてとらえるのではなく､自己の社会的文脈への適

応であると結論づけた｡また､1990年代になって関係性の問題に積極的な関心を示し始
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めたMarcia(1994)は､アイデンティティが自己や自我理想といった他の類似の概念と

決定的に異なる点として､世界における個人の特定の存在のスタイルを意味することを強

調した｡そして､自分以外のもの､すなわち他(者)に対する開放性が高いほど､アイデ

ンティティが発達するという調査結果を踏まえて､世界に対する自己の関係のあり方の発

展こそがアイデンティティの発達であると提言した(StePhen,Fraser,&Marcia,1992)｡

　Baumeisler&Muravenの適応という概念や､Marciaが指摘した世界に対する自己の関係

のあり方という考え方は､アイデンティティが決して真空の状況の中で形成されるのでは

なく､文脈に埋め込まれた状態で形成されることを強調している｡この考え方は､青年の

世界との関係のしかたこそがアイデンティティである､というパラダイムを示唆するので

はないだろうか｡アイデンティティは､青年の内部のみにあるのではなく､世界の側のみ

にあるのでもなく､両者の関係において初めて存在すると考えるのである｡先に社会的文

脈の中でのアイデンティティ形成について述べた通り､実際には青年は身近な他者を通じ

て文脈と関わる｡したがって､世界というきわめて大きな文脈であっても､それを構成す

る基本的な単位は他者であるといえるので､世界という用語を他者に置き換えることは可

能である｡このように､関係性の観点からアイデンティティ形成を検討する際には､青年

の他者との関係のあり方がアイデンティティの重要な指標であるというパラダイムを持つ

ことが必要であると思われる｡

本研究の立場

　このパラダイムは､これまでの多くの人格発達研究とは異なり､自己と関係性､他者か

らの分離と他者との結びつき､といった2つの側面における発達を対立的にとらえたり､

どちらか一方に価値を置くことはしない｡両側面を切り離すことはできないのである｡こ

の立場から､いくつかの論考は､アイデンティティは両側面の相互作用と統合からあらわ

れると主張している(Franz&White,1985;岡本,1997)｡その先駆者であるFranz&White

　(1985)は､発達の｢複線モデル｣(two-palh　model)を提案した｡彼女らは､Eriksonの

発達理論においては､青年期までの個体化に重点を置く心理･社会的課題と､成人期の課

題である親密性や世代性との間に大きな隔たりがあることを指摘した｡そして､8つの発

達段階のすべてを､｢個体化の経路｣(individuation　pathway)と｢愛着の経路｣(atlachmenl

Palhway)の2つの経路によって理解しようとした｡2つの経路を設定したことにより､

成人期の課題を導くうえで重要な愛着のプロセスが精緻化されると同時に､2つの経路が
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同等の価値を持ちながら並行し､互いに促進し合うことが示されたといえる｡

　このモデルは､アイデンティティにおける個体化の経路と愛着の経路を､等価かつ不可

分なものと考える点で評価できる｡しかし､アイデンティティにおける個の問題と関係の

問題を分けて考えるという2分法を基本的に踏襲しているという点で､本研究の立場とは

異なる｡他者との関係のあり方をアイデンティティの指標と考える本研究では､どのよう

な領域のアイデンティティ形成においても､そのプロセスの根底には関係性の問題が見ら

れるという立場をとる｡この考え方は､第2節の2分法への批判に関する項で述べた､ア

イデンティティそのものが関係の中で発達するというArcher(1993)やJosselson(1994)

の指摘と一致する｡

　Eriksonは､アイデンティティ形成を多様なしかたで定義しているが､そのうち次の記

述は､アイデンティティが関係性を前提として成り立つ概念であるという本研究の立場の

論拠となる｡

人間の環境は社会的なものであるという事実を認めるならば､自我の外的世界は､

その自我にとって重要な意味をもっている他者の自我から成立しているということに

なる｡他者の自我が重要であるのは､ぞんざいなものから微妙なものにいたるコミュ

ニケーションのさまざまな水準において､わたしの内的世界が他者の自我によって秩

序づけられ､かつ､それらを包含するような形で､わたしの全存在がそれらによって

確認されるからである｡そして､今度は逆にわたしも､他者の自我が､それら自身の

世界を秩序づけ､しかもわたしを包含してくれる方法を､好意をもって受け人れる-

すなわち､相互肯定なのだ｡(Erikson,1968　岩瀬訳,1973,Pp.　306-307)

　ところで､このような本研究の立場に対して､アイデンティティと親密性および世代性

との間の概念的な相違に関して疑問が生じるかもしれない｡親密性と世代性のみではなく

アイデンティティにおいても､関係性の問題が含まれることを提起したからである｡しか

し､次のような点において､概念間の区別をすることが可能であると考える｡すなわち､

アイデンティティにおける関係性は､自我を確立するための不可欠な要素や土壌として存

在するのに対し､親密性と世代性における関係性は､確立された自我の表現としてあらわ

れるものであるといえる(Blalt&Blass,1996)｡
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2.アイデンティティ形成のプロセス:本研究における関係性の定義

探求への着目

　アイデンティティ形成のプロセスは､1980年代以降アイデンティティ研究者に共通す

る大きな関心事である(杉村,1995)｡プロセスをとらえる視点はいくつか提案されてい

るが(例えばBerzonsky,1988;　Bosma,　1992;　Grotevanl,　1987)､ここではGrolevanl(1987)

が定義した｢探求｣(exploration)に注目したい｡というのは､この概念は､アイデンティ

ティ形成の実際の作業を意味するからである｡探求は､Marcia(1966)以来のアイデンティ

ティ･ステイタス･アプローチにおいて｢危機｣(crisis)と呼ぱれてきた概念に相当する｡

しかし､Grotevantの探求は､｢重要な人生の選択を決定するために､自分自身や環境に関

する情報を引き出すための問題解決行動｣(Grolevanl,1987,p.204)と定義されており､

危機よりもアイデンティティ形成のための積極的な作業の側面を強調する点で､プロセス

をとらえるのに適すると思われる｡

　では､関係性の観点から見ると､探求において何を問題解決するのだろうか｡　Erikson

　(1968/1973)によれば､アイデンティティとは､自分が斉一性と連続性を持つ存在であ

るという感覚を持つことであると同時に､他者によってもその斉一性と連続性が認められ

ねぱならないという社会的側面も持つ｡つまり､青年が決定した選択やイデオロギーは､

特定の社会や文化における他者から承認される必要がある｡そのため青年は､まず､他者

と共有されうる考え方､欲求､意見､生き方などに気づき､さらに､それらを自分の持っ

ているものと付き合わせながら取り込む作業を行なう｡これは､一方で自分の独自な視点

に気づき､これを大切にしながら､他方で他者の視点を内在化する作業である｡そこでは､

しぱしぱ自己と他者の視点の間に葛藤や矛盾が生じると予測されるので､この食い違いを

解決することが要求されると考えられる｡

　次に､この食い違いをどのように解決するのか考えてみる｡1990年に､歴史学､心理

学､精神分析学の研究者によってアイデンティティに関する学際的なシンポジウムが開催

された｡その結論は､アイデンティティはさまざまな学問領域において多義的に用いられ

ているが､共通する重要な点は､アイデンティティ形成とは自己と文脈の間の｢相互調整｣

　(mulualregu】ation)のプロセスである､というものであった(Graafsma,Bosma,Grolevant,

&de　Levila,　1994)｡自他の視点の間の食い違いは､基本的には両者の間の相互調整を通し

て解決されるということができるだろう｡
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　相互調整は非常に幅広い概念である｡例えば､時間的に短いスパンにおいてさえ､他者､

あるいは自分の中の異なる視点との間で交わされる｢対話｣(dia】ogue)の中で､個人がそ

れら複数の視点を調節しながら自己を生起させていく様子をとらえることができる(Fogel,

1993)｡一方､青年期という長いスパンについては､Kroger(1989)が次のような見解を

示している｡彼女は､Eriksonを始めとする5つの自我発達に関する理論を整理し､アイ

デンティティは自己と他者の間のバランスの問題であると結論づけた｡青年期前期になる

と､青年は､それまでの重要な他者(主として両親)から内的に分離し始める｡これによ

り青年は､まず､自分自身の興味･関心に気づく｡そして､自分自身の興味と社会的な現

実におけるそれとを協応させながら､満足できる職業､イデオロギー､対人関係などを見

いだしていく｡そうした作業を経て､再び重要な他者との間の距離を取り戻し､練習､再

接近という段階を経て､最終的には自己と他者の間のバランスの恒常性が確立される｡

Krogerが指摘したこのバランスの回復のプロセスは､青年が､白己と重要な他者の視点

を絶えず協応させながら進むという点で､相互調整の様子をとらえている｡あるいは､関

係性の問題を重視する研究者の1人であるJosselson(1994)に従って言い換えるなら､

青年期全般にわたって､他者の欲求や興味を考慮する一方で自分白身を表現したり､葛藤

を認識して解決し､あるいは解決できない葛藤があっても他者との結びつきをなお持続す

ることを学び続ける努力こそが､相互調整であると表現することもできよう｡

本研究における関係性の定義

　本章ではこれまで､関係性という用語を､他者との関係､あるいはそのあり方や質といっ

た幅広い意味で用いてきた｡これまで述べてきたアイデンティティにおける他者との関係

の側面を重視する研究者たちも､さまざまな概念を用いてこの側面を説明している｡例え

ぱ､Kroger(1989)やGraafsma　el　al.　(1994)は､自己と他者､あるいは個人と文脈の｢バ

ランス｣や｢相互調整｣､また､Archer(1992,1993)やJosselson(1992,1994,1996)は､

　｢関係(性)｣(例えぱconnection､relaledness､relalionship)と表現している｡このように､

これまでの論考で用いられてきた概念や定義は多様であり､統一的な見解はないといえる｡

そこで､本研究における関係性の定義を明らかにしておく必要がある｡

　これまで述べてきたように､本研究の立場から見たアイデンティティ形成とは､白己

の視点に気づき､他者の視点を内在化しながら､そこで生じた自己と他者の視点の間の食

い違いを相互調整によって解決する作業であるとまとめることができる｡このことを踏ま
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えると､アイデンティティ形成の作業である探求を､次のようにとらえ直すことができる

だろう｡すなわち､探求は､自己の欲求･関心だけではなく他者の意見･期待も考慮した

り､相談や討論といった形で他者を利用したり､自己と他者の視点の間の食い違いを交渉

などの手段で解決しながら､人生の重要な選択を決定していくことであるといえる｡

　このように､本研究は､青年がアイデンティティを探求する際に､自分自身と身近な他

者の視点をどのように認識しているのか､また､どのようなしかたで両者を関係づけたり､

両者の間のバランスをとるのかという問題を重視する｡この認識のあり方によって､個人

のアイデンティティ探求のプロセスは異なると思われる｡本研究では､このようなアイデ

ンティティ探求のプロセスにおける自己と他者の関係の認識を｢関係性｣と呼ぶ｡

3.プロセスの根底にある要因

　以上のようなアイデンティティ形成のプロセスは､何によって支えられているのだろう

か｡最も有力な要因は､認知能力の発達であると思われる｡青年期の認知が児童期と異な

る点は､脳･神経系の成熟を基盤として､情報処理の速度や正確さが頂点に達し､その結

果として､高次の認知能力が発揮できる点である(楠見,1995)｡青年期における､自分

自身を内省したり､将来を見通して生き方を決定する力は､かなりの部分､こうした認知

能力に支えられていると考えられる｡

　これまでにも､アイデンティティ形成と認知能力との関連が数多く検討されてきた｡当

初､研究者たちは､形式的操作能力との関連を検討したが､両者の関連は必ずしも明確で

はなかった(Marcia,1993b;杉村,1994;高橋,1984参照)｡むしろ最近は､より幅広く､

社会的な志向の認知能力との関連へと関心が移ってきた(Marcia,1993b)｡アイデンティ

ティの探求は､いくつかの選択肢について考慮したり､それらについて他者と討論したり､

それらに関する情報を収集したり､それらを実際に体験するなどの諸行動を含む｡これら

の行動は､日々の諸問題に対するコーピング行動であるとも解釈できる(Jackson&Bosma,

1990)｡社会的認知能力とは､日々の生活において中心的な役割を果たす認知能力である

から､論理数学的な側面を重視する形式的操作能力よりも､こうしたコーピング行動との

深いつながりは容易に推測できる｡

　アイデンティティ形成と社会的認知能力との関係については､Berzonskyが研究を行っ

ている｡Berzonsky(1989)は､情報処理のスタイルによって､3つの｢アイデンティティ･
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スタイル｣を区別した｡自分が取り組んでいる問題に関する情報を積極的に探索し､明細

化し､評価する｢情報志向｣(information　orientation)､因習や規範や周囲からの期待によっ

て問題を解決する｢規準志向｣(normative　orientalion)､そして､問題を避けたり延期する

　｢曖昧志向｣(diffuse　orienlation)である｡そして､情報志向とアイデンティティ達成型､

規準志向と早期完了型､曖昧志向と拡散型との間の関連を見いだした｡さらに､アイデン

ティティ･スタイルは､コーピング行動とも関連があり､規準志向と曖昧志向の者は問題

を避けるコーピング方略を用いるのに対して､情報志向の者は問題に焦点を定めたコーピ

ング方略を用いることを示した(Berzonsky,1992)｡この他にも､Kunnen&Bosma(1994)

は,自分がこれまで保持してきた視点を新しい状況に適用する｢同化｣(assimilation)の

働きと､新しい状況に直面することを通して新しい視点を得る｢調節｣(accommodation)

の働きとの間の比率が､個人のアイデンティティの発達をうながす要因であると仮定した｡

そして､ダイナミック･システムズ･アプローチ(van　Geerl,　1994)を応用したシミュレー

ションにより､同化と調節の間の比率がほぼ等しい場合に､アイデンティティが成熟する

ことを見いだした｡

　本研究が焦点を合わせるアイデンティティ探求における関係性は､自己と他者の視点の

認識､および両者の関係の認識の問題を含むので､社会的認知発達の中でも人に関わる認

知の発達と深い関わりがあると仮定できる｡アイデンティティ探求における関係性と社会

的認知発達との関連については､第2章でもさらに述べる｡

第4節　とらえ直されたアイデンティティ形成に関する研究課題

　これまで述べてきたように､アイデンティティに関する多くの論考が関係性というアイディ

アに注目し､アイデンティティ概念のとらえ直しを始めている｡しかし､こうした概念のとら

え直しに基づいてアイデンティティ形成のプロセスを検討した実証研究はほとんど見られない｡

　現在までに発表されているのは､Josselson(1992)とKroger(1997)の研究のみである｡彼

女らは､自己と他者の関係性のいくつかのモードに着目し､それらが自己を定義する際にどの

ように利用されているのかを検討した｡これらの研究は､この分野において先駆的な意義を持

つが､主として成人期を対象としている｡青年期におけるアイデンティティ形成を検討する際

には､この時期の発達的特微が考慮される必要がある｡ここでは､第3節でとらえ直された青
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年期のアイデンティティ形成に関して､考えられる研究諜題を整理する｡

1.関係性をとらえる方法論の検討

　第1に､本研究においてとらえ直されたアイデンティティ形成を記述する枠組みが必要

である｡すなわち､関係性をとらえる方法論の検討である｡

　これまでのアイデンティティ研究における代表的な方法論は､Marcia(1966)が考案し

たアイデンティティ･ステイタス･アプローチである｡しかし､この方法論は､アイデン

ティティの達成の程度に関心があるために､そのプロセスに見られる他者との関係のあり

方には多くの注意を払っていない｡本研究が焦点を合わせる関係性をとらえるためには､

アイデンティティ探求のプロセスにおいて､青年が自分自身と身近な他者との関係をどの

ように認識しているかに注目して､青年の状態を分類する必要がある｡

　青年の関係性の状態を同定するためには､アイデンティティ探求に見られる他者との関

係に関する､次のような基本的な特微を押さえておくこが必要であると思われる｡それは､

探求に関与する他者とその機能､および探求における相互調整の内容である｡

探求に関与する他者とその機能

　まず､関係性の観点から見たアイデンティティ形成を検討する際に､そもそもどのよう

な他者が青年のそのプロセスに登場するのかを整理する必要があろう｡つまり､アイデン

ティティの探求に関与する､あるいは探求を進展させるために利用可能な他者はどのよう

な人々かということである｡

　この問題については､青年期発達における重要な他者についての研究から示唆が得られ

る｡　Hendry,Roberts,Glendinning,&Coleman(1992)と松田･若井･小嶋(1994)は､青

年期の発達におけるメンター(発達をうながす良き指導者)に関する研究を行った｡研究

対象者は､イギリス､アメリカ､日本の青年と幅広いが､共通して母親､父親､同性の友

人､教師など親以外の成人といった他者が重要であることが見いだされた｡したがって､

これらの人々が探求に対しても高い頻度で関与すると推察できるが､確認することが必要

であろう｡

　また､これらの他者は､探求においてどのような役割を果たすのであろうか｡両親との

関係が青年のアイデンティティ形成に大きな影響を及ぼすことは､Grotevanl&CooPer

　(1985)やCooper&Grotevanl(1987)による一連の研究で明らかにされている｡彼らに
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よれば､青年のアイデンティティは､両親との関係における｢独自性｣(individua】ity)と

　｢結合性｣(connecledness)の相互作用の中からあらわれるという｡とくに彼らが強調す

るのは､結合性のような､家族による支持的な雰囲気が基盤にあってこそ､青年が他者と

異なる自分の視点を作り上げることが可能となる､ということである｡このことから､両

親は､青年に心理的なサポートを与える役割を果たすことが分かる｡友人については､

Newman&Newman(1984/1988)が､アイデンティティ形成の初期の段階では､仲間集団

における成員性が求められると指摘した｡仲間集団の中で見られる斉一性は､個人が画一

的な価値観にコミットすることを要求したり､イデオロギー選択の範囲を限定するかもし

れない｡しかし､同時に､友人との深いつながりからくる一体感や連帯感は､アイデンティ

ティ形成の作業に向かう青年を側面から支えるであろう｡教師については､両親のように

心理的サポートを与えたり役割モデルとして機能するよりも､どちらかといえば管理的､

権威的な対象として機能すると推測される(Hendry　et　a】.,1992;平石,1995)｡この他､大

野(1999)は､青年のレポートを分析することによって､恋愛行動がアイデンティティを

補強する役割を果たしていることを見いだした｡このことから､恋人が重要な役割を果た

す場合があると考えられる｡

探求における相互調整の内容

　アイデンティティの探求においては､自己と他者の視点の間の葛藤や矛盾を相互調整に

よって解決することが求められると述べたが､相互調整には具体的にどのような内容が見

られるのだろうか｡

　参考となる考え方の1つは､Schultz,Yeates,&Selman(1989)によって提唱された｢対

人交渉方略｣(inlerPersonal　negotialion　stralegies)である｡対人交渉方略とは､他者との間

で生じた対人的な葛藤を解決する方略のことであり､彼らは､これを児童の社会的行動の

重要な側面と考えている｡そして､この方略の発達段階や､その段階が社会的認知能力の

発達に裏付けられていることを明らかにしてきた(例えばSelman&Demoresl,1984;　Yeales,

Schu11z,&Selman,1991)｡方略は､自己を直接満足させる衝動的なレベル(レベルO)､

自己か他者のどちらか一方を満足させる一方向的なレベル(レベル1)､自己のみでなく

他者の満足にも配慮する互恵的なレベル(レベル2)､そして､自己と他者の両者の相互

的な目標を追求し､両者の関係を持続させるための協調的なレベル(レベル3)の4段階

に分類される｡彼らの研究は､友人関係における葛藤場面に焦点を合わせているが､他の
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相手や場面､すなわちアイデンティティに関わる葛藤や矛盾にも適用することが可能であ

る｡そして､上記の分類に従うと､本研究が提起する相互調整とは､自己の視点のみでな

く他者の視点にも気づいたうえで､建設的な解決の期待できるレベル2､3の方略に相当

すると思われる｡

　現在のところ相互調整について参考となる研究は少ないが､以上のような知見は､相互

調整の内容のバリエーションと詳細なプロセスを明らかにする際に有益な示唆を与えてく

れる｡関係性の状態を同定する際には､以上のような知見を参考にすることができるであ

ろう｡

2.アイデンティティ形成のプロセスの検討

　第2に､重要な研究諜題として､青年が置かれた状況の変化とアイデンティティ形成のプロ

セスとの関連を検討することがあげられる｡アイデンティティ形成は､青年期にわたって続く

プロセスである｡そのプロセスを明らかにするためには､一時点の状態ではなく複数の時点の

わたる変化を見る必要がある｡

　社会心理学の分野におけるアイデンティティの考え方は､状況の変化とアイデンティ

ティの変化との関連を示唆する(Hogg&Abrams,1988/1995)｡この分野は､アイデンティ

ティを､所属する社会的カテゴリーから引き出された社会的アイデンティティと､個人的

に親密な特定の他者との関係と結びついた個人的アイデンティティの2つの下位体系に分

けている｡この考え方によれぱ､どちらのアイデンティティにおいても､それを規定する

基本的な単位は他者との関係である｡したがって､人生の節目などにおいて､所属する社

会的カテゴリーが変化したり､親密な他者との関係が変化することは､関係性が変化する

ことを意味し､これが個人のアイデンティティの構造における変化を導くことが推測され

る｡

　このように､人生の節目に焦点を合わせて､そこでの状況の変化とアイデンティティの

発達との関係を押さえることは､興味深い課題である｡例えぱ､就職､結婚などの出来事､

また､それらを契機とする新しい他者との出会い､逆に重要な他者との別れや関係の崩壊

といった出来事が､個人のアイデンティティ発達にどのような影響を与えるのかを検討す

ることができよう｡とりわけ青年期について検討する場合には､この時期に特有の出来事

に焦点を合わせた検討が可能であろう｡
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　この領域の研究はまだほとんどないが､Krogerらはアイデンティティ発達に関わる要

因の整理を試みている(Kroger,2000;　Kroger&Green,1996)｡例えばKroger&Green(1996)

は､中年期の対象者に回想的な面接を行い､彼らのアイデンティティ･ステイタスの変化

にどのような要因が影響を与えているか検討した｡その結果､他者との関係の変化は､ス

テイタスの変化に影響を与える要因として多くの対象者から報告されたが､それ以上に､

対人関係の変化も含めた種々の環境的変化を個人がどのように解釈するかが､大きな影響

を与えていた｡このことは､この領域の研究を進めるに当たって､実際の関係の変化と個

人の内的世界における関係の変化との両面を考慮する必要があることを示唆する｡　Kroger

&Greenの研究は回想法によって行われたが､変化を扱う研究課題なので､最も有効な方

法は､状況が変化する前後を含めた縦断研究であろう｡

3.個人の変化プロセスの検討

　第3に､同一個人内のアイデンティティ形成のプロセスを解明する必要がある｡先に述べた

第2の研究諜題は､集団における変化の傾向を明らかにするものである｡しかし､最近､青年

期の発達に関する研究領域において､すべての青年にあてはまる疾風怒濤といった一般的特微

の記述から､心理発達の多様性が認識され始めている(Compas,Hinden,&Gerhardl,1995;久世,

1995参照)｡その背景には､第2節で述べた社会的文脈への関心の高まりがあり､青年が置か

れた社会的文脈によって発達の姿が異なるという見解がある｡加えて､青年期の発達は､生物

学的レベルから社会文化的レベルまでの､さまざまなレベルの文脈の相互作用の中で起こると

考える立場があらわれたことも､多様性への関心を高めた(Lemer,1996;　Lemer　&Lemer,1999)｡

　この立場では､青年個人とさまざまな文脈の間の適合のあり方に多様性があると考えている｡

実際､Compas　et　al.　(1995)は､青年期発達の軌跡には大きく分けて､安定して適応する経路､

安定して不適応な経路､変動する経路があることを見いだしている｡このことから､関係性の

観点から見たアイデンティティ形成についても､こうした経路があることが推測される｡

　個人の変化プロセスを重視する別の契機は､アイデンティティ研究における､移行のメ

カニズムヘの関心である(例えばKerpelman,Pillman,&Lamke,1997;　Kroger,　1993;

Whitbourne,1986)｡これは､アイデンティティが､ある状態からより成熟した状態へ移行

する詳細なプロセスを解明することである｡これはアイデンティティ研究における重要な

問いのひとつであるが､実際にこの問題に取り組んでいる研究はまだ限られている｡
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　以上のような動向を踏まえると､関係性の観点から見たアイデンティティ形成のプロセスは､

必ずしもひとつの経路として記述することはできず､多様な経路を示すと推測できる｡また､

それぞれの経路が､どのような個人的･文脈的な要因によって説明されるのかを明らかにする

ことは重要な課題であろう｡こうした研究課題に対しては､同一個人を時間的に分析すること

が重要である｡

4.女子青年への注目

　最後に､性差の問題をどのように考えるのかという問題がある｡第2節でも触れたよう

に､関係性を重視すると､性差を個人内領域一対人関係領域という2分法の枠組みの中で

とらえることに意味はなくなる｡また､アイデンティティと親密性の諜題が同時に進行す

るのか否か､という観点から性差を検討することの意味も薄くなると指摘した｡このよう

に視点を転換すると､もレ吐差があるとすれば､それはアイデンティティ形成の際の関係

性の利用の仕方における程度や質の問題ではないかと考える｡

　実際､多くの研究がこの見解を支持している(Brown&Gimgan,1992;　Gimgan,　1982/1986;

Josselson,1973;　Skoe,　1998;　Thorbecke　&Grolevanl,1982)｡例えば､Thorbecke&Grotevanl

　(1982)は､高校生を対象にした調査で､男子は他者に勝ちたいという欲求が高い者ほど

強いアイデンティティの感覚を持っているのに対して､女子は逆の傾向を示すことを見い

だした｡この結果は､関係性は男子にも女子にも重要であるが､男子は他者との競争､女

子は愛着と親和というように､関係性の中でも重要な側面が異なることを意味すると解釈

すべきであろう｡また､女子は男子よりも､完ぺきで望ましい対人関係を持つように周囲

が期待するので､関係性の問題における葛藤を意識することが多いとも考えられる(Brown

&Gmigan,1992)｡

　以上の結果は､関係性の問題は男子にも女子にも重要であるが､とりわけ女子において

顕著にあらわれ､問題となることを示唆する｡したがって､関係性という新しい観点から

アイデンティティ形成を検討するにあたり､男女を同時に扱うのではなく､まず女子青年

の特徴を詳しく検討したいと考える｡とくに日本においては､他者との関係の問題は､伝

統的に女性の特性と見なされてきた｡女性は､他者との調和的な関係を維持することを期

待されてきたといえる(柏木,1997)｡このような特微は､女子青年のアイデンティティ

形成のプロセスにも影響を与えていると推測されるので､女子青年を､本研究にとくに適
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した集団と見ることができるのではないだろうか｡

　女子青年を重視する別の理由は､現代女性の発達において､アイデンティティ形成そのもの

が大きな意味を持つようになったからである(岡本,1999　;　岡本･松下,1994参照)｡女性の

生き方が多様化した現代では､女性が主体的に人生の選択を行うことが可能となった｡その一

方で､女性の選択に対する社会的あるいは伝統的な制約や圧力も少なくない｡このような状況

において､女性のアイデンティティ形成のプロセスを解明することは重要な課題であると考え

る｡

第5節　本研究の目的と意義

1.本研究の目的

　第4節で整理した研究課題を踏まえ､本研究は､青年期のアイデンティティ形成のプロセス

を､関係性の観点から明らかにする｡検討にあたっては､アイデンティティ形成の中心的な作

業である探求に注目する｡また､対象は女子青年､具体的には女子大学生とする｡

　本研究の具体的な目的は､次の3点である｡

　第1に､関係性の観点からアイデンティティ形成をとらえるための方法論を検討する｡まず､

標準化されたアイデンティティ面接(Grolevanl&Cooper,1981)を基にして､探求に見られる

自己と他者の関係の認識のあり方を把握する面接法を開発する｡また､開発された面接法を用

いて､探求に関与する他者とその役割､および自己と他者の相互調整の内容といった､青年期

におけるアイデンティティ探求に関する基本的な特徴を押さえる｡さらに､これらの特徴を基

にして､以後の検討の道具となる､関係性のいくつかの状態を同定する｡その際の理論的な枠

組みとしては､青年期の社会的認知発達のレベルを用いる(例えばFischer,1　980;　Schullz　el　al.,

1989;　Selman　&Demorest,1984)｡これらについては､第2章で述べる｡

　第2に､アイデンティティ形成のプロセスをとらえるために､同一集団を縦断的に測定し､

関係性の状態の変化を記述し､変化に関わる要因を明らかにする｡縦断研究は､先行研究から

アイデンティティ形成にとってとくに重要な時期であると指摘されている(加藤,1989;

Walerman,1993参照)､大学3年生から卒業までのおよそ2年間にわたって行う｡要因をとら

える枠組みは､アイデンティティ発達の文脈的な要因について整理した先行研究を参考にする

　(例えばGrotevant&Cooper,1985;　Kroger,　2000;　Kroger　&Green,1996)｡これらについては､第



第1章　青年期におけるアイデンティティ形成　20

3章で述べる｡

　第3に､同一個人内のアイデンティティ形成のプロセスを検討するために､特定の個人に焦

点を合わせて2年間にわたる関係性の状態の変化を詳細に検討する｡青年期の発達の多様性の

観点から､いくつかの特徴的な変化パターンに着目し､それぞれのパターンの違いを説明する

個人的･文脈的な要因を明らかする｡そして､そうした要因が個人とどのように絡み合いなが

らプロセスを展開させていくのかを記述する｡これらについては､第4章と第5章で述べる｡

　具体的に､第4章では､時間を経ても自己と他者の関係の認識が安定して高い個人と低い個

人を選択する｡そして､重要な他者との関係のあり方という視点(例えばGrolevant&Cooper,

1　985;　Kroger,　1989,1993)から両者を比較し､アイデンティティ形成の基盤を明らかにする｡続

く第5章では､時間の経過とともに自己と他者の関係の認識が高まる個人を選択する｡そして､

社会的認知発達の中でも､自己と他者の関係の表象の発達に言及した認知発達のモデルを主な

理論的枠組みとして(Fischer,1980;　Masco】o&Fischer,1999)､こうした重要な変化のメカニズ

ムを検討する｡

　最後に､第6章では､関係性の観点から女子青年のアイデンティティ探求の特徴をとらえよ

うとした本研究の結果を総括し､その成果を評価するとともに､今後の諜題を述べる｡

2.本研究の意義

　本研究の目的は､青年期のアイデンティティ形成のプロセスを､関係性の観点から明らかに

することである｡この観点から研究を進めることは､関係性の問題を重視する背景として第2

節で整理された2つの流れ､すなわち性差の問題を発端とする他者との関係の中で形成される

アイデンティティヘの関心と､社会的文脈の中でのアイデンティティ形成という研究分野の発

展に貢献すると考えられる｡

　他者との関係の中でのアイデンティティ形成への関心については､従来の個人内領域一対人

関係領域という2分法とは異なる新しい視点から､アイデンティティ形成のプロセスを明らか

にすることが可能となる｡その結果､関係性が､アイデンティティの領域に関わらず､アイデ

ンティティ形成の重要な側面であることが確認されれば､関係性の問題を重視する最近の研究

の動向の中で､他に先駆けて実証的な知見を提供することになる｡それは､欧米の研究者たち

が個の確立を強調するあまりこれまで見逃してきた､Eriksonの発達理論におけるもうひとつの

側面を､あらためて位置づけ直すことにつながるであろう｡
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　また､本研究は女子青年に焦点を合わせるが､ここで検討された方法論とそれによって得ら

れた知見は､今後､アイデンティティ形成における性差をより洗練した形で検討するための基

盤となることが期待される｡つまり､男性と女性を共通の見地から検討し､アイデンティティ

形成における両者の共通点と相違点を明らかにすることが可能になるであろう｡

　社会的文脈の中でのアイデンティティ形成の問題については､状況から切り離された青年で

はなく､状況の中で発達する現実の青年の姿をとらえることができる｡また､本研究は､こう

した青年と社会的文脈との相互作用のあり方を縦断研究によって検討するので､女子青年のア

イデンティティ形成のプロセスの詳細な特微と､その多様性を提示することができるであろう｡

　さらに､本研究が焦点を合わせるのは､身近な他者という小規模な文脈である｡この分

野の研究がまだほとんどないので､まずはこの文脈に絞って検討するが､その知見は､今

後より大きな文脈の問題に迫る糸口を提供すると考えられる｡第2節で整理したように､

どのような文脈であっても､その実際の影響は身近な他者との関係性の中で伝達される｡

したがって､青年の身近な文脈における関係性について検討することを通して､より大き

な文脈におけるアイデンティティ形成に関するいくつかのヒントを得ることができるかも

しれない｡

　例えば､関係性の観点が､文化の中でのアイデンティティ形成､とくに日本人のアイデ

ンティティの特徴を明らかにする有効な切り口になるかもしれない｡すでに多くの研究者

が､日本人に独特な自己の構造が､日本文化における関係性と深い関わりを持つことにつ

いて論じてきた(例えば木村,1972;　Rosenberger,　1992;鐘,1977)｡最近､日本も含めた西

洋以外の文化圈におけるアイデンティティ形成は､きわめて高い関心をもたれていると同

時に､今後の課題として注目されている(Goossens&Phinney,1996;　Marcia,　1993b)｡した

がって､本研究が､これらの諸論を確認､拡張するための基礎を築くことが期待される｡
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　第2章　関係性をとらえる方法論の検討:

アイデンティティ探求における関係性のレベル

第1節　方法論の検討

1.問題と目的

　第1章では､本研究の立場から見たアイデンティティ形成とは､自己の視点に気づき､他者

の視点を内在化しながら､そこで生じた自己と他者の視点の間の食い違いを相互調整によって

解決するプロセスであると指摘した｡また､その中心的な作業であるアイデンティティの探求

を､他者を考慮したり､利用したり､他者と交渉しながら､人生の重要な選択を決定していく

ことであるととらえ直した｡さらに､このようなアイデンティティ探求のプロセスにおける自

己と他者の関係の認識を｢関係性｣と定義した｡

　本章では､このようにとらえ直したアイデンティティの概念にもとづき､関係性の観点から

見たアイデンティティ探求の特微を把握するための方法論の検討を行う｡本節の目的は､その

第1段階として､面接法の開発と予備面接を行うことである｡とくに予備面接では､開発され

た面接法の確認を行うとともに､探求に関与する他者とその役割､自己と他者の相互調整の内

容､関係性のいくつかの状態を検討する｡

　アイデンティティ研究の代表的な方法論として､Marcia(1966)が考案したアイデンティティ･

ステイタス･アプローチがある｡彼が開発した｢アイデンティティ･ステイタス面接｣(ldenlily

Slalus　lnterview､以下ではMarcia法と記す)は､およそ20の質問項目からなる半構造化された

面接である｡対象者は､職業､宗教､政治の3つの領域のそれぞれについて､自分にとって意

義ある選択肢をいろいろ試して意思決定を行う｢危機｣(crisis)の時期があったか､選択した

職業や考え方に対して｢積極的関与｣(commilmenl)をしているかという観点から､4つのス

テイタス(達成､モラトリアム､早期完了､拡散)のいずれかに分類される｡この面接法の意

義は､アイデンティティが達成されるまでのプロセスに注目し､どのようなしかたで､どの程

度のアイデンティティが達成されたのかを客観的に把握できることである｡

　Marcia法は､開発されて以来､多くのアイデンティティ研究で使用され成果をあげてきた｡
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その後､この面接を修正したものとして､Grolevanl&Cooper(1981)による｢アイデンティティ

面接｣(ldenlity　lnterview)が提案された｡アイデンティティ面接の信頼性は､アメリカの高校

生を対象にした研究において確認されている(Grolevant　et　al.,1982;　Thorbecke　&Grolevant,

1982)｡本研究における面接法は､このアイデンティティ面接を基にして開発する｡

　本研究がGrotevant&Cooperの面接法を重視する理由は､次の3点である｡第1に､彼らは､

Marcia法による｢危機｣の概念を踏襲しながらも､それを｢探求｣に置き換えたことである｡

探求という用語は､Maueson(1977)によって最初に使用され､青年を､伝統的なイメージで

ある疾風怒濤に苦しむ存在ではなく､積極的に発達課題に取り組む有能な存在としてとらえて

いる｡こうした考えのもとにGrolevantらは､第1章で述べたように探求を定義し､これをより

客観的にとらえることができるよう質問項目の付加と評定法の修正を行った(Grolevanl　et　al.,

1982)｡このように､アイデンティティ面接は探求を重視しているため､探求に焦点を合わせ

る本研究に適している｡

　第2に､Marcia法では､アイデンティティの領域として職業､宗教､政洽のみが設定されて

いるが､アイデンティティ面接では､これに対人関係領域として友情､デート､性役割を加え

ている点である｡これらの領域は当初､アイデンティティ形成における性差を把握するために

付加された(Grolevanl　el　al.,1982)｡実際､この3つの領域を加えたことにより性差を包括的

にとらえることが可能になった｡しかし､より重要なことは､対人関係領域は女子のみではな

く男子にとっても意味のある領域であることが確認されたことである(Thorbecke&Grolevanl,

1982)｡6つの領域を設定しているアイデンティティ面接はMarcia法より､青年の生活空間の

幅広い領域を含んでいるという意味で現実的な測度であると考える｡

　第3に､アイデンティティ面接では､Marcia法とは異なり､その個人のすべての領域の結果

を総合した全体的なアイデンティティ･ステイタスを査定しない点である｡アイデンティティ

面接では､各領域の発達の進度は同じとは限らないと考え､領域を別々に検討する｡この背景

には､青年は一度にすべての発達諜題に取り組むのではなく､ひとつの時期にひとつの課題に

取り組むという､青年期発達の｢焦点理論｣(focallheory)がある(coleman,1974)｡ひとつ

ずつ諜題に取り組むからこそ､多くの青年はそれほど深刻な疾風怒濤の時期を体験しないと考

えられている｡青年を有能な存在とみなして探求の概念を用いる立場から見ると､こうした考

え方は青年期発達の実態により即していると思われる｡

　以上のことから､アイデンティティ面接を本研究に適する方法と判断し､これを基盤として

面接法を開発することにした｡本研究が焦点を合わせる関係性をとらえるためには､自己と他
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者の関係の認識を具体的にとらえる質問項目が必要である｡アイデンティティ面接には､探求

を査定する質問項目の中に､職業やイデオロギーに関する意思決定の際に影響を与えた他者や､

他者との意見の食い違いの有無とその解決について尋ねる項目が含まれており､これらを利用

することができる｡しかし､探求においてそれらの他者が果たす機能がどのようなものである

のか､また､意見の食い違いとその解決のしかたの具体的な内容については､十分に掘り下げ

ることはできない｡青年がこれらの問題について､どう認識し説明するのかを詳細に理解する

ために､質問項目を補強する必要がある｡そこで､こうした点についてアイデンティティ面接

を拡張する｡

　なお､本研究では､アイデンティティの領域として職業､友情､デート､性役割の4つを選

択する｡このうち､職業と性役割は､本研究が対象とする友子青年にとって重要な領域である

と指摘されていることから(Kroger,1988;　Walerman,　1993参照)､友情とデートは､大学生活

では授業､サークル､アルバイトなどを通して､それまで以上に幅広い同性･異性との関係が

体験されると思われることから取り上げた｡一方､宗教と政治は日本の青年のアイデンティティ

形成にあまり意味を持たないことが明らかにされているため(無藤,1979　;　山本,1988)､こ

の2領域は除外した｡

2.面接法の開発

　アイデンティティ面接は､H.D.GrolevantとJ.E.Marciaの許可を得て､関係性についての質

問項目を含めるために次の3つのステップで拡張した｡第1のステップでは､原項目(職業11

項目､友情15項目､デート17項目､性役割12項目)を､日本語に翻訳した｡翻訳された質問

項目は､日本語と英語のバイリンガルの心理学者によってチェックされ､より適切な表現に修

正された｡

　第2のステップでは､アイデンティティ探求における関係性をより明確にとらえるために､

各領域にいくつかの質問項目および追質問が付加された(職業12項目､友情6項目､デート7

項目､性役割5項目)｡これらは､(a)探求のプロセスに関与した他者と彼らの機能を特定

することと､(b)探求のプロセスにおいて自己と他者の相互調整があらわれた場合に､その

内容を追質問することを意図している｡質問項目の作成には､オリジナルのアイデンティティ･

ステイタス面接(Marcia,1966;　Marcia　&Archer,1993)､アイデンティティ形成における関係性

を検討するための方法論的提案(Archer,1993)､lnlerpersonal　Negolialion　Slralegies　lnlerview
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　(Schuh　el　al.,1989)を参考にした｡

　第3のステップでは､次項で述べる予備面接を行い､質問項目の最終的な検討を行った｡具

体的には､日本の女子青年にとって意味をなさない質問項目､関係性をとらえるために不要な

質問項目は削除し､対象者の負担を軽減するために項目数を減らすようにした｡また､分かり

にくい用語や語句をなくし､質問項目が抽象的になりすぎず具体的な聞き方となるよう表現の

修正を行った｡加えて､質問項目が十分に理解されるように､面接の最初に質問項目のリスト

を対象者に提示することにした｡さらに､探求のプロセスに関与する他者について尋ねる際に

は､重要な他者を想起する手がかりとして､人物のリスト(母親､父親､きょうだい､おじ･

おば､同性の友人､異性の友人､恋人､先輩､先生､これ以外の人)を提示することにした｡

これらの他者は､予備面接において探求のプロセスに関与することが見いだされたものである｡

　以上の手続きを踏まえて確定された各領域の質問項目(職業11項目､友情14項目､デート

15項目､性役割11項目)については､付録1に示した｡

3.予備面接

方法

対象者　対象者は､19~21歳の女子大学生6名であった｡うち3名は､国立大学教育学

部教育心理学科の3年生､残る3名は､私立短期大学幼児教育科の1年生2名と2年生1

名であった｡全員が未婚であり､両親とも健在で少なくとも1名のきょうだいがいた｡

測度　関係性の観点から見た探求をとらえるために拡張された､半構造的なアイデンティ

ティ面接を使用した｡ただし､ここで使用された項目は､前項で述べた面接法の開発にお

ける2番目のステップまでのものである｡領域は､職業､友情､デート､性役割の4つで

あった｡

　分析は､逐語録を用いて探索的､帰納的に行った｡関係性をコーディングする基準がま

だ明らかになっていないため､分類や評定の一致率は求めなかった｡具体的には､次の3

つの分析を行った｡第1に､領域ごとに各対象者のアイデンティティ探求に関与したすベ

ての他者を同定し､探求における彼らの機能を､対象者の回答を基にして分類した｡第2

に､対人交渉方略(Schultz　et　al･,　1989;　Selman　&Demorest,1984;　Yeales　et　a】･,1991)の概

念を参考にして､対象者のアイデンティティ探求で自己と他者の視点の間の食い違いが生

じた場合に､その相手および相互調整の内容を領域ごとに整理した｡第3に､領域ごとに



第2章　関係性をとらえる方法論の検討　26

各対象者のアイデンティティ探求における関係性の状態を分類した｡分類は､第1と第2

の分析で得られた各対象者の特徴を基にして行った｡

手統き　調査時期は､1995年10月~1996年3月であった｡対象者は､個別に調査への

参加を依頼され､学部内の実験室または研究室で筆者により個別に面接された｡面接の最

後には､質問項目についてどのような感想を持ったか､答えにくい質問項目はなかったか､

分かりにくい表現についてはどのように修正すべきかなど､意見を求められた｡面接は数

回に分けて行われ､各領域について20~60分かかった｡了解が得られた場合には録音さ

れ､逐語録が作成された｡また､全員に謝金として1時間あたり800~1000円が支払われ

　
･
　
果

た
　
　
結

探求に関与する他者とその機能　Table　2･1　は､アイデンティティ探求に関与した他者

と彼らの機能を領域ごとに示したものである｡アイデンティティ探求に関与した他者は､

報告された度数の多い順に､母親､同性の友人､父親､先輩､その他の大人､きょうだい､

Table　2･1

他者とその機能

探求に関与した他者b

　母親

　同性の友人

　父親

　先輩

　その他の大人

　きょうだい

　異性の友人

　教師

　恋人
●●●●●●●●●●噛●●●●●●●●●●●●●●●●･●●●●●●●●●●●■●●■争●●●●●争●●●●●●●●●I●･I●●I●II●I●●●●●●●●●●●●●●●噛●●･●●･●･･●･･●･●儒●●●●●●●●●●●●●●

他者の機能

　影響

　心理的サポートの提供

　情報の提供

　交渉の相手

8　のべ度数である｡
b

予備面接で見いだされた､頗域ごとの探求に

関与した他者とその機能(N=6)

　　　　　　　　　領域

職業

5
　
4
　
5
　
3
　
2
　
1
　
0
　
1
　
0

ー
J
　
″
3
　
4
　
1

友情

1
　
5
　
0
　
0
　
0
　
0
　
0
　
0
　
0

O
　
フ
″
　
I
　
`
j

デート

2
　
3
　
1
　
0
　
0
　
1
　
2
　
0
　
1

4
　
1
　
り
/
″
　
0

性役割

4
　
0
　
2
　
0
　
1
　
0
　
0
　
1
　
0

り
j
　
O
　
I
　
つ
ム

Totala

2
　
2

1
　
1

{
5
　
3

3
　
2

2
　
2

1

0
　
只
)

1
{
X
)
　
/
0

　｢母親｣､｢父親｣以外のカテゴリーにおいては､複数の人物が関与した場合(例えぱ

｢同性の友人｣が複数いる場合)も1とカウントした｡
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異性の友人､教師､恋人であった｡とくに､度数が多かった｢母親｣はすべての領域に､

　｢同性の友人｣と｢父親｣は3つの領域に関与していた｡

　他者の機能は､次の4つのカテゴリーに分類することができた｡これらは､度数の多い

順に､対象者が人生の重要な決定を行う際に(a)影響を与える(モデル､理想､同一視

の対象を含む)､(b)心理的サポートを提供する､(c)情報を提供する､(d)自己と他

者の視点の間に食い違いが生じ交渉の相手となる､という機能であった｡

　このほかに､他者の機能について注目されることとして､6名中3名の対象者において

少なくとも1つの領域で､｢母親｣､｢父親｣､｢同性の友人｣が2つの機能を合わせ持つこ

とが見いだされた｡例えば､以下の反応例は､対象者が母親を｢心理的サポートの提供｣

者であると同時に｢交渉の相手｣として認識していることを示す｡反応例の中の｢.‥｣(ピ

リオド3つ)は文中の部分省略､｢‥‥｣(ピリオド4つ)は文全体を1つ以上省略､

　[　　]内は筆者による補足である｡

　　(保母になろうということはどのようにして決めましたか)高校の時には幼児教育

と同じくらい演劇の方面に進みたいという気持ちもあったんです‥‥高3の夏休み

に皆が受験勉強している時も､劇団にすごい力入れていたら､母から｢いつまで遊ん

でる気?｣と言われて[けんかになり]､私は｢演劇が好きだからそっちへ行きたい｣

と一度言ったことがあったんです｡そうしたら､｢ご飯食べるよりも演劇が好きなら

いいけど､そうじやないならやめなさい｣と言われて‥‥　2､3日考えて‥‥演劇

は趣味でもやっていけると同感したんです‥‥[一方で､父も母も]私が夢を持って

職場に就けることを期待して‥.｢やりたいところに行きなさい｣とは言ってくれま

す‥‥　自分の両親が私を見捨てないところがよかったと思います｡(予備No.　1,　職

業)

探求における相互鯛整の内容　Table　2･2　は､アイデンティティ探求において見られた

相互調整の内容を領域ごとに示したものである｡2つのタイプの相互調整が見いだされた｡

そのうち｢交渉｣(negolialion)は､対人交渉方略を参考にして分類され､自己と他者の

視点の間に食い違いが生じた時に､言語的･行動的に相手とやりとりしながら解決に至る

方法である｡このタイプの相互調整は､職業､友情､性役割の3つの領域で見られた｡そ

の相手は､職業と性役割では｢母親｣と｢両親｣､友情では主に｢同性の友人｣であった｡

以下の反応例は､同性の友人との交渉を示したものである｡



a

b
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　　(友達とはこういうものではなくてはいけない､という大切なものは何ですか)以

前は､いろんな悩みを打ち明け合えるのが一番親しい友達かと思っていたけど､高校

2年生の時に親友とけんかしたんです‥‥[高校1年生の10月頃から]どちらも自

分の本音を言わなくて､嫌な雰囲気になっていた‥‥それで､初めて言葉で言った

んです‥‥言葉で言って初めて､ああやっぱり分かってくれるんだなって思った｡

だから､友達というと本音で言い合えるということです‥‥で､欠点を指摘してく

れるのが親しい友達‥‥(そのけんかをどのように解決したのですか)｢今までずっ

とイライラしてた｣とか‥.｢何であの時無視したの｣とか‥.[お互いに]いろいろ

言っているうちに､｢でもいつも一緒にいたよね…これからも一緒にいたい‥.やっ

ぱりあんたが一番そばにいるんだ｣って｡ひととおりやって､泣いて､すっきりした

感じになって｡(予備No.　1,　友情)

　別のタイプの相互調整も見いだされた｡｢交渉｣のように直接的に相手とやりとりをす

るのではなく､自分の心の中で両者を調整し､結論を出すという方法である｡具体的には､

これらの対象者は､自己と他者の両方の視点を統合したり､一方を選択しようとしていた｡

これは､他者との間ではなく自分の心の中で調整を行っているので､｢自己吟味｣

　(inlrapsychic　examinalion)と呼ぶことにした｡以下の反応例は､対象者が性役割に関す

Table　2･2

相互調整の内容

交渉

　交渉の相手b

　　　母親

　　　両親

　　　同性の友人

　　　母親と同性の友人

自己吟味

予備面接で見いだされた､領域ごとの探求における

　自己と他者の相互調整の内容(N=6)

職業
一

1
　
0
　
0
　
0

1

のべ度数である｡

交渉の相手による内訳である｡

友情
-

0
　
0
　
つ
‘
　
1

0

領域

デート
一

0
　
0
　
0
　
0

2

性役割
-

1
　
1
　
0
　
0

1

Totala

6

2
　
1

2
　
1

4
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る2つの考え方(母親の伝統的性役割観と自分の革新的性役割観)の矛盾を体験し､自分

の中で両者を統合しようとしている様子を示す｡

　　(何がきっかけで男性と女性の役割の問題について考えるようになったのですか)

最初のきっかけは高校の時に[仕事と子育てを両立していた]女の先生の話を聞いて‥.

　[自分がどのような考え方を持つのかは]自分次第だなと思ったことです‥‥私は

母がずっと専業主婦だったので‥.母親は家にいた方が子どもにはいいという考えが

あったんですけど､その先生の話しを聞いて何かちょっと考え方が変わる機会が与え

られたという感じ｡まだ完全には変わっていないけど‥‥　うちの母親のモデルより

ももうちょっと進歩的になってもいいんじやないかなとは思います｡(予備No,　4,　性

役割)

探求における開係性の状態　対象者のアイデンティティ探求における関係性は､3つの

レベルに分類することができ､それぞれのレベルは2つの下位レベルを含んでいた｡　Table

2-3は､これらの関係性の各レベルの人数を領域ごとに示したものである｡

Table　2-3　予備面接で見いだされた､鎖域ごとの探求における
　　　　　　　関係性の各レベルの人数(N=6)

レベル

関係性を持たない

　㈲他者を認識せず利用もしない

　(b)他者を認識しているが利用しない

関係性を持つが相互調整は行わない

　(a)他者の視点の影響によって

　　　意思決定を行う

　(b)他者からの心理的サポートや

　　　情報を利用する

相互調整を行う

　㈲交渉

　(b)白己吟味

　　　　　　領域

職業　　友情　　デート　性役割

0
　
0

2

2

1
　
1

1
　
0

0

2

り
j
　
o

0
　
2

2

0

0
　
2

0
　
1

2

0

2
　
1
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　第1のレベルは､探求において関係性を持たない｡これは､(a)探求にどのような他

者が関与しているのか認識しておらず他者を利用もしないレベルと､(b)探求に他者が

関与していることは認識しているが他者を利用しないレベルを含む｡以下に､それぞれの

下位レベルの反応例を示す｡

　　(どのような人や体験が､友達とはどのようにあるべきかというあなたの考えに影

響を与えていますか)とくにないと思います‥‥あまりだれかの影響を受けたと思っ

てないので‥‥　自分で考えたと思います｡(予備No.　6,　友情)

　　(どのような人や体験が､デートの相手に何を求めるかというあなたの考えに影響

を与えていますか)このあいだその話を友達としている時に‥.その友達に私はフア

ザコンだブラコンだって言われたんです‥‥[今まで]意識していなかった‥‥[し

かし､友達に指摘されて]後から思ったら[自分が恋人に求めるものと父や兄の性質

とが]似ていた｡(予備No.　5,　デート)

　第2のレベルは､探求において関係性を持つが相互調整は行わない｡これは､(a)他

者の視点の影響によって人生の重要な決定を行うレベルと､(b)他者からの心理的サポー

トや情報を利用しながら人生の重要な決定を行うレベルを含む｡以下に､それぞれの下位

レベルの反応例を示す｡

　　　　(結婚した夫婦において､だれが子どもの世話をすべきだと思いますか)ほとん

　　どは女の人で､男の人は仕事から帰ってきた時に見てくれるだけでいい｡私の両親

　　がそうしてきたのを見ていいなと思ったから‥‥(家族の中である1人のメンバー

　　が他の人よりも発言権を持つべき場面とは､どういう場面だと思いますか)なかな

　　か決まらない時に‥.[男性が]ひとこと言ってくれれぱ[いいと思う]‥‥私のう

　　ちでは父のひとことで何でも決まるから｡(予備No.　2,　性役割)

　　(どんな人や体験が､友達とはどうあるべきかというあなたの考えに影響を与えま

したか)私は[中学時代､親友との関係でライバル意識を持ち]､負けたくない､自

分が一番じやなきや嫌､という気持ちで無口になってしまったことがある‥‥[で

も]私が無口になっている時も､その子はいろいろしやべってくれたり‥.普通に接

してくれたので[友情で大切なことは､自分のことを受け入れてくれることだと思う



ようになった]｡(予備N0.3,友情)
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　第3のレベルは､探求において自己と他者の視点の間の食い違いを体験し､相互調整を

行っている｡これは､前項で述べたように(a)交渉と(b)自己吟味を含む｡それぞれ

の下位レベルの反応例は､前項で提示したとおりである｡

考察

　予備面接の結果から､関係性について次のような特微が見いだされた｡

　第1に､探求に関与するさまざまな他者とその機能が見いだされた｡得られた他者と機

能の種類は､青年期発達におけるメンターに関する研究の結果と一致している(Hendry　el

a】･,1992　;　松田ほか,1994)｡

　他者のほとんどは､青年にとって重要な生活空間である家庭と大学で出会う人物である｡

探求は､こうした身近な他者との関係の中で行われることが示唆されたといえる｡他者の

機能については､｢影響｣が最も度数が多かった｡アイデンティティ形成は､一般に重要

な他者への同一視を出発点とすることから(Erikson,1968/1973;　Kroger,　1996)､この結果

は十分に理解できる｡次に度数の多い｢心理的サポートの提供｣と｢情報の提供｣は､ア

イデンティティを探求するうえでの資源の提供と見ることができる｡他者が｢交渉の相手｣

として認識されることは､それほど多くなかった｡しかし､ある青年たちがこのように認

識していることは､アイデンティティ形成のプロセスで､自己と他者の視点の食い違いを

解決しなければならない場合があるという本研究の立場を支持する｡

　さらに､｢母親｣､｢父親｣､｢同性の友人｣は出現の度数が多く､2つの機能を合わせ持

つことがあるという結果からは､女子青年のアイデンティティ探求に､これらの他者がと

りわけ深く関わることが示唆される｡青年の側から見れば､これらの他者の利用価値が高

いといえる｡

　第2に､探求における相互調整の内容として､｢交渉｣と｢自己吟味｣が見いだされた｡

　｢交渉｣は､対人交渉方略(Schultz　et　al･,　1989;　Selman　&Demorest,1984;　Yeates　et　al･,　1991)

から予測しており､実際に出現したことによって確認されたといえる｡また､交渉の相手

は領域によって異なることが示唆された｡このことから､女子青年は､アイデンティティ

の問題に応じて異なる他者と関わりを持つ可能性がある｡｢自己吟味｣は､予測していな

い内容であった｡相手と直接的にやりとりをしない調整のしかたが見いだされたことの意

味は､さらに検討される必要があるだろう｡
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　第3に､探求における関係性の状態として､大きく3つのレベルが見いだされた｡これ

らは､｢関係性を持たない｣レベルから関係性を持ち｢相互調整を行う｣レベルまで､配

列することができた｡関係性の複数の状態が見いだされたことは､関係性には個人差があ

ることを示唆する｡ただし､これらのレベルは､少数の対象者から見いだされた仮説的､

暫定的なものである｡したがって､こうした個人差をより的確にとらえるために､より大

きなサンプルを用いて､ここで見いだされたレベルを検証し洗練する必要があるだろう｡

また､レベルの配列についても､その順序や意味をさらに検討するべきである｡

　開発された面接法については､次のように評価することができる｡関係性を明確にとら

えるために､探求のプロセスに関与した他者と彼らの機能を特定する質問項目と､探求の

プロセスにおいて自己と他者の相互調整があらわれた場合に､その内容を追質問する項目

を付加した｡結果より､それぞれに関する特微が得られ､その特徴を基にして関係性のい

くつかの状態を同定できたことから､付加された項目の有効性が確認されたといえる｡一

方､本研究で作成した質問項目をアイデンティティ面接の原項目に付加したために､項目

数が多く､面接にかかる時間と対象者への心理的負担が懸念された｡また､質問項目の表

現についても､修正すべき箇所がいくつか見いだされた｡これらの問題点を踏まえて､最

終的に本節の｢2.面接法の開発｣で述べたいくつかの修正を行い､質問項目を完成させ

ることにした｡

第2節　関係性のレベルの提起

1.問題と目的

　本節では､方法論の検討の第2段階として､第1節で得られたアイデンティティ探求に

おける関係性のレベルを精錬し､以後の研究を進めるうえでの基盤を整えることを目的と

する｡そのために､予備面接を経て修正された面接法を､より大きなサンプルに実施する｡

　予備面接では､対象者の回答から探索的､帰納的に関係性のレベルを分類したが､ここ

では対象者の回答と理論的な枠組みの統合を通してレベルの精錬を試みる｡対象者の回答

を検討する際には､対象者の逐語録を､｢データ対話型理論アプローチ｣(grounded　theory

apProach)の方法である､質的分析の｢絶えざる比較法｣(constant　comparalive　method)

を用いることにする(Glaser&Strauss,1967/1996　;　木下,1999)｡この方法は､データに
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根ざした理論を構築するために考案され､社会福祉学や看護学などで用いられてきた｡最

近､質的分析に対する関心の高まりに伴い､心理学でも用いられるようになってきた(箕

浦,2000)｡

　本研究は､関係性のレベルという新たな概念を提起するにあたり､現実の青年における

認識の特徴をできるだけ生かすことが重要であると考える｡データ対話型理論アプローチ

は､そうした立場から分析を行うことに適していると思われる｡ただし､本節では､予備

面接において仮説的なレベルが見いだされているので､完全にデータから新たなレベルを

立ち上げるというより､仮説的なレベルとデータからの知見の間を行き来しながら分析を

行うことになる｡

　理論的な枠組みには､青年期に関する社会的認知発達のレベルを用いる(Fischer,1980;

Schullz　el　al･,　1989;　Selman,　Beardslee,　Schullz,Krupa,&Podorefsky,　1986;　Selman　&Demoresl,

1984;　Yeates　el　a】･,1991)｡アイデンティティと社会的認知能力との関連が指摘されている

ことに加えて(Marcia,1993b)､関係性は自己と他者の視点の認識の問題を含むので､人

に関わる認知の発達が根底にあると考えられるからである｡実際､発達における対人関係

の役割を重視する研究者たちは､自己､他者､関係の理解に社会的認知能力が深く関わる

と主張している(Noam&Fischer,1996)｡ただし､社会的認知発達が一般的な人に関する

認知の発達を指すのに対して､本研究が考える関係性のレベルは､アイデンティティ探求､

すなわち人生の重要な選択を決定するプロセスに焦点を合わせ､そこでの自己と他者､お

よび両者の関係の認識の発達を指す点で区別される｡

　社会的認知発達に関する先行研究のうち､とくに次のような点を参考にする｡Se】man

らの対人交渉方略のレベルは､自己と他者の視点が認識できないレベルから､自己と他者

の視点を認識し､両者を協応することができるレベルにかけて配列されている(Schultz　el

a1.,1989;　Selman　el　a1.,1986;　Selman　&Demorest,1984;　Yeales　et　a】･,1991)｡認識の低いレベ

ルでは､問題解決において一方的な方略が用いられるが､認識のレベルが高まるにつれて､

自己と他者の両方の欲求や関心を考慮し､ともに満足できる解決を求めて相互的な交渉を

行うようになる｡こうしたSelmanらの知見は､白己と他者の視点の認識がどのような系

列で洗練されていくのかを考えるうえで参考になる｡

　また､Fischer(1980)による｢ダイナミック･スキル･アプローチ｣(dynamic　skm　aPproach)

は､何がこのような系列を支えるのかを考える際に参考になる｡　Fischerは､新ピアジェ

派の立場から､青年期以降に言及した認知発達のモデルを構築している｡彼のモデルは､
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認知発達の中心的な要素として､｢表象｣(rePresenlalion)の発達を強調する｡特に青年期

は､表象の発達の累積として､事物､出来事､ひとなどの幅広いカテゴリーを特微づける

目に見えない属性を抽象化した複雑な表象(Fischerはこれを｢抽象｣(abslraction)と呼

ぶ)が発達する時期とされている｡本研究における関係性のレベルは､自己と他者の視点

という目に見えない属性の認識を問題としているので､Fischerが主張する表象の発達に

支えられている可能性がある｡とくに､自己と他者の視点を協応することができる高いレ

ベルでは､自己と他者の“関係"についての表象の存在が想定される｡そこで､Se】man

らの知見を枠組みとする自己と他者の視点の認識のレベルをより精緻化するために､自己

と他者の関係の表象の問題を組み込むことにする｡

2.方法

対象者

　対象者は､国立大学教育学部の教育心理学科および教育学科に在籍する女子青年33名

で､全員が3年生で20~21歳であった｡全員が未婚であり､両親とも健在で少なくとも

1名のきょうだいがいた｡全体として､両親の社会的地位は中位から上位であった｡なお､

実際の対象者は35名であったが､関係性に焦点を合わせた研究であるため両親が健在で

ある対象者を有効データとした｡

測度

　予備面接を経て修正した､関係性をとらえるために拡張された半構造的なアイデンティ

ティ面接を行った｡領域は､職業､友情､デート､性役割の4つであった｡

　関係性のレベルを設定する手続きは､次の通りであった｡まず､対象者の逐語録を｢絶

えざる比較法｣を用いて詳細に検討した｡具体的には､初めに､各対象者の領域ごとの面

接内容が､予備面接で見いだされた仮説的なレベルのいずれかに評定された｡面接内容が

仮説的なレベルに十分に適合しない場合や､新しいカテゴリーが同定された時には､それ

らも加えられた｡その後､それぞれのレベルに分類された面接内容が､他のカテゴリーに

分類された面接内容と比較され､いくつかのカテゴリーが統合されたり､まとめられたり

した｡

　これらの分析に加えて､見いだされたカテゴリーをさらに精錬するために､社会的認知
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発達のレベルが用いられた｡具体的には､社会的認知発達のレベルの中心的な要素である､

自己と他者の視点の認識と､自己と他者の関係の表象について､各カテゴリーの特微を基

にレベルの配列を整理した｡最も低いレベルを意味するカテゴリーでは､個人は､自己の

視点も他者の視点も認識せず､自己と他者の関係の表象も持たなかった｡高いレベルを意

味するカテゴリーでは､個人は､自己と他者の視点を認識し､自己と他者の関係の表象を

持っていた｡また､自己と他者の視点の間の食い違いを体験する場合もあった｡このよう

な観点からカテゴリーを整理し､最終的には関係性の6つのレベルが設定された(本節の

　｢3.結果｣参照)｡

　各対象者は､以上の手続きによって設定された関係性のレベルを､領域ごとに筆者によっ

て評定された｡評定の信頼性を確認するために､ランダムに選んだ10名分のデータを､

別の評定者(大学院研究生で､10名分のデータでトレーニングを受けている)が独立に

評定した｡評定マニュアルは､付録2に示した｡評定者間の一致率は､職業70.0%､友

情90.0%､デートフ0.0%､性役割70.0%であった｡先行研究では､アイデンティティ･

ステイタスの評定の一致率は70~90%に分布しているので､本研究の値はおおむね妥当

であると考える｡ただし､関係性のレベルは新たに設定された観点であるため､先行研究

と単純に比較することはできず､今後も検討を重ねて確認する必要があるだろう｡

手統き

　調査時期は､1996年5月~7月であった｡対象者は､授業中に調査への参加を依頼さ

れ､その後､電話で参加の確認と面接日時の設定をされた｡全員に謝金として1000円が

支払われた｡

　対象者は､学部内の実験室で筆者により個別に面接された｡質問項目が十分に理解され

るように､面接の最初に項目のリストが提示された｡また､探求のプロセスに関与する他

者について尋ねる際には､重要な他者を想起する手がかりとして､人物のリスト(母親､

父親､きょうだい､おじ･おば､同性の友人､異性の友人､恋人､先輩､先生､これ以外

の人)が提示された｡面接は約1~2時間かかり､了承が得られた場合には録音され逐語

録が作成された｡

3.結果

　社会的認知能力の相対的な洗練の程度に応じて､関係性の6つのレベルが設定された｡以下
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では､各レベルの定義と反応例を提示する｡

　レベルjは､重要な人生の選択･決定のプロセスにおいて､関係性をまったく持たない｡こ

のレベルの青年は､自己と他者の視点を認識することができず､両者の間の関係の表象を持た

ない｡探求のプロセスにどのような他者が関与しており､彼らがどのような機能を果たしてい

るのか理解することができない｡

　　(男性と女性の役割に関するご両親のやり方や考え方は､あなたにどのような影響を与

えましたか)影響は...あんまり思いつかない.‥多分ないと思います｡(N0.7,性

役割)

　レベル訓ま､重要な人生の選択･決定のプロセスにおいて､関係性が乏しい｡このレベルの

青年は､自己と他者の視点を曖昧にしか認識しておらず､状況によって容易に変化する｢今こ

こで｣(here　and　now)の関係の表象しか持たない｡探求のプロセスにどのような他者が関与し

ているかをある程度認識しているが､彼らが選択･決定にどのような影響を与えているかにつ

いてはほとんど理解していない｡

　　(どのような人や体験があなたの考え方の変化に影響を与えましたか)最近[親友と]

よくそういう話しをしているから､そう思っただけ｡(N0.7,友情)

　レベルJは､重要な人生の選択･決定のプロセスにおいて､他者の影響によって選択･決定

を行うという関係性を持つ｡このレベルの青年は､他者の視点を単にコピーしており､関係の

表象は理想化､同一化された､あるいはモデルとしての特定の他者を含む｡他者に強く影響を

受けていることを理解している場合も理解できない場合もある｡

　　(男性と女性の役割に関するご両親のやり方や考え方は､あなたにどのような影響を与

えましたか)かなり与えてます‥‥[両親は]お互い理想的にやっていると思う‥‥

　[性役割に関する自分の意見を両親に]｢こうじやない?｣って言うと｢そうだね｣って｡

やっぱり父や母がそうだねって言うと安心する｡(N0.9,性役割)

　レベル引ま､重要な人生の選択･決定のプロセスにおいて､白己と他者の視点の両方を認識

することができるという関係性を持つ｡自己と他者の視点の間の食い違いや､それを解決する

ための自己と他者の間の相互調整は見られない｡このレベルの青年は､幅広い他者を含む複数
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の関係の表象を持つ｡探求のプロセスにどのような他者が関与しており､彼らがどのような機

能を果たしているのか理解することができる｡

(将来の職業はどのようにして決めましたか)ふとしたきっかけで母親が｢そういう仕

事があるよ｣と それを聞いた時に､｢あ､これが合ってるのかな｣､｢これにな

研究会で知り合った人....いろんな考えを吸りたい｣と思った‥‥先輩

収する感じ‥‥あまりひとりとかひとつのことだけで進めていくと偏ったものになる

という気持ちがあるので､なるべく多くの人の話を聞くことで深められるかなと｡(N0.8,

職業)

　レベル5は､重要な人生の選択･決定のプロセスにおいて､自己と他者の視点の間の食い違

いを体験するという関係性を持つ｡この食い違いはまだ解決されていないにもかかわらず､白

己と他者の間の相互調整を行っていない｡このレベルの青年は､複雑な関係の表象を持ち､あ

る表象を他の表象と関係づけることができる｡ある表象を他の表象と比較検討するので､自己

と他者の視点の間に食い違いが生じる｡

　　(男性と女性の役割について､あなたはこれまでに疑問を感じたことがありますか)母

がよく｢お前は女の子でしょ｣という言い方をする｡それに反発を感じつつも､そういう

考えに自分は縛られているんじやないか｡(N0.11,性役割)

　予備面接での仮説的なレベルと理論的な枠組みから､ある青年たちは､自己と他者の視点の

間の食い違いを相互調整によって解決するであろうと予測していたが､そのようなレベル(レ

ベル6)にあてはまる対象者は､今回の検討では見いだされなかった｡したがって､ここでは

レベル6の仮説的な定義のみを提示する｡

　レベル∂は､重要な人生の選択･決定のプロセスにおいて､自己と他者の視点の間の食い違

いを体験し､両者の間の相互調整を通してそれを解決している｡具体的には､両方の視点を統

合したり､どちらか一方を選択する｡このレベルの青年は､複雑な関係の表象を持ち､ある表

象を他の表象と比較検討したうえで､結びつけることができる｡

　Table　2-4　は､領域ごとに関係性のそれぞれのレベルの人数を示したものである｡レベルごと

の対象者の分布は一様ではなく､レベル2と4の対象者の人数が多く､レベル1､3､5の人

数が少なかった｡
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Table　2-4　領域ごとの探求における関係性の各レベルの人数(N=33)

レベル 定義の概略

レベル1　重要な人生の選択･決定のプロセスに
　　　　　おいて､関係性をまったく持たない

職業
-

レベル2　重要な人生の選択･決定のプロセスに　13
　　　　　おいて､関係性が乏しい

レベル3 重要な人生の選択･決定が､他者の影
響によって行われている

4

レベル4　重要な人生の選択･決定のプロセスに　16
　　　　　おいて､関係性を十分に持つ

レベル5　重要な人生の選択･決定のプロセスに　　0
　　　　　おいて､自己と他者の視点の間の食い

　　　　　違いを体験している

友情
一

21

0

9

2

領域
-

　デー
-

21

1

7

2

注.　レベル6は､このレベルに分類された対象者がいなかったため､省略した｡

ト　性役割
一

9

7

10

5

4.考察

　本節の目的は､アイデンティティ探求における関係性のレベルを精錬し､以後の研究を

進めるうえでの基盤を整えることであった｡そのために､本研究では､｢絶えざる比較法｣

と青年期に関する社会的認知発達のレベルを用いて､関係性のレベルを設定した｡

　その結果､関係性の6つのレベルが設定された｡これらの6つのレベルは､アイデンティ

ティ探求において関係性をまったく持たないレベルから､自己と他者の視点の間の食い違

いを体験しているレベルまでの系列で設定することができた｡この結果は､アイデンティ

ティ研究の最近の動向､すなわち関係性というアイディアに注目している多くの論考に加

えて(例えぱArcher,1993;　Josselson,　1994;　Kroger,　1989)､関係性のさまざまな状態に関す

る実証的な証拠を提供したといえる｡

　関係性の6つのレベルは､社会的認知発達のレベルに応じて配列された(Fischer,1980;

Schullz　el　al.,1989;　Selman　et　al･,　1986;　Selman　&Demoresl,1984;　Yeales　el　al.,1991)｡これ

らのレベルは､白己､他者､そして両者の関係を理解する能力の増大を反映する｡第1'章第

3節でも指摘したように､アイデンティティ形成における形式的操作思考の役割が検討さ

れてきたが､両者の関連は明確には見いだされていない｡むしろ､道徳的判断や認知的複
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雑性といった社会的認知能力の方が意味を持つと指摘されている(Marcia,1993b)｡アイ

デンティティ探求に見られるさまざまな行動は､日常的な諸問題に対するコーピング行動

として見ることができるので(Jackson&Bosma,1990)､形式的操作思考よりも社会的認

知能力の方が意味を持つことは理解できる｡とりわけ､日々の生活における自己と他者､

および両者の関係の認識に対しては､社会的認知能力が深く関わっている(Noam&Fischer,

1996)｡本研究で社会的認知発達のレベルを含んたレベルを設定できたことは､こうした

見解を支持する結果であるといえる｡

　本研究におけるもうひとつの結果は､レベルごとの対象者の分布について､レベル2と

4の人数が多いことであった｡本研究のみからこの結果を解釈することは難しいが､可能

な説明を考えてみる｡

　まず､レベル2に分類された対象者は､関係性が乏しく､自己と他者の視点について曖

昧な認識しか持たなかった｡こうしたレベル2の人数が多かったことは､今回の対象者が

大学3年生の前期にあることに関連するかもしれない｡つまり､これらの対象者はまだ､

人生の選択をする圧力にさらされていない｡一般に大学生の場合､就職活動を行う3年生

の後期から4年生の前期にかけて､アイデンティティ探求への強い圧力を体験する(加藤,

1989;　Walerman,　1993参照)｡この時期には､青年は自分自身の興味､イデオロギー､他者

との関係のあり方を熟考して､適切な職業を選択しなければならない｡したがって､今回

の対象者は､自分に対する他者の期待を認識したり､人生の選択について他者と討論する

以前の段階にあるのかもしれない｡

　次に､レベル4について考えてみる｡レベル4に分類された対象者は､白己と他者の視

点を認識しているが､両者の間の食い違いや相互調整は体験していなかった｡加えて､レ

ベル5に分類された対象者が少数で､かつ理論的に設定されたレベル6に分類された対象

者はまったく見られなかった｡これらの結果は､女子青年は､食い違いや相互調整なしに

アイデンティティを探求する傾向があるという可能性を示唆する｡

　この結果は､日本文化における関係性の特微として解釈することができるかもしれない｡

日本人は西洋人よりも､自己と他者の間の対立や交渉を避ける傾向があることが指摘され

ている(Flammer,lto,Liilhi,Plaschy,Reber,Zurbriggen,&Sugimine,1995　;　国立国語研究所,

1984　;　守屋,1997)｡日本文化における対人関係の中核的な要素として､個人が児童期か

ら､他者の期待を認識し､それに自分を合わせることを期待されるという特微がある

　(Shweder,Goodnow,Halano,Levine,Markus,&Mmer,1998)｡自分の欲求を直接的に主張
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することは､未熟な自己の表現と見なされる｡このため､日本の青年は､自己と他者の視

点を､他者と葛藤しないようにして統合するのかもしれない｡女子青年はとくに調和を強

く期待されるので(柏木,1997)､こうした特微を男子青年よりも顕著に示すことも推測

される｡

　以上のように､本章では､関係性のレベルというアイデンティティ研究の新たな枠組み

を提起した｡以後の研究では､これらのレベルを用いて検討を進めていく｡ただし､レベ

ル6については､理論的には設定されたものの､該当する対象者が見られなかった｡その

ため､このレベルはなお仮説的な概念にとどまるので､以後の研究において確認する必要

がある｡これについては､関係性のレベルの変化を縦断的に測定する第3章で触れること

にする｡
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第3章　2年間にわたる関係性のレベルの

　　　　　　変化とその要因

第1節　問題と目的

　第2章では､アイデンティティ探求における関係性をとらえる方法論を検討し､Table　3-1　に

示すような関係性の6つのレベルを設定した｡この試みによって､関係性の観点からアイデン

ティティ形成のプロセスを研究するための可能なアプローチが提示された｡本章では､これら

の関係性のレベルを用いて､アイデンティティ形成のプロセスを検討する｡

　関係性のレベルは､大学3年生前期の対象者から構築されており､一時点での状態像を示し

たものである｡しかし､アイデンティティ形成はある程度の期間にわたって進むので､そのプ

ロセスを明らかにするためには､複数の時点にわたる関係性のレベルの変化を見る必要がある｡

Josselson(1994)は､アイデンティティの発達とは､他者の欲求や興味を考慮する一方で自分

自身を表現したり､葛藤を認識して解決し､あるいは解決できない葛藤があっても他者との結

びつきをなお持続することを学び続けるプロセスであると指摘している｡青年が日常生活の中

で他者と関わることを通して､関係性のレベルは洗練されていくと推測される｡

　したがって本章の第1の目的は､アイデンティティ探求における関係性のレベルを縦断

的に測定することにより､その変化を記述することである｡

　縦断研究を行う場合､測定時期をどのように設定するかが問題となる｡アイデンティティ

形成は､青年に対する周囲からの期待や圧力によって推し進められるので､その青年が置

かれた環境によって好適な時期が異なると考えられる｡大学生の場合､アメリカの先行研

究は､ほぼ一致して新入生よりも高学年の方が強いアイデンティティの感覚を持つことを

示している(Waterman,1993参照)｡日本の大学生を対象にした加藤(1989)の縦断研究

は､さらに時期を特定しており､大学3年生から4年生前期にかけてアイデンティティ体

験が顕著に強まることを見いだした｡したがって､この時期が大学生のアイデンティティ

形成に関する重要な時期であると考えられる｡また､後に述べるように､就職活動や職業

決定は日本の大学生のアイデンティティ形成にとって重要な意味を持つことが指摘されて

いる(下山,1986　;　高村,1997)｡これらの前後ではアイデンティティの状態像に違いが
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あると推測される｡そこで､本章では大学3年生から卒業にわたる期間に焦点を合わせ､

就職活動を開始する以前の大学3年生前期(Time　l)､活動中の4年生前期(Time　2)､活

動終了後の4年生後期(Time　3)の3時点において測定する｡

Table　3-1　アイデンティティ探求における関係性のレベルの定義

レベル

レベル1

レベル2

レベル3

レベル4

　　　　　　　　　　　　　　　定　義

重要な人生の選択･決定のプロセスにおいて､関係性をまったく持たない｡

自己と他者の視点を認識することができず､両者の間の関係の表象を持た
ない｡探求のプロセスにどのような他者が関与しており､彼らがどのよう

な機能を果たしているのか理解することができない｡

重要な人生の選択･決定のプロセスにおいて､関係性が乏しい｡白己と他

者の視点を曖昧にしか認識しておらず､状況によって容易に変化する“今
ここで"の関係の表象しか持たない｡探求のプロセスにどのような他者が

関与しているかをある程度認識しているが､彼らが選択･決定にどのよう
な影響を与えているかについてはほとんど理解していない｡

重要な人生の選択･決定のプロセスにおいて､他者の影響によって選択･
決定を行うという関係性を持つ｡他者の視点を単にコピーしており､関係

の表象は理想化､同一化された､あるいはモデルとしての特定の他者を含
む｡他者に強く影響を受けていることを理解している場合も理解できない

場合もある｡

重要な人生の選択･決定のプロセスにおいて､自己と他者の視点の両方を
認識することができるという関係性を持つ｡自己と他者の視点の間の食い

違いや､それを解決するための自己と他者の間の相互調整は見られない｡

幅広い他者を含む複数の関係の表象を持つ｡探求のプロセスにどのような

他者が関与しており､彼らがどのような機能を果たしているのか理解する

ことができる｡

レベル5　重要な人生の選択･決定のプロセスにおいて､自己と他者の視点の間の食

　　　　　い違いを体験するという関係性を持つ｡この食い違いはまだ解決されてい
　　　　　ないにもかかわらず､自己と他者の間の相互調整を行っていない｡複雑な

　　　　　関係の表象を持ち､ある表象を他の表象と関係づけることができる｡ある

　　　　　表象を他の表象と比較検討するので､自己と他者の視点の間に食い違いが
　　　　　生じる｡

レベル6 重要な人生の選択･決定のプロセスにおいて､自己と他者の視点の間の食
い違いを体験し､両者の間の相互調整を通してそれを解決している｡具体

的には､両方の視点を統合したり､どちらか一方を選択する｡複雑な関係

の表象を持ち､ある表象を他の表象と比較検討した上で､結びつけること
ができる｡
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　アイデンティティ･ステイタス･アプローチ(Marcia,1966)による縦断研究は､アイ

デンティティの領域によってステイタスの変化に違いがあることを示している(Kroger,

1988;　Walerman,　1993参照)｡いくつかの研究に共通して､大学時代には､男女ともに職業

の領域において高いステイタス(達成とモラトリアム)への移行が顕著に見られた｡また､

性役割の領域については､女子の方が男子よりも高いステイタスヘの移行が顕著に見られ

た｡これらの研究は関係性を考慮していないが､関係性のレベルについても､女子青年は

とくに職業と性役割の領域において高いレベルヘの移行を示すかもしれない｡

　本章の第2の目的は､関係性のレベルにおける変化に関わる要因を明らかにすることで

ある｡アイデンティティ形成に関わる要因を検討した研究はこれまであまり行われてこな

かった｡しかし､近年､社会的文脈におけるアイデンティティ発達に対する関心が高まり､

その必要性が指摘されている(Kroger&Green,1996;　Phinney　&Goossens,1996)｡

　Kroger(2000)は､青年期後期のアイデンティティ発達に影響を与える3つの文脈を指

摘している｡これに従って､大学時代のアイデンティティ探求について可能な要因を整理

してみる｡　1つめは家族である｡家族関係の中で青年が体験する独自性と結合性のコミュ

ニケーションは､他者の視点を考慮しながら自己の独自な視点を明確にするトレーニング

となる｡つまり､アイデンティティを探求する基本的な力を養うと考えられる(Grotevanl

&CooPer,1985)｡

　2つめは友達である｡友達関係は､青年期後期に大きな質的転換を遂げる｡すなわち､

自分にとって本当に必要な友人を選択し､個と個の深い付き合いを求めるようになる(落

合･佐藤,1996)｡こうした結びつきは､アイデンティティにおける個としての感覚や関

係の中における自己を確認することに寄与するであろう｡実際､同性･異性の友人との関

係が大学生のアイデンティティ体験と有意に関連していることが示されている(加藤,

1989)｡ここで､Krogerは触れていないが､親密な異性との関係もアイデンティティ探求

に関わる重要な要因であると考えられる(Josselson,1994;大野,1999)｡例えば大野(1999)

は､女子短大生のレポートを分析し､彼女らが恋愛行動を通してアイデンティティを確立

していく様子を描いている｡

　3つめは教育的･職業的環境である｡大学に進学する青年はそれ以外の進路を選択する

青年に比べて､アイデンティティ探求を長期間にわたり体験し､また後に引き延ばす傾向

がある(Kroger,2000　;　下山,1983)｡それだけに､大学環境や大学生という身分が提供す

る探求のための資源は重要であろう｡例えぱ､授業､サークル､アルバイトなどの活動は､
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アイデンティティ探求を行う有効な場であると考えられる｡さらに､大学時代における就

職活動や職業決定は､アイデンティティ探求のとりわけ重要な契機であると推測される｡

これらは､ほぼすべての大学生によって同じような時期に体験され､相当な時間的･心理

的エネルギーを投入して行われる｡実際､下山(1986)は､大学生の職業未決定のあり方

を踏まえて､職業決定とアイデンティティの確立との関連を考慮することの重要性を指摘

している｡また､高村(1997)は､大学4年生を対象にした面接調査により､進路探求と

アイデンティティ探求とが相互作用しながら進む場合に､アイデンティティが成功裏に形

成されることを示した｡加えて､アメリカの職業選択がきわめて主体的なプロセスである

のに対して､日本の職業選択は､主体性を必要とすると同時に､周囲の期待､成績､その

職業の社会的評価をいかに自己の中に組み込むかという問題を含んでいる(下山,1996)｡

このことからも､自己と他者の視点の認識に着目した関係性のレベルのあり方に対して､

重要な意味を持つと推測される｡

第2節　方法

1.対象者

　対象者は､全員が第2章第2節で述べた調査(Time　1)に参加し､その後も継続して

調査(Time　2､Time　3)に参加した者である｡国立大学教育学部の教育心理学科と教育学

科に在籍する女子青年31名で､調査開始時は3年生で20~21歳であった｡全員が未婚で

あり､両親とも健在で少なくとも1名のきょうだいがいた｡全体として､両親の社会的地

位は中位から上位であった｡なお､調査開始時の実際の対象者は35名であったが､関係

性に焦点を合わせた研究であるため両親が健在であり､かつ3つの調査時点のすべてに参

加した対象者を有効データとした｡

　本章の測定時期は就職活動をはさんでいるので､対象者の就職活動について簡単に触れ

ておく｡　31名中30名が就職または進学希望で､就職活動の内訳は､一般企業12名､公

務員･教員･大学院進学12名､両者を並行して行った者6名であった｡このうち26名が､

調査終了時までにいずれかの進路に内定した｡
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関係性のレベル

　すべての調査時点において､関係性をとらえるために拡張された半構造的なアイデン

ティティ面接を行った｡領域は､職業､友情､デート､性役割の4つであった｡

　各対象者は､領域ごとに各時点の関係性のレベルを評定された｡　Time　1　の評定につい

ては､第2章第2節における評定の結果をそのまま使用した｡また､Time　2　の評定は､

Time　1　と同一の評定マニュアルを用いて(付録2参照)､Time　3の評定は､このマニュア

ルに加えて､予備面接､Time　l､Time　2で得られた各レベルの反応例を参照して行った｡

これらの反応例については､付録3に示した｡評定の信頼性は､ランダムに選んだ30名

分(各調査時点から10名)のデータを2名の評定者(1名は筆者;もう1名はTime　1　と

同じ大学院研究生)が独立に評定して調べた｡評定者間の一致率は､職業80.0%､友情90.0%､

デートフ3.3%､性役割70.0%であった｡

　なお､Time　1　の調査ではレベル6に分類された対象者が見られなかったが､Time　2､Time

3で少数ながらこのレベルの対象者が出現した｡これによって､第2章では仮説的な概念

であったレベル6を､実証的に確認することができた｡自己と他者の間の相互調整の内容

は､予備面接と同様に｢交渉｣(言語的あるいは行動的に相手とやりとりしながら解決に

至る方法)と｢自己吟味｣(自分の心の中で両者を調整して結論を出す方法)の2つであっ

た｡

変化の要因

　Time　2､Time　3　において､それぞれTime　1､Time　2　と比較して各領域における関係性

のレベルに変化が見られた場合､｢前回の調査の時と比べて､ という点が変わった

ように思われますが､このような変化に､何が最も影響を与えたと思いますか｣と尋ねた｡

　要因は､次の6つのカテゴリーに分類された｡(a)就職活動･職業決定:就職に向けた諸

活動や職業決定に関わる要因(大学院への進学や特定の職業を伴わない将来展望も含む)､(b)

友人･恋人との関係の変化:関係の実際的変化(出会い､別れなど)と質的変化(関係の深化､

希薄化など)を含む､(c)大学生活･日常生活上の要因:大学の授業､周囲からのさまざま

な情報など､(d)内的変化:強い外的要因なしに起こった考え方などの変化､(e)考える

機会なし:前回の調査時点で関係性について考える契機となっていたイベントが､今回の調査
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時点ではなかったこと､(f)不明:｢わからない｣｢理由はない｣など要因が特定できない｡

これらは､第1節で述べた先行研究(例えぱKroger,2000;　Kroger　&Green,1996;大野,1999)と

本章で得られたデータの両方を考慮して作成された｡

　49件の要因が分類の対象となった｡評定の信頼性は､ランダムに選んだ37件を2名の

評定者(1名は筆者;もう1名は大学院生で､12件について評定のトレーニングを受け

ている)が独立に分類して調べた｡評定者間の一致率は81.8%であった｡

3.手続き

　調査時期は､1996年5月~1998年2月であった｡対象者は､Time　l　については授業中

に､またTime　2､Time　3　については手紙により個別に調査への参加を依頼され､その後､

電話で参加の確認と面接日時の設定をされた｡全員に謝金として各時点につき1000円が

支払われた｡

　面接は､大学3年生前期(5~7月)､4年生前期(4~7月)､4年生後期(11~2月)

の3回にわたって実施された｡面接の間隔は､どの対象者についてもほぼ一定になるよう

に設定された｡

　対象者は､学部内の実験室で筆者により個別に面接された｡質問項目が十分に理解され

るように､面接の最初に項目のリストが提示された｡また､探求のプロセスに関与する他

者について尋ねる際には､重要な他者を想起する手がかりとして､人物のリスト(母親､

父親､きょうだい､おじ･おば､同性の友人､異性の友人､恋人､先輩､先生､これ以外

の人)が提示された｡面接は約1~3時間かかり､了承が得られた場合には録音され逐語

録が作成された｡

第3節　結果

1.関係性のレベルの変化

　領域ごとの関係性の各レベルの人数は､3つの調査時点のいずれにおいてもレベル2と4が

多く､レベル1､3､5､6が少なかった｡各調査時点における領域ごとの関係性の各レベル

の人数については､付録4を参照されたい｡このように､関係性の6つのレベルのいくつかは



　　レベル

　低レベル

(レベル1~3)

　高レベル

(レベル4~6)
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Table　3-2　関係性の低レベルと高レベルの定義

　　　　　　　　　　　　　　定　義

このレベルの青年は､重要な人生の選択･決定のプロセスにおいて､

自己と他者の視点を認識することができない､あるいは他者の視点

を単にコピーしている｡自己と他者の関係の表象をほとんど持たず､

探求のプロセスにどのような他者が関与しており､彼らがどのよう

な機能を果たしているのかを十分に理解することができない｡

このレベルの青年は､重要な人生の選択･決定のプロセスにおいて､

自己と他者の視点を認識することができる｡また､一部の青年は､

両者の視点の間の食い違いを相互調整によって解決することができ

る｡自己と他者の関係の表象を持ち､探求のプロセスにどのような

他者が関与しており､彼らがどのような機能を果たしているのか理

解することができる｡

人数が少なかったため､レベル1~3を｢低レベル｣､レベル4~6を｢高レベル｣と､大き

く2つのレベルにまとめて分析することとした｡これらの2つのレベルの概要を､Table　3-2　に

示す｡

　Table　3.3　は､領域ごとの関係性のレベルの変化を示したものである｡対象者の関係性のレベ

ルにおける変化の時期と方向を特定するために､変化の顕著性に対する検定を行った｡すべて

の期待度数が5未満であったため二項検定を用い､Time　1　からTime　2､Time　2　からTime　3､Time

lからTime　3　の3つの期間について､領域ごとに､“低レベルから高レベルヘの移行"と“高

レベルから低レベルヘの移行"の人数を分析した｡

　職業､友情､デートの3つの領域において顕著な変化が示された｡いずれの場合も､高

レベルヘの移行が低レベルヘの移行より有意に多く見られた｡また､有意な変化が見られ

たのは､Time　1　からTime　2　とTime　1　からTime　3　においてであり､興味深いことに､Time

2からTime　3　においては､どの領域でも有意な変化はなかった｡各領域における変化は､

以下の通りである｡

　職業においては､Time　l　からTime　2　(3年生前期から4年生前期)で､高レベルヘの

移行が低レベルヘの移行より有意に多く見られた(戸.020)｡友情においては､Time　1　か

らTime　2とTime　1からTime　3　(3年生前期から4年生後期)で､高レベルヘの移行が低

レベルヘの移行より有意に多く見られた(それぞれρ=.035､戸.031)｡デートにおいては､
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Table　3･3　領域ごとの関係性のレベルの変化(N=31)

領域　　　　時点

レベル　　前＼後

Time　1　からTime　2 Time　2　からTime　3 Time　1　からTime　3

低レベル　高レベル　pa 低レベル高レベル　ρ 低レベル高レベル　ρ

職業

低レベル

　高レベル

7　　　　　8

　　　　　　　　　　　　.020*

　　　　　15

6　　　　　2

　　　　　　　　　　　n.S.

　　　　　18

9　　　　　6

　　　　　　　　　　　n.S.

　　　　　14

友情

低レベル

　高レベル

13　　　　　7

　　　　　　　　　.035*

　1　　　　　10

13　　　　　　1

　　　　　　　　　　　　n.S.

　2　　　　　15

15　　　　　5

　　　　　　　　　.031*

　0　　　　　11

デート

低レベル

　高レベル

17　　　　　6

　　　　　　　　　　　　n.S.

　2　　　　　6

16　　　　　3

　　　　　　　　　　　　n.S.

　0　　　　　12

15　　　　　8

　　　　　　　　　　　　.020*

　1　　　　　7

性役割

低レベル

　高レベル

14　　　　　3

　　　　　　　　　　　　n.s.

　4　　　　　10

17　　　　　1

　　　　　　　　　　　　n.S.

　3　　　　　10

16　　　　　1

　　　　　　　　　　　　n.S.

　4　　　　　　　10

注.　2つの時点のうち､前の時点におけるレベルは縦に､後の時点におけるレベルは横に示した｡数宇は人数

　　　を示す｡

　　　8二項検定による検定結果｡
　　　*　ρ<.05

Time　1　からTime　3　で､高レベルヘの移行が低レベルヘの移行より有意に多く見られた

　(戸.020)｡性役割においては､他の3領域とは異なり､どの期間においても有意な変化

は見られなかった｡またきわめて少数ではあるが､すべての期間において低レベルヘ移行

した者が高レベルヘ移行した者より多かったことが特徴的であった｡

2.関係性のレベルの変化に関わる要因

　Time　lからTime　2､Time　2からTime　3　の2つの期間を合わせると､関係性が低レベル

から高レベルヘ移行した対象者は､のべ31名(職業10名､友情8名､デート9名､性役

割4名)であった｡また､高レベルから低レベルヘ移行した対象者は､のべ18名(職業

6名､友情3名､デート2名､性役割7名)であった(Table　3.3　参照)｡これらの合計49

件(以下､のべ人数を｢件｣と表示する)について､レベルの変化に関わる要因を領域ご



領域

職業

友情

デート

性役割
●-●-●-〃●●･･･●●●･●●●●･●●●●W●●

Tolal

職業

友情

デート

性役割
●●〃〃●●●･●●●●●●●●●●●●●●-●●-●1●

Total
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とに分類したものがTable　3.4　である｡

高レベルヘの移行

　まず､カテゴリーを概観する｡｢就職活動･職業決定｣が､31件中18件と最も多くを

占めた｡4つの領域のすべてにおいて出現したが､とくに､職業(10件すべて)､友情(8

件中3件)､性役割(4件すべて)において､対象者に最も共通に報告された｡職業的な

要因が､職業以外の領域のアイデンティティ探求にも関連していたことは注目される｡次

に多くを占めたのは｢友人･恋人との関係の変化｣で､31件中10件であった｡このカテ

ゴリーは､友情(8件中3件)とデート(9件中7件)の変化に対して中心的な役割を果

たしていた｡以上の2つのカテゴリー以外に分類された要因は少数であった｡

　次に､領域ごとに主な要因を見てみる｡領域ごとの特微的な要因と反応例を示したもの

がTable　3.5である｡職業では､10件すべてが｢就職活動･職業決定｣に分類された｡こ

のうち半数以上が､就職活動を本格的に行ったり職業を決定する段階になって､それまで

意識していなかった両親の期待､欲求､圧力が顕わになったことを報告した｡同時にそれ

は､両親とは異なる白己の視点を認識することを意味していた(例1)｡残りの対象者は､

Table　3･4　領城ごとの関係性のレベルの変化に関わる要因

就職活動･
職業決定

O
　
り
j
　
1
　
4

1

18

″
D
　
O
　
0
　
7
″

7

友人･恋人との
　関係の変化

O
　
I
J
　
7
　
0

10

0
　
0
　
1
　
0

1

　　　カテゴリー

大学生活･　内的変化

日常生活

　高レベルヘの移行

O
　
ワ
`
　
0
　
0

0
　
0
　
1
　
0

　2　　　　　　　1

低レベルヘの移行

1
　
0
　
0
　
1

2

0
　
0
　
0
　
1

1

考える機会　　不明　　Total

　　なし

0
　
0
　
0
　
0

0

O
　
フ
‘
　
O
　
{
ノ
″

4

0
　
0
　
0
　
0

0

O
　
1
　
1
　
1

3

10

(
X
)
　
Q
y

　4
11●■●●●●●●●

31

'
'
0
　
3

2
　
7

18

注.　分類された要因は49件で､これはTime　1からTime　2､Time　2からTime　3の2つの期間におけ

　　　るレベルの変化に関わった要因の合計である｡
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就職活動の中で､さまざまな他者(両親､友人､教師など)から情報を得る必要が生じた

ことを報告していた｡この体験を通して知った他者の職業に対する関心や考えと白分のそ

れらとは､並行してより明確に認識されるようになっていた(例2)｡

　友情とデートでは､｢友人･恋人との関係の変化｣が最も共通に報告された(それぞれ

3件､7件)｡関係の変化には､実際的なものと質的なものが約半数ずつ含まれており､

一部においては両方の特微が示された｡実際的変化については､出会いや再会(例3)､

別れや付き合う相手が替わったこと(例5)を契機として､友人や恋人との関係性を内省

したことが報告された｡質的変化については､関係の深まり(例6)､あるいは関係の希

薄化などが､自己と他者(とくに友人､恋人)の視点を明確にする契機となっていた｡こ

こで重要なことは､以上の例に示されるように､実際的であれ質的であれ､対象者がそれ

らの変化に対する評価や意味づけを行っていたことである｡

　これに加えて､友情では､｢就職活動･職業決定｣にも3件が分類された｡これらの対

象者は､就職活動のそれぞれ異なる側面に言及した｡具体的には､適職を把握するための

いわゆる“自己分析"への取り組み(例4)､採用面接で自分について表現した体験､さ

らに就職活動が忙しくて友達に会う機会がなくなったことが､友人との関係性を内省する

契機であったと報告した｡

　性役割では､4件すべてが｢就職活動･職業決定｣に分類された｡これらの対象者は､

就職活動や職業決定を契機として将来の生活設計(結婚や家事分担のプランなど)がうな

がされ､そのための参考として他者(とくに両親)の生き方や考えを認識したと報告して

いた(例7)｡

低レベルヘの移行

　まず､カテゴリーを概観する(Table　3･4参照)｡｢就職活動･職業決定｣が18件中7件

と最も多くを占めていた｡このカテゴリーは､職業と性役割に出現し､これら2領域にお

いては対象者に最も共通に報告された(それぞれ6件中5件､7件中2件)｡これ以外の

カテゴリーは､少数の対象者のみに報告された｡

　次に､領域ごとに主な要因を見てみる(Table　3-5　参照)｡職業では､5件が｢就職活動･

職業決定｣に分類された｡これらの対象者においては､就職活動が終了(つまり職業が決

定)して職業のアイデンティティ探求をする必要がなくなったため､自己の視点も他者の

視点も認識されなくなった様子が示された(例8､9)｡
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Table　3-5　頗域ごとの特微的な変化の要因と反応例

領域 高レベルヘの移行 低レベルヘの移行

職業 【就職活動･職業決定】

[決まった就職先について]そんなに
親に喜んでもらえないとは思わなかっ
　た....今まで反対されたりするこ

　とはなかったので..‥親が保守的
　なことを望んでいるのは前から分かっ

　ていたが､こんなに‥.違うんだと‥.

　確認[した]｡(例1,N0.　15,　Time　3)

自分で[職業の選択肢が]絞れて
たところで､漠然としていないと
うか､ちゃんとした形になってき

から人に聞けた｡(例2,N0.32,

ime　2)

【職業決定】

就職活動している時点では[同じよう
に活動している友達の影響が]あった

　けど､[就職を]決める時や決まっちやっ
　た時にはあまり[友達の]影響はない｡

　(例8,N0.　7,　Time　3)

将来の道が決まったので､もう[母

からの]圧力はない｡(例9,N0.

31,Time　3)

友情 【友人との関係の変化】

いろんな子[友達]に最近‥.会っ

て[友人関係のことを]考えたり､

　思い出した｡(例3,N0.　17,　Time　2)

就職活動･職業決定】

就職活動で自己分析をして､今ま

での[友人関係の]ことを振り返っ
　た｡(例4,N0.35,Time　2)

デート 【恋人との関係の変化】

[恋人と]別れると､その人との付き

合いの中に何か反省というのが常にあ

　る｡(例5,N0.6,Time　2)

[恋人と]1年付き合って‥.以前
比べて相手の悪い部分が見えるよ
うになった分､相手も私の悪いとこ
を言うようになっ[た]｡(例6,

0.3,Time　2)

性役割 【就職活動･職業決定】

[理由は]就職活動です‥‥母親
働いてきた後で家事をやっている
を見ると､自分に置き換えたら､
ごい大変なことをやっているんだ

と思って‥.自分にはそんなこと
できるのかなとも思うし､でもそれ

母親なのかなという気もします

｡(例7,N0.35,Time　2)

【就職活動】

就職活動していて､そう簡単に育
休暇はもらえないものなんだと

[分かり].‥一般論が分からなく

ってき[た]｡(例10,N0.　4,　Time
)

注 特微が明白ではない場合は､空白とした｡反応例の中の｢...｣(ピリオド3つ)は文中

の部分省略､｢‥‥｣(ピリオド4つ)は文全体を1つ以上省略､[　　]内は筆者に
よる補足を示す｡
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　友情とデートでは､低レベルヘ移行した対象者が少数であったため､一定の特微を見い

だすことは難しかった｡

　性役割では､5つのカテゴリーにわたって要因が分類された｡このうち､｢就職活動･

職業決定｣に分類された2件は､将来の職業生活を展望した時に､かえって性役割に関す

る自己の視点が曖昧になるという興味深い特微を示した｡これらの対象者は､就職活動を

通して社会における性役割の現実に直面したり(例10)､将来の職業･結婚生活を現実的

に考えるようになり､それまで保持してきた自己の視点(平等的性役割観)と､それを対

比的に浮かび上がらせる役割を果たしていた両親の視点(伝統的性役割観)の両方ともが

不明確になっていた｡

1.関係性のレベルの変化

第4節　考察

　性役割を除く3つの領域､すなわち職業､友情､デートにおいて､高レベルの関係性ヘ

の移行が示された｡この結果は､女子青年のアイデンティティ探求における関係性のレベ

ルが､大学時代を通して上昇しうることを意味する｡　Josselson　(1994)は､アイデンティ

ティの発達とは､自己と他者の欲求や興味の間でバランスを取ることや､葛藤を持ちなが

らも他者との関係を維持することを学ぶプロセスであると指摘した｡本研究が焦点を合わ

せた自己と他者の視点の認識のしかたの洗練は､このプロセスの一側面と見ることができ

るので､結果はJosselsonの指摘と一致するといえる｡また､変化の時期については､と

りわけ3年生前期から4年生前期までが重要な時期であることが示された｡この結果は､

この時期にアイデンティティ体験が顕著に強まるという加藤(1989)の知見を､関係性と

いう観点から支持する｡

　アイデンティティ･ステイタス･アプローチによる先行研究(Kroger,1988;　Walerman,

1993参照)を踏まえて､女子青年においては､職業と性役割の領域で高レベルヘの移行

が示されると推測したが､結果は必ずしもそれを支持しなかった｡つまり､職業では高レ

ベルヘの移行が見られたが､性役割ではそのような変化は見られず､むしろ友情とデート

において高レベルヘの移行が見られた｡このような各領域における変化の特徴については､
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2.関係性のレベルの変化に関わる要因

　関係性のレベルの変化には､いくつかの要因が関わっていることが分かった｡この結果

は､アイデンティティ発達に対して社会的文脈が重要性であるという近年の指摘を支持す

る(Kroger&Green,1996;　Phinney　&Goossens,1996)｡

　とくに以下の2種類の要因が､レベルの変化に中心的な役割を果たしていた｡第1に､

　｢就職活動･職業決定｣が､高レベルヘの移行と低レベルヘの移行の両方に最も共通に報

告された｡この結果は､職業的な要因が大学生のアイデンティティ形成にとって重要な意

味を持つと指摘した先行研究(下山,1986　;　高村,1997)を支持する｡また､同じ要因が､

視点が明確になる場合だけではなく曖昧になる場合の契機としても報告されたことは､こ

の要因が多重の意味を持つことを示唆する｡

　職業的な要因が､職業以外の領域の変化にも関わっていたという結果は興味深いもので

あった｡浦上(1996)は､女子短大生について､就職活動の中で自己や職業についての情

報を集め､それらを統合する活動や､自分の就職活動について振り返り､それを吟味する

という思考的活動は､自己成長力を高めることを見いだした｡就職活動は､職業を得るこ

とにのみではなく､青年期の自己形成に寄与するのである｡本章の結果は浦上の知見と一

致しており､就職までの一連の作業が､大学生のアイデンティティ形成の幅広い領域にお

いて意義を持つことを示唆する｡

　本研究の対象者が高学歴であることも､職業的な要因の影響の大きさに関与しているか

もしれない｡一般に女性の場合､高等教育機関で学ぶことが､継続就業の意欲や可能性を

高める(若松,1998)｡実際に､本研究の対象者も､ほぼ全員が明確な就職または進学希

望を持って就職活動を行い､大半がいずれかの進路に内定した｡このことから､これらの

女性たちは､職業を当面の人生設計の中心に位置づけており(また成功裏に内定を得たこ

とで､それがさらに可能となり)､そのため職業的な要因がレベルの変化に強く関連した

とも推測できる｡異なる教育的背景を持つ女性では､別の要因がインパクトを持つ可能性

があることを考慮するべきだろう｡

　青年期後期における友人や恋人との関係は､長期にわたるコミットメントと親密さの程

度の増大によって特微づけられる(Kroger,2000)｡加えて､とくに女性のアイデンティティ
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発達は､これらの他者との関係によって支えられたりうながされることが指摘されている

　(Josselson,1996)｡それだけに､この要因が､本章の対象者にとって大きな意味を持つこ

とは十分に理解できる｡

　また､関係の変化がアイデンティティに対してインパクトを持つことは､社会的アイデ

ンティティ理論(Hogg&Abrams,1988/1995)からも支持される｡この理論によると､ア

イデンティティは所属する社会的カテゴリーや親密な他者との関係から引き出されるので､

これらが変化すれぱ､個人のアイデンティティの構造にも変化が見られると考えられるか

らである｡友人や恋人との出会いや別れ､関係の深まりや希薄化の中で､青年は新しい視

点を学んだり､自己と他者の視点の間の新しいバランスを構築すると思われる｡

　なお､家族関係に関わる要因は､大学生のアイデンティティ探求にとって重要であると

予測したが､本章においては出現しなかった｡先行研究からは､家族関係の中でもとりわ

け独自性と結合性のコミュニケーションが､アイデンティティ形成を促進することが見い

だされている(Kroger,2000)｡こうした家族関係の質的な特徴は､アイデンティティ形成

のプロセス全般にわたって根底にあるために､具体的なイベントとしては認識されにく

かったのかもしれない｡変化の要因としてではなく､関係性のレベルの特微に埋め込まれ

た形で存在していると考えられる｡このことを確かめるためには､関係性をとらえる項目

への回答にあらわれた､対象者の家族関係の質を詳細に分析する必要がある｡

3.要因との関連から見た各領域における変化の特徴

　ここでは､各領域で見いだされた要因のうち主なものに焦点を合わせ､それらとレベル

の変化との関連について考察する｡

　職業では､3年生前期から4年生前期においてのみ､高レベルヘの移行が顕著に示され

た｡これは､職業におけるアイデンティティ探求が､他の領域よりも限定された期間に行

われる､青年にとって差し迫った課題であることを示唆する｡

　要因についての結果から､これらの対象者は､就職活動の本格化や職業の決定を契機と

して､両親からの期待に直面したり､さまざまな他者の職業に対する関心や考えに触れ､

同時に自己の視点を明確化していたことが分かる｡自己の視点が､自分の欲求や関心から

のみではなく､他者の期待､関心､考えとの関わりにおいてあらわれたことは､日本の大

学生における職業選択が､周囲からの期待や評価をいかに自己の中に組み込むかという問
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題を含むという下山(1996)の主張と一致する｡その意味で､この結果は､わが国の大学

生のアイデンティティ形成に見られる典型的な関係性を示しているのかもしれない｡

　ただし､レベルの上昇は一時的であり､その後の期間においては､有意ではなかったも

ののレベルの低下を示した対象者が目立った｡この変化のほとんどは､職業が決定し､こ

の問題に取り組む必要がなくなったために起こっていた｡このように､職業におけるレベ

ルが変化する期間は､就職活動や職業決定によって明確に区切られる｡

　友情とデートでは､3年生前期から4年生後期までの約1年半にわたる期間について高

レベルヘの移行が顕著に示された｡対人関係領域のアイデンティティ探求は､職業に比ベ

ると差し迫っておらず､また社会的な圧力も小さいと思われる｡そのため､対象者は､比

較的長い時間をかけて自己と他者の視点を認識するしかたを身につけたのではないだろう

か｡

　要因についての結果から､この変化の多くは､友人や恋人との日常的な関わりを通して

起こったことが分かる｡また､これらの対象者が､関係の変化に対する評価や意味づけを

行っていたことも特徴的であった｡自己認識の発達にとって､他者との関わりの中で起こっ

たことを分析したり検討することや､そこでの感情を適切に処理することは重要である｡

というのは､他者が自分に対してどのようなはたらきかけをしてきたのかを吟味すること

を通して他者を認識し､そして､その他者と区別するプロセスにおいて自己のイメージが

作られるからである(守屋,1982)｡

　性役割では､有意ではなかったが､低レベルヘ移行した者が目立っていたという予測と

異なる結果が示された｡先行研究(Kroger,1988;　Walerman,　1993参照)は､この領域が女

子にとって問題であることを男子と女子の比較によって見いだしているので､女子だけを

対象にした本章の結果と単純に比較できないが､次のようなことが示唆される｡まず､変

化の要因は多岐にわたっていたが､中でも将来の職業生活を展望した時に自己の視点が曖

昧になるという､一見矛盾した特微が見いだされたことは注目される｡ここでは､対象者

は､自分の理想や考えだけでは性役割のイデオロギーを決定できないことを､職業的な要

因によって認識させられている｡参考として､積極的関与をとらえる項目(例えぱ｢あな

たの回答が違ったものとなるような場面があると思いますか｣)に対する回答を内容分析

すると､｢相手(パートナー)によって｣､｢結婚したら｣､あるいは｢社会に出たら｣違っ

たものになるかもしれないという回答が目立った｡日本の場合､女性は男性よりも他者と
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の相互依存性を強く期待される(柏木,1997)｡そのため､自己の視点は､結婚生活で性

役割観を共有する未知のパートナーや､社会における性役割期待の現実に委ねられ､対象

者の主体的な探求によって明確にされにくいと推測される｡本章の結果は､このような現

実の壁にぶつかる対象者の状況を反映しているのかもしれない｡

　この結果のもうひとつの示唆は､本研究の枠組みの中でアイデンティティ面接を用いる

ことの問題である｡アイデンティティ面接の性役割に関する質問項目の中心は､結婚した

夫婦が家庭の役割をどのようにこなすかについてである｡したがって､教育環境において

男女平等を享受する大学生にとっては､この問題が現実的に差し迫っておらず､この時期

にあらためて明確な視点を持つ必要性が乏しい可能性がある｡これらの質問項目がとらえ

る関係性は､成人期で焦点化されるのかもしれない｡

　最後に､職業と性役割で､レベルの低下した対象者が目立っていたことに触れる必要が

ある｡これらの対象者が示した変化の特徴は､関係性のレベルにおける発達とは何かとい

う重要な問題を含むからである｡この問題については､次の指摘が参考になる｡Kroger

　(1996)は､アイデンティティ発達における｢退行｣(regression)には､発達的にさらに

上昇するための危機にあるタイプや､現状に固執して新しい体験を避けるタイプなど､い

くつかの種類があると指摘している｡また､Selman&Demorest(1984)も､対人交渉方

略が状況によってはより未熟なレベルに低下する者がいることを見いだしている｡彼らは､

この結果を踏まえて､自我や社会的認知能力の発達は､年齢に伴うものであると同時に文

脈によっても大きく規定されるものであると主張している｡本章で示されたレベルの低下

は､この見解に一致するのではないかと考える｡

　実際､職業と性役割におけるレベルの低下には､それ以上の探求を行う必要がなくなっ

たり､現状の他者との関係性では解決できない問題に直面したために起こったと思われる

ものが含まれていた｡こうしたレベルの低下は､自己と他者の関係が認識できなくなった

ことではなく､認識を文脈に適合させたことを意味すると解釈できる｡このことを確認す

るためには､関係性のレベルを､個人が置かれた状況との関連で評価する必要があるだろ

う｡例えぱ､対象者にとってのその領域の重要性や探求の必要性を押さえることが有効か

もしれない｡また､身近な他者だけでなく､より幅広い他者や社会文化的文脈との関係性

を考慮した調査も考えられる｡

全体をまとめると､本章の結果は､関係性のレベルが大学時代を通して洗練されること､そ
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の際には大学生活に密着したイベントが契機となることを意味する｡就職活動という大学生に

とっての人生の節目をはさんで検討したことにより､青年が置かれた状況の変化とアイデンティ

ティ形成のプロセスとの関連を明らかにすることができた点は､本章の重要な成果であるとい

える｡

　本章において残された諜題のうちとくに注目されるのは､家族関係に関わる要因が見いださ

れなかったことである｡家族関係の質的な特微がアイデンティティ形成のプロセス全般の根底

にあるとすれば､どのような形で存在し､また､アイデンティティ形成に対してどのような意

味を持つのか｡この問題については､個人内の関係性の変化プロセスを詳細に検討する第4章､

第5章で再び取り上げることにする｡



初期青年期　　　　　　　　青年後期
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第4章　個人の変化プロセスの検討(1):

　　安定した軌跡を示す個人について

第1節　問題と目的

　第3章では､関係性のレベルの変化の全体的な傾向を検討した｡本章と次章では､最近

の青年期発達研究の動向を踏まえて個人に焦点を合わせ､アイデンティティ形成のプロセ

スを検討する｡

　第1章で指摘したように､青年期発達研究においては､社会的文脈に対する関心が高まっ

ており､青年期の発達は､生物学的､心理的､社会的文脈の相互作用の中で起こるという

認識がされている(Lerner,1996;　Lerner&Lerner,1999)｡この背景の中で､青年期の発達

の記述は､疾風怒濤といった普遍性から､青年期を特徴づける多様性の記述へと焦点が移

行している｡そして､個人の発達の軌跡を同定することに関心が持たれている｡

　Compas　el　al.　(1995)は､青年期発達には､Figure　4-1　に示すような多様な軌跡がある

と指摘している｡これらは､安定して適応するパターン(経路1)､安定して不適応なパ

ターン(経路2)､青年期に回復するパターン(経路3)､青年期に下降するパターン(経

路4)､青年期に一時的に逸脱し不適応となるパターン(経路5)である｡彼らは､これ

よい

悪い
経路4

経路2

Figure　4･1　青年期のさまざまな発達の経路

(Compas　et　al･,　1995　久世訳,1995,p.　58)
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らの経路を､青年期における攻撃性､反社会的行動､抑うつに関する広範な実証研究のレ

ビユーによって確認した｡また､それぞれの経路で起こる危機と回復を説明する､幅広い

レベルの文脈の要因をあげている｡それらは､生物学的な基礎から､人口統計学的要因､

環境､年齢､性別､家族歴､家族関係や家族のパーソナリティ､個人のパーソナリティ､

否定的なライフイベントにまでおよぶ｡

　Compas　et　al.の指摘を参考にすると､関係性のレベルの変化プロセスにも､大きく分け

て､安定して高いレベルを維持するパターン､安定して低いレベルを維持するパターン､

重要な変化をするパターンがあると推測することができる｡本章では､このうち安定した

軌跡を示す個人の特微を分析する｡すなわち､大学3年生から卒業までの期間に､安定し

て高い関係性のレベルを示す個人と､安定して低い関係性のレベルを示す個人を取り上げ

る｡その理由は､以下の通りである｡

　Compas　et　al.によれば､安定して適応的なパターンの青年は､危機の少ない環境で育ち､

非行､反社会的行動､情緒的な問題を経験しない｡青年期を通じて肯定的な自己の感覚を

維持する｡安定して不適応なパターンの青年は､問題を抱えていたり､慢性的なストレス

にさらされており､これらの危機を取り除く資源を持たない環境に育っている｡児童期の

攻撃的､反社会的行動は､高い確率で青年期にも維持される｡このことから､安定した軌

跡を示す青年においては､青年期までに経験してきた環境の特微が､彼らの青年期の発達

の基盤として大きな意味を持つことが推測される｡そこで､関係性のレベルの変化プロセ

スにおいても､安定して高いレベルを維持するパターンと､安定して低いレベルを維持す

るパターンの個人を比較することにより､関係性の観点から見たアイデンティティ形成の

基盤となっている要因が明らかになると考えられるからである｡

　本章の具体的な目的は､アイデンティティ形成の基盤をなす要因を明らかにするために､

安定して高いレベルと低いレベルの個人を比較することによって､次の3つの点を検討す

ることである｡これらの検討は､とくにアイデンティティ形成の始まりの時期に着目して､

重要な他者との関係のあり方という視点から行う｡

　第1に､アイデンティティを形成する契機､つまり自己の視点の出現の契機について検

討する｡第1章で述べたように､関係性を重視するアイデンティティ研究者たちは共通し

て､アイデンティティは重要な他者との｢関係の文脈｣(relalional　conlexls)からあらわれ

ると主張している(Archer,1993りosselson,1994;　Kroger,　1989)｡この立場からは､関係性

は､アイデンティティを形成するための土壌として存在すると考えられる｡すなわち､自
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己の視点は､自分の欲求や関心のみから構成されるのではなく､他者の視点に対して応答

することによって明確になる｡そこで､対象者にとって重要な関係の文脈に注目し､自己

の視点の出現の契機を明らかにする｡

　第2に､その後のプロセスの進展､つまり自己の視点の深化と拡張について検討する｡

関係性の観点から見ると､アイデンティティ形成のプロセスは､他者から分離するだけで

はなく､他者との意味のある結びつきを維持し続けることでもある(Josselson,1994)｡し

かし､他者との結びつきを維持するといっても､そのあり方は青年期の発達に伴い変化す

ると思われる｡すなわち､青年期にわたる｢自己と他者のバランスの再構築｣(self-olher

rebalancing,Kroger,1989,p.　188)のプロセスが展開されると考えられる｡ここでは､対象

者が報告する再構築のプロセスを検討し､その途上に見られる特微を明らかにする｡

　第3に､最も重要な問題として､こうしたアイデンティティ形成のプロセスの進展を規

定する要因について検討する｡検討にあたっては､とくに親子関係に着目する｡これは､

第3章で､アイデンティティ発達の重要な文脈のひとつとして家族関係をあげたが(Kroger,

2000)､対象者の回答の中にこれが出現しなかったことと関わる｡家族関係の質的な特微

は､一時的な出来事として認識されるのではなく､アイデンティティ形成のプロセス全般

にわたって根底にあると考えられる｡そのため､対象者の家族関係の質を詳細に分析する

ことによってあらわれると推測されるからである｡

　アイデンティティ形成において親子関係の質が果たす役割については､Grolevanlらに

よって検討されてきた(Grotevanl,1987;　Grotevant　&Cooper,1985,1986)｡第1章と第3章

で述べたように､家族関係はアイデンティティ形成の重要な文脈のひとつであり､中でも

両親との関係で体験する独自性と結合性のコミュニケーションによって､青年は自分とは

異なる他者の視点を知り､どのようにしてそれを自分の中に統合するのかを学ぶ｡このこ

とからも､自己と他者の視点の認識に関わるトレーニングの場としての親子関係に着目す

ることは意味があると考える｡

第2節　方法

1.対象者

　対象者は､第3章と同一の女子青年31名のうち､次のような基準で選択された10名で
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あった｡すなわち､Time　1　(大学3年生前期)において､すべての領域で高い関係性のレ

ベル(レベル4~6)に評定された5名の全員と､すべての領域で低い関係性のレベル(レ

ベル1~3)に評定された8名のうち5名は､3つの調査時点を通じてその状態をほぼ維

持していた｡そこで､これらの個人を､安定して高いレベルの対象者(N0.8､11､12､21､

26)と低いレベルの対象者(N0.7､9､15､20､24)として選択した｡これらの対象者の

3つの調査時点にわたる評定値の変化については､全対象者の評定値の変化を示した付

録5を参照されたい｡

2.分析の手続き

　分析は､Time　1　の逐語録を用いて､各対象者の特徴を質的に検討したうえで､安定し

て高いレベルと低いレベルの対象者の共通点をまとめた｡　Time　1　に焦点を合わせたのは､

本研究の目的がアイデンティティ形成の基盤となっている要因を明らかにすることであり､

そのためには､アイデンティティ形成の始まりの時期に着目することが有効であると考え

たためである｡安定した軌跡を示す個人は､Time　1　ですでにアイデンティティ形成に関

する基本的な特微を示していると推測される｡

　具体的に､第1と第2の目的については､次のような手続きで分析を進めた｡

　　(1)各対象者について､領域ごとに､自己の視点の出現の契機からその後のプロセス

の進展を時間にそって再構成した｡

　　(2)プロセスに共通点のある領域を合わせて､さらに再構成した｡実際には､職業と

性役割､友情とデートがまとめられた｡

　　(3)再構成されたプロセスについて､安定して高いレベルと低いレベルの対象者のそ

れぞれに共通する特微を抽出した｡

　第3の目的については､4つの領域のすべてを概観しながら､各対象者の親子関係の質

について､プロセスに一貫する特微を整理した｡そのうえで､安定して高いレベルと低い

レベルの対象者のそれぞれに共通する特徴を抽出した｡
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第3節　結果

1.自己の視点の出現

　自己の視点が出現する契機については､興味深いことに､安定して高いレベルと低いレ

ベルの対象者において､ほぼ共通する特徴が見いだされた｡すなわち､いずれの変化パター

ンの個人においても､自己の視点が出現する契機は､両親､友人､恋人といった身近な他

者との関係の中にあることが示された｡

職業と性役割

　Table　4･1　は､職業と性役割において自己の視点が出現する契機を示したものである｡

これらの2つの領域においては､自己の視点があらわれるきっかけは､母親または父親と

の関係の中にあった｡両親からの言葉がけや情報の提供､両親への同一視､両親に対して

反発や葛藤を感じることなどが､アイデンティティ形成のプロセスの出発点となっていた｡

このような特徴を示した対象者は､職業と性役割ともに､安定して高いレベルでは5名全

員､低いレベルでは5名中3名であった｡

Table　4-1　職業･性役割における自己の視点の出現の契機(N=10)

領域 反応例
安定して　安定して

レベル　低レベル

(n=5)　(n=5)

職業 ･父親が､本を買ってきてくれるなど､進路に関してか

なり情報を提供してくれたこと｡(N0.11,高レベル)

専業主婦になりたいのは､母親がずっとうちにいたの

で､その影響だと思う｡(N0.15,低レベル)

昔から､母親がよく｢あなたは先生になりそうな気が
する｣と言っていたこと｡(N0.26,高レベル)

5　　　　　　3

性役割 ･父親が家庭の中で“絶対王政"の権力を振るっており､

絶対に嫌だと思ったこと｡(N0.12,高レベル)

亭主関白の両親のもとで育ってきたので､亭主関白に

抵抗はない｡(N0.24,低レベル)

中学の頃に､｢母親の生き方はつまらない｣､｢絶対に母

のようにはならないぞ｣と思ったこと｡(N0.21,高レ

　ベル)

5　　　　　　3

注.　表中の数字は人数を示す｡



第4章　個人の変化プロセスの検討(1)　63

　例えぱ､ある対象者は､父親が｢進路に関してかなり情報を提供してくれたこと｣が､

現在の大学の専攻を選んだ重要なきっかけのひとつであったと述べている｡また､別の対

象者は､父が家庭の中で｢権力を振るっており､絶対に嫌だと思ったこと｣が､性役割に

ついての認識を高めるきっかけとなったと報告している｡

友情とデート

　Table　4･2　は､友情とデートにおいて自己の視点が出現する契機を示したものである｡

これらの2つの領域においては､それぞれ同性の友人と恋人との出会いや別れ､関係の深

まりや危機などが､自己の視点が現れるきっかけとなっていた｡このような特徴を示した

対象者は､友情では､安定して高いレベルと低いレベルでともに5名全員､デートでは､

安定して高いレベルで5名全員､低いレベルで5名中4名であった｡

　例えば､新しい友達に対して､それまでの友達との付き合い方では｢うまくいかなかっ

た時｣や､｢彼とけんかをした時｣などに､友情やデートについての自分のイデオロギー

を意識したり､問い直したという報告があった｡

Table　4-2　友情･
J

アー トにおける自己の視点の出現の契機(N=10)

領域 反応例
安定して　安定して

レベル　低レベル

(n=5)　(n=5)

友情 ･中学･高校の頃､形式から入る友情にわずらわしさを
感じ始めた時｡(N0.　8,　高レベル)

高校になってからできた新しい友達に対して､中学ま

での友達との付き合い方ではうまくいかなかった時｡
　　(N0.　12,　高レベル)

友達とお互い相談したり､話しを聞くうちに､そうい

う関係が必要だと思うようになった｡(N0.20,低レベ

　ル)

5　　　　　5

デート ･実際にデートしてみて､｢これは違う｣とか､｢こうい

うのがいいんだ｣と分かってきた感じ｡(N0.7,低レベ

　ル)

彼とけんかをした時や､彼から｢別れよう｣と言われ､

自分の問題点を指摘された時｡(N0.　12,　高レベル)

前に付き合った人たちとの関係の中で､失敗に終わっ

たこと｡(N0.　21,　高レベル)

5　　　　　　4

注.　表中の数字は人数を示す｡
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2.自己の視点の深化と拡張

　アイデンティティ形成の出発点において､2つの変化パターンを示す個人に大きな違い

は見られなかったが､その後のプロセスにおいては､2つの重要な相違点が見いだされた｡

これらの違いは､あらわれた自己の視点をより深め､拡張することに関わっていた｡

職業と性役割:両親から新しい他者ヘ

　第1の相違点は､職業と性役割において､安定して高いレベルの対象者は全員が､両親

との関係の中であらわれた自己の視点を､両親以外の他者との関係の中で拡張していたと

いうことである｡一方､安定して低いレベルの対象者は全員が､アイデンティティの探求

において､両親以外の他者をほとんど利用していなかった｡

　安定して高いレベルの対象者は､両親との関わりの中で気づいた職業の可能な選択肢や

性役割についての考え方を､友人､先輩､両親以外の大人などとの関係の中で確認したり､

吟味したり､相対化したりしていた｡例えぱ､事例8を見てみる｡Figure　4･2　に､事例8

の職業における関係性を図示した｡この対象者が職業について真剣に考え始めるきっかけ

は､母親からのひとことであった｡

　　(将来の職業はどのようにして決めましたか)カウンセラーという仕事について

は､それまで知らなかったのですが､ふとしたきっかけで母親から｢そういう仕事

があるよ｣ということを聞いた時に､｢あっ､これがやりたい｣と思いました‥‥

それまでは､文学､新聞記者､小説家､国際的な機関で働きたいなどいろいろあっ

たのですが､どれが自分に合うものかといったら､ばっちり｢これ｣というものは

なくて｡[母親から]それを聞いた時に､｢あi　これが合ってるのかな｣､｢これにな

りたい｣と思った｡

　その後､彼女は､母親との関係の中で芽生えた自己の視点を､さまざまな他者の視点と

付き合わせることによって発展させる作業を行っている｡

　　(職業の問題について､他にだれかと話し合うことはありますか)先輩‥‥研究

会で知り合った人と話をする‥‥いろんな考えを吸収する感じ‥‥あまりひとり

とかひとつのことだけで進めていくと偏ったものになるという気持ちがあるので､
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Figure　4-2　事例8の職業における関係性

なるべく多くの人の話を聞くことで深められるかなと｡

　別の対象者(N0.21)は､性役割において､次のような認識の変化を報告している｡こ

の対象者が性役割について意識し始めたきっかけは､母親の生き方に対して疑問を感じた

ことであった｡

　　(家庭の中の役割分担に関するご両親のやり方や考え方は､あなたにどのような

影響を与えましたか)中学ぐらいの時には､母が家庭に入っていることに対して､

すごくつまらない､女の人のそんな生き方なんてつまらないんじやないかと思って

いた‥‥｢絶対お母さんみたいにはならないぞ｣とか､｢お母さんみたいな生き方は

つまらないんじやないか｣と思っていた｡

こうした彼女の母親に対する認識は､その後､母親以外の他者からの情報を得ることに
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よって変化してきている｡性役割に関する自己の視点は､以前は母親の視点とのみ結びつ

いていたが､さまざまな他者の視点との出会いによって拡張された｡その結果､母親の視

点は､多くの視点のうちのひとつとして相対化されて認識されるに至った｡

　最近‥.[母親の生き方は]それもひとつの幸せの選択肢なんじやないかと思いま

す‥‥ひとつのうまくいっているケースというか‥‥[私は]いろいろなところか

ら情報を得ており､そのひとつが私の家[のケース]という形です｡

　　(男性と女性の役割の問題について､他にだれかと話し合うことはありますか)友

人‥.先輩‥‥父からの話も聞きますし‥.異性の友人もそうですし､そういうと

ころからも情報を入れるという感じです｡

　これらの反応例に示されるように､高いレベルの対象者は､新しい対象との関係の中で､

自己の視点をより深め確かなものにしていた｡これは､両親の視点を中心とする関係性か

ら､より幅広い他者を含む関係性へと､関係性を再構築する作業であると見ることができ

る｡

　安定して低いレベルの対象者においても､自己の視点について両親以外の他者と話し合

う機会はあるように見えた｡しかし､この機会は十分に生かされていなかった｡職業にお

ける事例7の反応例は､そうした特微をあらわしている｡　Figure　4･3　に事例7の職業にお

ける関係性を図示した｡この対象者は､自分の母親の生き方を見て､将来は母親のように

家庭で妻･母親として過ごしたいと考えるようになった｡

　　(将来の職業はどのようにして決めましたか)自分の母親みたいになりたいと感

じていた｡母親は､私が小さい頃は仕事をしていなかったので､[私も]主婦になり

たいとか､子どもを育てたいとか思った｡

　　(職業の問題について､他にだれかと話し合うことはありますか)人と話をするこ

とはあるけど､その人の将来の計画を聞いても､｢あ-､ふ-ん､すごいね｣とかそ

れくらいで､私は私｡

　この対象者の｢私は私｣という言葉に典型的に示されるように､低いレベルの対象者は､

自分の意見や考え方を他者のそれらと付き合わせて検討しないので､あらわれつつあった
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Figure　4-3　事例7の職業における関係性
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自己の視点は､曖昧な状態のままとどまったり､場合によっては消失してしまうようであっ

た｡したがって､Figure　4･3　では､安定して高いレベルの対象者で見られた他者(破線で

描かれた円)や､自己の視点の深化と拡張(破線で描かれた四角)の中身を空白にした｡

　自己と他者の視点を積極的に関連づけない傾向は､別の対象者(N0.15)の性役割の反

応例においても明確に見ることができる｡

　　(家庭の中の役割分担に関するご両親のやり方や考え方は､あなたにどのような

影響を与えましたか)全面的に影響を与えていると思います‥‥男は外で働いて､

女は家にいるっていうのは､もう､めちやモロ[涙lム応のまま]に[両親の影響が]

出てる｡

　　(男性と女性の役割の問題について､他にだれかと話し合うことはありますか)友

達だと思う‥‥[友達と話すことは]｢ああ､そうなんだ｣.‥　とかそれくらいのこと

で､自分の考えに影響するとかではなくて､｢ああ､そういう人もいるんだ｣ってく

らいかな｡
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　このように､低いレベルの対象者においては､アイデンティティ形成の出発点で見られ

た関係性を再構築する試みは見いだされなかった｡

友情とデート:関係の評価と意味づけ

　第2の相違点は､友情とデートにおいて､安定して高いレベルの対象者は全員が､友人

や恋人との間で起こったさまざまな体験を評価したり､意味づけたりする作業を行ってお

り､そのことによって､自己の視点がより深められていたということである｡一方､安定

して低いレベルの対象者においては､この特微は見られなかった｡

　関係の評価や意味づけは､対象者が関係の中での体験について何らかの反省をしたり､

そこで起こったことを自分なりに解釈したり､あるいは体験をめぐって相手と話し合った

りすることにあらわれていた｡例えば､事例21は､親友と話し合うことによって友情に

ついてのイデオロギーが明確になったことを報告している｡　Figure　4･4　に､事例21の友

情における関係性を図示した｡

　　(親友の存在は､あなたが友情についての考えを作り上げる上でどのような意味

を持っていますか)その親友との中学の時の付き合いで､すごく多くを学んだ気が

Figure　4.4　事例21の友情における関係性
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します‥.軽い話しだけでなく､価値観とか生き方とかそういう重い話題も､友達っ

てどういうものだと思うっていうことも話し合ったので､そこで彼女の意見と私の

意見とを出し合いながら､｢[親友は]お互いに尊敬し合うべきだ｣という考えが出

てきた気がします｡

　別の対象者(N0.12)は､デートで､恋人との関係の危機を通して自分が考え悩んだこ

とが､イデオロギーの変化を引き起こしたと述べている｡

　　(デートの相手に何を求めるかは､どのように変わってきましたか)以前は､[何

もしなくても]相手に自分を理解してもらえるだろうと思っていたのですが､いろ

いろなことがあって､お互いに相手を理解しようとすることが大切だと思うように

なりました｡(どんなことがきっかけでしたか)彼とけんかをして､もう別れる､別

れないという時に､私が自分の[内面を]隠している､と彼に指摘をされた‥‥言

われた直後は混乱してしまい､｢そんなことはない｣というふうだったのですが､そ

れから1~2週間考えてみると､自分はやはり自分を抑えて相手に合わせようとし

ているところがあった‥.それから少しずつ意識して､今までは我慢していたこと

も表に出したりするようにした｡

　これに対して､低いレベルの対象者は､全員が関係の中で体験したことを分析したり､

検討することが乏しかった｡例えば､事例24は､デートにおいて次のように述べている｡

Figure　4-5　に､事例24のデートにおける関係性を図示した｡

　　(あなたがデートに関して従っている他のルールは何ですか)待ち合わせの時は､

私の方が先に行く｡それは彼の要望‥‥[彼は]｢女が先に来て待っているもんだ｣

という考えで‥‥[私も]それが普通だと｡それでもいいかなと思っている｡

　この対象者は､恋人の考えをそのまま受け入れており､それに対する評価や意味づけを

行っていなかった｡したがって､Figure　4･5　では､安定して高いレベルの対象者で見られ

た自己の視点および自己の視点の深化と拡張(いずれも破線で描かれた四角)の中身を空

白にした｡

　このように､相手との関係の中で起こる出来事に対してほとんど評価や意味づけをしな

い傾向は､次のような反応例からも分かる｡ある対象者(N0.7)は､友情に関する自分
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Figure　4-5　事例24のデートにおける関係性

の考え方は､｢最近[親友と]よくそういう話しをしているから､そう思っただけ｣であ

ると報告している｡別の対象者(N0.15)は､デートの最中に恋人が不機嫌だったという

エピソードをあげ､｢そういう時むかつくじやないですか‥.[だから]デートの時には気

持ちよく過ごしたい｣というアイディアが形成されたと述べている｡これらの反応は､特

定の事態や状況から､いわぱ“即物的"に自分の意見や考え方が引き出されるプロセスを

意味すると見ることができる｡

3.プロセスの進展を規定する要因:親子関係の質に着目して

　これまでの結果から､安定して高いレベルの個人は､両親から新しい他者へと関係性を

再構築することと､関係の評価と意味づけを行うことが示された｡これら2つの特微は､

アイデンティティ形成のプロセスを前に進める力を意味している｡安定して低いレベルの

個人には見られなかったこの特徴が何に起因するのかを検討するために､対象者の親子関

係の質に着目したところ､次のような興味深い違いが見いだされた｡

　高いレベルの対象者は全員が､いずれかの領域において､両親との葛藤を体験し､何ら

かの形でそれを解決していた(あるいは解決を試みていた)｡ここで見られた葛藤とは､

両親との間で起こる日常的な小さな食い違いであり､各領域における人生の選択やイデオ

ロギーの決定と直接的に結びつく､すなわちレベル5および6に評定される内容ではない｡

しかし､小さな食い違いであるにもかかわらず､これらの対象者はそれらに対処していた｡
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　一方､低いレベルの対象者の5名中1名は､いずれかの領域において両親との葛藤を体

験したが､それを解決していなかった｡他の4名は､いずれの領域においても両親との間

で葛藤を体験していなかった｡

安定して高いレベルの対象者

　まず､高いレベルの対象者の5名について､両親との葛藤を体験し､それを解決してい

る(あるいは解決を試みている)様子を提示する｡5名中4名(No.8､12､21､26)は､

両親に自分の意見を明確に伝えて､解決に向けて交渉を行っていた｡残る1名(N0.11)

は､両親とは直接的に話し合わないが､自分なりの両親への対処法を考え出して､実践し

ていた｡　Table　4.3　は､安定して高いレベルの対象者における親子関係の質をあらわす反

応例を示したものである｡

事例8　この対象者は､職業､友情､デートの3つの領域で葛藤とその解決を報告した｡

このうち職業において､両親(とくに母親)は､この対象者の将来の職業を方向付ける重

要な機能を果たしていたが(本節｢2.自己の視点の深化と拡張｣の反応例を参照)､他

方で､｢表面的には『好きなことをやれぱいい』と言ってくれるんですけど‥.不安定で

不確実な仕事だと思っているみたい｣というように､その職業に対する不安も表明してい

た｡これに対して､彼女は､両親に自分の考えを伝えていた(例1)｡このように､両親

に自分の考えを伝えることによって､両親も彼女の考えを理解し､援助するという関係を

築いていた｡

事例11　この対象者は､デートにおいて母親との葛藤が見られ､それに対する対処のし

かたについて報告した｡母親は､彼女が特定の異性と交際することを好まず､高校時代に

初めてデートをした時に反対したことがあった｡それ以来､異性との交際に関する話題や

出来事については､｢[母親から]先に牽制されている｣状態が続いている｡とくに､大学

に人り下宿を始めてからは､母親の心配は一層高まっていた｡そのため､この対象者は､

デートをする際には､母親が｢過剰反応しないように､私の方が淡泊に｣状況を報告した

り､受け流すような対処のしかたをとっている(例5)｡

　このやり方は､交渉のように直接的なやりとりではないが､間接的に母親の理解をうな

がし､対立を表面化させないという彼女なりの方略と理解できる｡また､母親も対象者の

間接的な表現に応答しており､両者の間にいわぱ暗黙のコミュニケーションのルールが成

立している｡
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Table　4.3　安定して高いレベルの対象者における親子関係の質(N=5)
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葛藤および

決の有無

各対象者の反応例

葛藤を体験し､

交渉によって

決している

･[親の]期待に沿えないのは悪いと思うんですけど､そこで期待に沿

うのもよいとは思えないので‥‥[親に]『私はこう思っている』と

　いうことを言ったら､[親は]反対はせず､『そうか､それなら頑張っ

　て』という感じです｡言わなければ自分の気持ちは通じなくて､通じ

　なければ実行に移せないだろうし､黙ったまま自分だけの暗黙の了解

　[で進路選択を進める]っていうのも嫌です｡それで､｢親の期待す

　るのとはちょっと違うんだよ｣ということを率直に伝えたいと思うの

　で､｢私はこう思う｣ということを[親に]言うんです｡(例1,N0.　8,　職

　業)

私は[教師に]なりたい気持ちもない‥‥ので､一応3年生の前半

までは教職も取れるような授業を時間割を組んでいたんですけど､最

　近､最終的に‥.よく考えて､自分で決めて‥.父親に話しました｡

　どうして教職を取らないかというのを､学科の専門の勉強がすごく忙

　しいし､教員免許を取ったとしても現実的に採用されることはほとん

　どないという理由を言って｡(例2,N0.　12,　職業)

[両親は]｢高校時代の友達は志や理想が高い子ばかりで､それに刺激

を受けていろいろ学んでいたのに､今の大学の友達は‥‥俗っぽく

　なってしまった｣と言うんですよ‥‥[それで私は両親に]｢俗っぽ

　くなったというよりは､昔は[私は]すごい強迫的で完ぺき主義傾向

　だったのが､少し治ってきたくらいなんだ､それは今の大学の友人が

　そうしてくれたんだと私は思っている｣という形で､話をしているん

　です｡(例3,N0,　21,　友情)

最近は[父親と]話す機会を持てるようになったので‥.｢家事をし

て｣とまでは言わないけど､例えば[母親に対する]感謝の気持ちを

　[あらわすように言ったり]‥.｢もうすぐ結婚25周年になるんだっ

　たら､その時に大きいことをしてよ､私も協力するから｣っていうこ

　とを言います｡

　(例4,N0.　26,　性役割)

葛藤を体験し､

交渉とは異なる

処法を実践し

いる

･この前も､何かの拍子に‥.母が｢彼ができたら家に連れてきなさい

よ｣なんて言うんで､[母は]そんな話をする人じゃないので､どう

　して[私に恋人がいることが]ぱれたのかと思って､[私は]｢いやあ､

　万が一いたとしても大学在学中は連れてこないでしょう｣って言った

　ら､[母は]｢あらっ､分かっているじゃないの｣って言ったんです｡

　ああ､やっぱりそういうことか[分かっているのか]という感じ｡(例

　5,N0.11,デート)

注 表中の反応例は､対象者全員について､それぞれの特微を最も典型的に示す領域を選択

して示した｡反応例の中の｢.‥｣(ピリオド3つ)は文中の部分省略､｢‥‥｣

(ピリオド4つ)は文全体を1つ以上省略､[　　]内は筆者による補足を示す｡
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事例12この対象者は､職業､友情､デートの3つの領域で葛藤とその解決を報告した｡

このうち職業では､父親から､彼女自身がが関心を持つ職種とはまったく異なる職種であ

る教員免許を取るように言われたが､それに対して自分の考えを理由とともに説明した(例

2)｡こうした具体的な説明をした結果､父親は､｢それならそれでいい｣と納得し､解決

に至った｡

事例21　この対象者は､友情において葛藤とその解決を報告した｡両親は､彼女の高校

時代の友達と比較して､大学での友達を快く思っていなかった｡そこで､彼女は､両親に

対して自分の考えを説明した(例3)｡この説明に対して､両親は十分に納得していると

はいえないが､理解は示していた｡

事例26　この対象者は､友情と性役割において葛藤とその解決を報告した｡このうち性

役割では､自分自身のイデオロギーを決定することに直接的に影響を与える程ではなかっ

たが､父親が家庭のために何もしないことに不満を感じることがあると報告している｡彼

女は最近になって､そのことを父親に伝えるようにしている(例4)｡このように自分の

考えを父親に伝えたことによって､実際に父親の家庭での行動に大きな変化が見られたこ

とはないようであったが､父親も｢旅行に行こうか｣と言うなど､彼女の提案に言語的に

は応えていた｡

　以上のように､高いレベルの対象者は共通して､両親との間の日常的な葛藤を体験し､

そこで自分の意見を表明し､両親と交渉するなどしながら解決をしていた｡これらの葛藤

は､人生の重要な選択の決定には必ずしも直接的に結びついてはいなかったが､人生に関

する重要な意思決定に専念するために､周辺的な問題を1つ1つ片づけているように見え

た｡

安定して低いレベルの対象者

　次に､低いレベルの対象者5名について､1名(N0.15)が､両親との葛藤を体験した

が､それを解決していない様子を､残る4名(N0.7､9､20､24)が､両親との葛藤を体

験していない様子を提示する｡　Table　4-4　は､安定して低いレベルの対象者における親子

関係の質をあらわす反応例を示したものである｡

事例7　この対象者は､すべての領域で両親との葛藤を体験していなかった｡このうち

職業では､この対象者は､｢あまりこれになりたいとか､仕事をしたいという感じではな

い｣と､自己の視点は明確ではなかった｡また､両親が彼女の職業選択に対して何も期待
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していないと認識しており､そのために葛藤が起きないことが報告された(例1)｡彼女

自身も､両親に自分の将来の計画について話すことはほとんどなく､｢[親に]聞かれるこ

ともないし､別に親にいちいち話すことでもない｣と考えていた｡

事例9　この対象者も､すべての領域で両親との葛藤を体験していなかった｡彼女の場

合は､どの領域で起こる出来事に対しても､両親と同じ考え方を持つ､あるいは初めは両

親と異なる考え方であっても､次第に両親と同じ方向に変化していくという特徴を示した

　(例2)｡自己の視点が両親の視点と類似しているため､葛藤が起こる素地がなかったと

いえる｡

Table　4-4　安定して低いレベルの対象者における親子関係の質(N=5)

葛藤および

決の有無

各対象者の反応例

葛藤を体験して

ない

･(あなたの親は､あなたについてどのように期待していらっしゃるようで

すか)全然ないです...親子だけど､親は親だし子は子で､｢あんたは

　あんたで好きにすれば｣っていう感じがあるから｡(例1,N0.　7,　職業)

(ご両親は､今まであなたがデートした相手にがっかりしたことがありま

すか)あります｡前の彼について‥..(この意見の食い違いは何らか

　の方法で解決されましたか)別れました‥‥｢あの人は[あなたには]

　合わない｣っていう親の意見で.‥.[私も]あまりいい子じゃないと

　思ったし‥.親と一緒になって｢そう､そう｣って｡(例2,N0.　9,　デー

　ト)

(あなたの親は､あなたについてどのように期待していらっしゃるようで

すか)何も期待はしていないです....全然何をしてほしいとかはない

　です｡(それに対してあなたはどう感じていますか)別に何も｡変に期待

　されても[困る]｡自分のことだから自分のやりたいように[したい]｡

　　(例3,N0.　20,　職業)

(あなたの親は､あなたについてどのように期待していらっしゃるようで

すか)どうだろう‥..[両親の言うことは]別に､意見として聞いて

おこうって､それぐらいにしか思っていないです｡(例4,N0.　24,　職業)

葛藤を体験した

､解決してい

い

･その時は､自分も[いじめを]やってはいけないと分かっているわけです

が､その友達と一緒にやらないとこちらも危ないというのがあるじやない

　ですか...そういうことを[母親に]うまく説明できないというか説明

　したくなくて､黙っていた‥‥[私は]あまり自分の考えていること

　を親に言ったりしないんですよ､基本的に｡(例5,N0.　15,　友情)

注 表中の反応例は､対象者全員について

して示した｡反応例の中の｢‥.｣

　それぞれの特微を最も典型的に示す領域を選択

(ピリオド3つ)は文中の部分省略､｢‥‥｣

(ピリオド4つ)は文全体を1つ以上省略､[　　]内は筆者による補足を示す｡
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事例15　この対象者は､友情において母親との葛藤が見られた｡これは､小学校時代の

エピソードで､彼女がいじめをするグループと付き合っていた時に､母親が激怒したこと

があった｡これに対して彼女は､黙っており､葛藤を解決するには至らなかった(例5)｡

これは青年期以前の出来事であるが､この反応例の最後の部分から分かるように､親に自

分の考えを言わないという彼女の特微は､この調査時点でも続いていたと見ることができ

る｡

　彼女は､友情以外の領域では､両親との葛藤は体験していなかった｡それらの領域でも､

親に自分の考えを伝えないという特微が見られ､例えぱ､職業では｢[両親に]将来のこ

とをちやんと話したことはないので､[何を期待されているか]ちょっと分かんない｣と

述べていた｡この特微について注目された別のことがらは､その後､Time　3　で就職が決

まった時に両親に反対され､彼女が非常に混乱したことである(第3章Table　3･5　の例1

を参照)｡初めて両親の期待に直面した時の衝撃がきわめて大きかったことからも､自分

の考えを伝えない親子のコミュニケーションが定着していたことが確認できる｡

事例20　この対象者は､すべての領域で両親との葛藤を体験していなかった｡いずれの

領域においても､両親が自分に何も期待していないという認識を明確に表明した(例3)｡

この反応例から分かるように､事例7と同様に､対象者自身も両親が自分に何を期待して

いるかということについて､関心を持っていないようであった｡

事例24　この対象者も､すべての領域で両親との葛藤を体験していなかった｡これまで

述べてきた事例7､事例20と同様に､両親が自分に何も期待していないという認識や､

彼女自身もそうした期待に対してとくに関心がないことを報告している(例4)｡

　以上のことから､低いレベルの対象者に共通するのは､両親の視点を認識しなかったり､

両親の視点に関心がない､あるいは両親の視点と自己の視点が同じであったり､お互いに

意見を表明しないために､自己の視点と両親の視点がどのように異なるのかを検討する機

会がないことであった｡すなわち､両親の視点との関連で自己の視点を練り上げることが

できない様子が示された｡
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第4節　考察

1.白己の視点の出現

　本章の目的は､安定して高い関係性のレベルの個人と低い関係性のレベルの個人を比較

し､アイデンティティ形成の基盤を明らかにすることであった｡そのために､まず､対象

者にとって重要な関係の文脈に焦点を合わせて､アイデンティティを形成する契機､すな

わち自己の視点が出現する契機を検討した｡

　その結果､高いレベルと低いレベルの個人にほぼ共通して､自己の視点が出現する契機

は､両親､友人､恋人といった他者との関係の中にあることが見いだされた｡具体的に､

職業と性役割では両親との関係が､友情とデートではそれぞれ同性の友人と恋人との関係

が､自己の視点を導き出すきっかけとなっていた｡

　その後のアイデンティティ形成のプロセスが異なるにせよ､アイデンティティ形成の出

発点において､高いレベルと低いレベルの個人に共通した特微が見いだされたことは､注

目に値する｡この結果は､アイデンティティは重要な他者との関係の文脈からあらわれる

という､アイデンティティ研究者たちの最近の主張(Archer,1993りosselson,1994;　Kroger,

1989)を支持する｡これまで､Marcia法によってアイデンティティを測定する研究の多

くは､“自己"の欲求や関心がどのようなものであり､それがどのようなプロセスで職業

やイデオロギーという実体として結実するのかをとらえようとしてきた(女子青年につい

ては､例えぱHodgson&Fischer,1979;　Marcia&Friedman,1970;　Waterman　&Nevid,1977)｡

しかし､自己の視点の出現に関する本章の結果は､この“自己"の視点そのものが“他者"

の視点と不可分なものであることを示唆する｡また､このような特微が､他者との関係の

問題があらかじめ含まれている対人関係領域(友情､デート､性役割)だけではなく､個

人内領域である職業においても見いだされたことは､どのような領域であっても､アイデ

ンティティ形成には他者との関係の問題が重要な役割を果たすことを意味する｡

2.自己の視点の深化と拡張

　次に､その後のプロセスの進展､すなわち自己の視点の深化と拡張について検討した｡

その結果､アイデンティティ形成の出発点において､高いレベルと低いレベルの個人に大

きな相違は見られなかったが､その後の自己の視点の深化と拡張のプロセスにおいては､
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重要な相違が示された｡

　職業と性役割では､高いレベルの対象者は､両親との関係の中で現れた自己の視点を､

両親以外の他者との関係の中で拡張していたが､低いレベルの対象者は､自己の視点の拡

張のために両親以外の他者を積極的に利用していなかった｡このように､高いレベルの対

象者においては､両親から新しい他者へと関係性を再構築するプロセスが展開されること

が示された｡

　女子青年においては､家族､特に母親とのつながりを起源とする関係性の圈外へ､自分

自身をいつどのような形で分離させるかということが､アイデンティティの特微を規定す

る重要な要因であると言われている(Josselson,1987)｡そうであるならば､高いレベルの

個人が示したように､両親から新しい他者へと関係性を再構築することは､女子青年のア

イデンティティ形成の中心的なプロセスを意味するといえる｡

　ここで重要なことは､これらの対象者は､これまでの人生で取り入れてきた両親の視点

から離れても､決して孤立しないということである｡新しい他者を見つけ利用することが

できるのである｡Kroger(1993)は､アイデンティティの形成が､これまでの人生の中で

取り入れてきた家族の視点から離れ､自分自身の興味や才能を表現できるようになること

と並行して進むことを示した｡そして､家族の視点から分離し､新しい自分の視点を持つ

までの間には､古い視点と新しい視点とを橋渡しする第三者が､非常に効果的な役割を果

たすことを見いだした｡高いレベルの個人のアイデンティティ形成において､新しい他者

は､それまでの古い視点と青年期後期に獲得した新しい視点とを橋渡しする他者として､

重要な役割を果たしているといえよう｡

　友情とデートでは､高いレベルの対象者は､友人や恋人との間で起こったさまざまな体

験を評価したり意味づけていたが､低いレベルの対象者は､このような特徴を示さなかっ

た｡

　第3章でも指摘したように､自己認識の発達にとって､他者との関わりの中で起こった

ことを分析したり検討することは重要である(守屋,1982)｡高いレベルの対象者が行っ

ていた評価や意味づけは､他者の視点をあらためて認識し､それとの関連で自己の視点を

洗練する作業であるといえる｡これは､職業や性役割のように他者の範囲が広がることと

は異なるが､友人や恋人という同じ相手との間で､自己と他者の新しいバランスを構築す

るプロセスと見ることができる｡

　評価や意味づけを行う前提として､高いレベルの対象者は､関係の中で起こった出来事
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を､重要な問題としてとらえる能力を持っていたと考えられる｡例えぱ､友人や恋人との

関係をめぐる種々のことがらを取り上げて議論をしたり､関係の変化に対して無視をする

のではなく対応をしようとしていた｡アイデンティティの発達においては､ある出来事を

“危機"として認知することや､その時に新しい知識と自分の持つ既存の知識との“ずれ"

を認識することが重要な意味を持つと指摘されており(Kroger,1993;岡本,1985;

Whilbourne,1986)､本章の結果は､これらの指摘と一致するといえる｡

　以上のように､白己の視点の深化と拡張に関する結果からは､アイデンティティ形成の

プロセスを促進するためには､両親から新しい他者へと関係性を再構築すること､関係の

中で起こったことを評価し意味づけることの2つの力が重要であることが示された｡こう

した特徴を示す高いレベルの個人においては､Kroger(1989)が指摘した自己と他者のバ

ランスを再構築するプロセスが､成功裏に展開されたといえるであろう｡

3.プロセスの進展を規定する要因

　最後に､最も重要な問題として､安定して低いレベルの個人には見られなかった2つの

力が何に起因するのかを明らかにするために､対象者の親子関係の質に着目した検討を

行った｡その結果､安定して高いレベルの個人は低いレベルの個人とは異なり､両親との

日常的な葛藤を体験し､それを解決していることが見いだされた｡

　高いレベルと低いレベルの対象者の親子関係の質を詳細に比較したことによって､アイ

デンティティ形成に対する重要な文脈として親子関係が存在することが確認されたといえ

る｡この結果は､アイデンティティ形成において家族関係の質が果たす役割を強調した

Grotevantら(Grolevanl,1987;　Grolevant&Cooper,1985,1986)やKroger(2000)の指摘を

支持する｡

　高いレベルの対象者が示した両親との間の視点の食い違いと解決のあり方は､青年期後

期までに家族の中で繰り返されてきた関係のパターンのあらわれであると推測される｡家

族における葛藤とそれをめぐる交渉の経験は､青年が､自分とは異なる視点があることを

知ったり､それについて考えたり､それを自己の視点と統合することを学ぶ重要な機会で

ある(Grolevanl,1987;　Grolevanl　&Cooper,1985,1986)｡したがって､葛藤と交渉を日常的

に積み重ねている高いレベルの対象者は､他者の視点を考慮しながら､自己の独自な視点

を明確にするというアイデンティティ形成のプロセスを､スムースに進めることができる｡
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しかも､家族における交渉の経験は､両親との関係を超えて､仲間との関係にも波及する

ことが指摘されているので(Grolevant&Cooper,1998)､友人や恋人との関係性が中心と

なる友情とデートにおけるアイデンティティ形成にも意味を持つといえる｡

　家族における葛藤は､男性よりも女性の自我の発達において重要な役割を果たすことを

示唆する研究がある(Skoe,1998;　von　der　Lippe,　1998参照)｡例えぱ､アイデンティティ

や道徳性が発達している女性の中には､重要な他者との関係の崩壊や苦痛に満ちた葛藤を

体験した者が少なくないことが報告されている(Josse】son,1987;　Skoe　&Marcia,1991)｡

　第1章で述べたように､女子青年のアイデンティティ形成においては､男子以上に愛着

や親和が重要であることを考慮すれぱ(例えぱGmigan,1982/1986;　Josselson,　1973;

Thorbecke&Grolevanl,1982)､最も身近な他者である両親との間で起こる困難な出来事が､

女子青年にとって重要な意味を持つことは十分に推測される｡親子関係における危機に対

して､女子は男子よりも深刻に受け止めて対応するであろう｡また､女子は男子よりも関

係に深く関与しているだけに､それがうまくいかなくなった時に自分の内面を振り返った

り､自分が本当に求めているものに気づかされることも多い(Josselson,1996)｡それらの

経験が､アイデンティティ形成をうながす力をはぐくむと考えられる｡

　ここであらためて注目すべきことは､高いレベルの対象者の5名のうち4名が､葛藤を

解決する際に用いた交渉という方略である｡交渉による解決とは､片方だけが我慢したり､

一方が他方に解決を押しつけるのではなく､お互いが相手の視点を理解すると同時に自分

の視点を主張し､ぶつかりあいながら意思決定を行うことを意味する｡

　ところが､日本では一般に､他者に対する自己主張や他者と対等にわたりあう交渉は､

男性の特微であり､女性には不要であると考えられてきた(渡遵,1995)｡その背景には､

女性に対して集団での和や配慮を求めるという､伝統的な強い性役割期待がある｡

　実際､わが国では女子において､幼児期からすでに行動や認知面の著しい自己抑制が見

られる(柏木,1997参照)｡欧米でも行動や感情の抑制は女子に多く見られるが､日本の

子どもでは性差の見られる領域と程度が諸外国以上に大きい｡成人期においても､日常生

活の中で否定的感情が生起した時に､男性に比べて女性は､相手や状況を変化させるので

はなく､それらに自分を適合させることによって解決することが多いという報告がある(守

屋,1997)｡

　上記のような社会･文化的状況を踏まえると､日本の女性のアイデンティティは多分に､

社会が女性に求める従順､円満､調和といった役割を強調する関係によって特微づけられ
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てきたのではないだろうか｡この関係は､自分を抑えて他者からの期待を受け入れるとい

う意味で､非対等なものである(守屋,1997)｡しかし､女性が自らの生き方を選択する

ことが可能になった現代においては､対等な関係の中で､他者からの期待と自己の欲求や

関心との間のバランスをとることがより重要になるであろう｡

　高いレベルの対象者の親子関係は､対等な関係を学ぶ場となっているという点で､こう

した新しいあり方を示唆しているのかもしれない｡これらの対象者が葛藤を体験するのは､

彼女らが自分の欲求や関心を両親に伝えると同時に､両親が子どものアイデンティティの

諸領域に立ち入って意見や考えを述べているからである｡また､自分の意見や考えを両親

に対して伝えることができるのは､自分たちの力であると同時に､両親がそれらを受け止

めているからである｡これからの女子青年のアイデンティティ形成においては､自己主張

や交渉の能力を育てる家族コミュニケーションの有無が､ひとつの鍵になることを示唆す

る結果である｡

　全体をまとめると､関係性のレベルについて安定した軌跡を示す個人においては､青年

期後期までの親子関係の経験によって発達した自己と他者の視点を認識する能力が､アイ

デンティティ形成の重要な基盤をなしていると考えられる｡そして､その能力は､青年期

全体にわたって意味を持ち続ける｡これらの対象者にとっては､第3章で見いだされた関

係性のレベルの変化に関わる要因､すなわち大学生活に密着した現実的なイベント(例え

ば､就職活動･職業決定､友人･恋人との関係の変化)は､関係性を大きく変化させるこ

とはないようである｡このことは､青年期に達するまでに育った環境が､青年期発達にお

ける安定して適応的なパターンと不適応なパターンを説明する有力な要因であるという

Compas　et　al.　(1995)の知見が､関係性の観点から見たアイデンティティ形成についても

あてはまることを意味する｡
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第5章　個人の変化プロセスの検討(2)

　　　重要な変化を示す個人について

第1節　問題と目的

曝
轡

　第4章では､安定した軌跡を示す個人に着目し､青年期後期までの親子関係の経験によっ

て得た自己と他者の視点を認識する能力が､アイデンティティ形成の重要な基盤となって

いることを見いだした｡これは､関係性のレベルの変化パターンを説明する重要な要因の

ひとつであるが､次のような問題点が残る｡すなわち､安定した軌跡を示す個人の親子関

係の質は､青年期後期までにほぼできあがっているため､3つの調査時点にわたる変化の

プロセスを説明する要因に関する情報はあまり含まれていないということである｡

　これに対して､変動する軌跡､とりわけ重要な変化を示す軌跡には､青年期における発

達のパターンを説明する個人的･文脈的要因に関する情報が多く含まれている(ComPas　et

al･,1995;久世,1995参照)｡実際､Compas　et　al.は､青年期における攻撃性､反社会的行

動､抑うつに関する実証研究を概観し､環境の劇的な変化や生物的変化によって発達に下

降が見られたり､重要なライフイベントによる回復が見られたりすることを確認している｡

そこで､本章では､重要な変化を示す個人に着目して､何が関係性のレベルの変化を促進

するのかを明らかにする｡とくに､第3章で､関係性のレベルの変化の全体的な傾向とし

て､高いレベル(レベル4~6)への移行が顕著に見られたので､自己と他者の視点を認

識し､積極的に両者のバランスをとるレベル4､5､6に到達した対象者を取り上げる｡

　本章では､具体的に次の2点を検討する｡

　第1に､親子関係の質がアイデンティティ形成の重要な基盤であるという第4章の知見

を踏まえて､重要な変化を示す個人においては､どのような親子関係の質が見られるのか､

また､それは安定した軌跡を示す個人の特徴とどのように異なるのかを明らかにする｡こ

れによって､青年期後期までにどのような親子関係の文脈を経験してきたことが､レベル

4､5､6への移行の基盤となっているのかを理解することが期待できる｡

　第2に､本章の中心的な課題として､レベル4､5､6への移行を説明する個人的･文

脈的要因を明らかにする｡ここで､アイデンティティ形成における移行の問題を検討する
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ために､どのような理論的枠組みを用いるか問題となる｡

　アイデンティティ形成における移行のメカニズムの解明は､最近のアイデンティティ研

究の重要な問いのひとつである｡いくつかの先行研究がこの問題に取り組んでいる

　(Kerpelman&Lamke,1997;　Kerpelman　et　al.,1997;　Kerpelman　&Smith,1999;　Kroger,　1993;

SlePhen　et　al･,　1992;　Whitbourne,　1986)｡このうち､先駆者であるWhitbourneは､Piagel理

論を取り入れた｢アイデンティティ･プロセス･モデル｣を提出している｡彼女によれば､

アイデンティティは､同化と調節のプロセスを通して発達する｡同化とは､新しい経験を

既存のアイデンティティの枠組みによって解釈し､アイデンティティを維持することで､

調節とは､新しい経験を既存のアイデンティティの枠組みでは解釈しきれず､アイデンティ

ティが変化することである｡また､後者の状況で引き起こされる適度なレベルの認知的な

葛藤が､アイデンティティの発達に大きな役割を果たすという点は､他の先行研究にも共

通して支持されている｡

　しかし､本研究で関係性のレベルの変化を検討する際に､これらの先行研究には問題が

ある｡それは､これらの研究は､主として成人期におけるアイデンティティの再構成に関

心を持つことである(Kroger,1993;　Stephen　et　al,　1992;　Whitbourne,　1986)｡そのため､青

年期におけるアイデンティティ形成の特徴をとくに考慮していない｡また､青年期を対象

とした研究であっても､対話の中で展開される時間的に短いスパンでのアイデンティティ

の変化を検討していることである(Kerpelman&Lamke,1997;　Kerpelman　et　al.,1997;

KerPelman&Smilh,1999)｡本研究では､対象者のおよそ2年間の日常生活の中で起こる

変化を検討しているので､これらの研究のモデルをそのまま用いることはできない｡した

がって､これらの先行研究の枠組みを部分的に参考にしつつも､より包括的に使用できる

適切な枠組みが必要となる｡

　本章における変化のプロセスの検討には､Fischer(1980)の認知発達のモデル(ダイナ

ミック･スキル･アプローチ)を用いる｡第2章でも述べたように､Fischerのモデルは､

表象の発達を強調しており､社会的認知発達のレベルを組み込んだ関係性のレベルの発達

を検討するのに適していると考えられるからである｡また､青年期以降の認知発達に言及

する数少ないモデルのひとつであるという点でも､青年期を対象とする本研究の枠組みと

して適している｡

　Fischerのモデルを用いる別の理由は､Fischerは最近､何が表象の発達を促進するかと

いう移行のメカニズムに関心を示していることである(Mascolo&Fischer,1999)｡　Mascolo



第5章　個人の変化プロセスの検討(2)　83

&Fischerは､表象の発達は､生物学的な成熟や､子ども自身の積極的な思考と意味づけ

の行為によって起こるが､それだけでは説明できず､子どもが社会的相互作用に参加する

ことによって促進されると指摘している｡こうした社会的相互作用を重視する考え方は､

自己と他者の関係の問題と密接に関わるので､関係性の変化の詳細なプロセスを検討する

有力な枠組みとなると思われる｡

　第1章でも述べたように､最近の青年期発達研究では､社会的文脈への関心が高まって

いる｡この立場のひとつであるLernerら(Lerner,1996;　Lerner&Lerner,1999)は､青年

期の発達は;生物学的レベルから社会文化的レベルまでの､さまざまなレベルの文脈の相

互作用の中で起こると考える｡また､アイデンティティの発達については､Swann(1987)

が､異なる目的を持った個人が社会的相互作用に参入することにより､お互いのアイデン

ティティが練り上げられていくという｢アイデンティティ･ネゴシエーション｣(idenlily

negotiation)の考え方を提出している｡　Fischerの社会的相互作用への関心は､これらの青

年期発達研究の動向とも共通している｡

　ここで､Fischer(1980)の認知発達のモデルを簡単に説明する｡　Fischerは､特定の諜

題領域において行動､思考､感情を制御する個人の能力を｢スキル｣(skm)と呼ぶ｡ス

キルは､反射､感覚運動行為､表象､抽象という4つの発達段階を経て発達し､各段階は

さらに4つのレベル､すなわち｢セット｣(sels)､｢マッピング｣(mappings)､｢システム｣

　(syslems)､｢システムのシステム｣(systems　of　syslems)からなる｡Table　5･1は､スキル

の発達のレベルを示したものである｡

　このうち､表象の発達の累積である抽象は､形式的操作以上の思考を基盤とするスキル

である｡第2章でも述べたように､抽象とは､事物､出来事､ひとなどを特徴づける目に

見えない属性を抽象化したものなので､自分についての意識とその内容に関する概念であ

るアイデンティティは､抽象の段階の問題であるといえる｡実際､Fischerは､抽象の発

達の例として､アイデンティティ､道徳判断､政治的概念などをあげている｡
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Table　5-1　スキル発達のレベル(Mascolo&Fischer,1999を一部改変)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　段　階

レベル

Rfl:

反射セット

Rf2:

反射マッピング

Rf3:

反射システム

Rf4/S1:

反射システムのシ

ステム/感覚運動
セット

S2:

感覚運動マッピン

グ

S3:

感覚運動システム

S4/RP1:

感覚運動システム

のシステム/表象

セット

RP2:

表象マッピング

Rp3:

表象システム

RP4/Ab1　:

表象システムのシ
ステム/抽象セッ

ト

Ab2:

抽象マッピング

Ab3:

抽象システム

Ab4:

抽象システムのシ

ステム/原理

注

　反射

(Renex)

[ハ

O｢ ㈲
列
碩
杖
｡
玖

　感覚運動

(Sensorimolor)
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｡
M
吼　
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　　　表象
(Represenlational)
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ひ
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を夕

　
`
介
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`

び
　
F
　
　
限
χ

り
-
ド

　抽象
(Abstract)

[Y-Z]

[YトZU]

C
D
　
　
C
　
D

匯
に
μ

C
D
　
　
C
　
D

Z
　
B

　
`
な
{
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年齢1

-

3-4週間

7-8週間

10-11週間

15-17週間

7-8ヵ月

11-13ヵ月

18-24ヵ月

3.5-4.5歳

6-7歳

10-12歳

14.16歳

19-20歳

24.25歳

び
　
F
　
　
限
　
χ

　
沢
　
7

[Ay

E
　
F
　
　
G
　
H

　
A
　
C

ら

`
介
y
`

表中の文宇について､標準は反射セット､太宇は感覚運動セット､斜体は表象セット､

筆記体は抽象セットを示す｡上付･下付の文宇は､下位セットを示す｡直線と矢印は､セッ
トやシステムの間の関係を示す｡[　　]内は､単一のスキルを示す｡

8　年齢については､欧米の中流階級の子どもを対象にした調査に基づいて､各レベルの
　　出現する時期を示した｡これらは文化や社会的階級によって異なるかもしれない｡
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　では､抽象の段階における発達のレベルを､本研究の関係性のレベルに適用すると､ど

のような発達の系列を仮定できるだろうか｡抽象の4つのレベルは､単一の抽象のみで構

築される｢抽象セット｣から､2つの抽象を扱う｢抽象マッピング｣､2つの抽象マッピ

ングを協応させた｢抽象システム｣を経て､2つの抽象システムの協応によって構築され

る｢抽象システムのシステム｣へと至る(Table　5-1　参照)｡関係性の観点から見ると､抽

象は､自己あるいは他者に関するさまざまな属性を抽象化したものと見ることができる｡

そうだとすれぱ､自己と他者の関係を認識しない(自己と他者の“関係"の表象がない)

低い関係性のレベル(レベル1~3)は､2つの抽象がまだ関係づけられていない｢抽象

マッピング｣以前のレベルに､一方､自己と他者の関係を認識する(自己と他者の“関係"

の表象がある)高い関係性のレベル(レベル4~6)は､2つの抽象を協応させた｢抽象

システム｣以降のレベルに相当すると考えることができるのではないだろうか｡このよう

に関係性のレベルと抽象のレベルを対応させたものを､Table　5.2　に示す｡

　本章では､この対応づけにしたがって､レベル4､5､6への移行のメカニズムを検討

することにする｡
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Table　5･2　Fischer　のモデルと対応づけた関係性のレベル
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レベル 図式 説明

レベル1

(RP4/Ab1)8

ベル2

(Ab2)

ベル3

(Ab2)

ベル4

(Ab3)

ベル5

(Ab3/4)

ベル6

Ab4)

(ミム)(三)
自己　　　　　　　他者

自己　　　　　　　他者

自己　　　　　　　他者

自己　　　　　　　他者

自己　　　　　　　他者

自己　　　　　　　他者

　自己　　‡　　他者

自己･他者の抽象セット
　自己と他者の視点を関係づけることは

　　ない｡

己･他者の抽象マッピング
　自己と他者の視点をほとんど関係づけ

　　ることができない｡

　他者の視点を自己の視点として一方的
　　にコピーしている｡

己･他者の抽象システム:

係の表象
　自己と他者の視点を協応させている｡

　　同一のシステム内でなら複数の関係の

　　表象を扱うことができる｡

　自己と他者の視点を協応させている｡

　　同一のシステム内では扱うことのでき
　　ない関係の表象があらわれている｡

己･他者の抽象システムのシステム:

係の表象のシステム
　異なるシステムにある関係の表象を協

　　応させることができる｡

a　これらの記号は､Fischerのモデルにおけるレベルを示す(Table　5-1　を参照)｡レベル2と3

　はともに｢Ab2｣に相当するが､マッピングのしかたに違いがある｡また､レベル5の｢Ab3/4｣
　はFischerのモデルにはない段階であるが､Ab3とAb4の中間として設定した｡
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第2節　方法

1.対象者

　対象者は､第3章と同一の女子青年31名のうち､次のような基準で選択されたのべ13

名であった｡調査は3つの時点で行われたので､低い関係性のレベルからレベル4､5､

6への移行をすべて示す対象者は現実にはありえない｡そのため､これらの3つのレベル

のいずれかへ移行した対象者を選択した｡具体的には､(a)Time　lからTime　2にかけて

いずれかの領域でレベル4へ上昇し､Time　3までそのレベルを維持した9名(N0.1､3､

5､6､17､18､28､29､32)､(b)Time　1からTime　2､Time　2からTime　3　にかけて､い

ずれかの領域でレベル5へ上昇した5名(N0.10､16､18､23､30)､(c)Time　l　からTime

2､Time　2　からTime　3　にかけて､いずれかの領域でレベル6へ上昇した3名(N0.3､28､

29)が選択された｡

　このうち(b)と(c)は､本来は(a)と同様に､Time　l　からTime　2　にかけてレベ

ル5､6へ移行し､Time　3　までそのレベルを維持した対象者を選択した方が特微が明確

になると思われたが､そのような対象者がいなかったので､この基準にした｡また､選択

された対象者のうち4名(N0.3､18､28､29)は､(a)~(c)の2つ以上の基準を満

たしていた｡なお､第4章で取り上げた安定して高いレベルを示す個人にも､上記の(b)

と(c)の特微を示す対象者がいたが､これらは除外した(N0.8､12)｡選択された対象

者の3つの調査時点にわたる評定値の変化については､全対象者の評定値の変化を示した

付録5を参照されたい｡

2.分析の手続き

　第1の目的については､第4章と同様にTime　1　の逐語録を用いて､4つの領域のすベ

てを概観しながら､各対象者の親子関係の質について特微を整理した｡そのうえで､対象

者に共通する特微を抽出した｡具体的には､第4章の結果と比較できるように､両親との

間で起こる日常的な食い違いを体験しているか､それを何らかの方法で解決しているか､

という点に焦点を合わせて分析した｡
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　第2の目的については､評定値に変化が見られた領域について､変化した調査時点の逐

語録を中心に､その前後の時点の逐語録も参照しながら､各対象者の特徴を質的に検討し

た｡そして､レベル4､5､6への移行にそれぞれ共通する特徴をまとめた｡検討の枠組

みとしては､主にFischerの表象の発達におけるメカニズム(Mascolo&Fischer,1999)を

用いた｡具体的には､次のような手続きで分析を進めた｡

　　(1)レベル4への移行については､このレベルヘの移行を示した9名を対象として､

白己と他者の抽象がどのように協応されて関係の表象(Fischerの用語では｢抽象システ

ム｣)が構築されるのかを記述した｡自己と他者の抽象が関係づけられない状態や､一方

向的な関係づけしかしない状態から､双方向的な関係づけがなされる状態へと変化する時

に示される特微に注目した｡

　　(2)レベル5への移行については､レベル5および6への移行を示した8名を分析の

対象とした｡レベル6へ移行した対象者も含めたのは､このレベルヘの移行の途上で､一

時的にレベル5の特微を示すと考えられるためである｡そして､既存の関係の表象では扱

うことのできない表象(異なる｢抽象システム｣)がどのようにしてあらわれるのかを記

述した｡その時に起こる認知的な葛藤に注目した｡

　　(3)レベル6への移行については､このレベルヘの移行を示した3名を対象として､

既存のシステムと異なるシステムの関係の表象を､どのようなしかたで協応するのかを記

述した｡第2章の予備面接と第3章で見いだされたように､レベル6における自己と他者

との相互調整の内容には､｢交渉｣と｢自己吟味｣がある｡それぞれの調整の契機や､具

体的な調整のプロセスに注目した｡

　なお､特微を記述したり考察する際には､Fischer以外の先行研究(例えぱKerpelman&

Lamke,1997;　Kroger,　1993;　Whitbourne,　1986)の知見を参考にすることもあった｡また､

いずれのレベルヘの移行についても､アイデンティティ形成の社会的文脈を重視する観点

から(例えばLerner,1996;　Mascolo　&Fischer,1999;　Swann,　1987)､個人のレベルだけでは

なく､文脈との相互作用のレベルで起こったことにも注意を払った｡ここでの相互作用と

は､主に身近な他者との相互作用を想定したが､必要に応じて社会･文化的文脈との相互

作用も視野に入れた｡
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第3節　結果

1.高いレベルヘの移行の基盤:親子関係の質に着目して

　レベル4､5､6への移行を示した対象者の親子関係の質については､次のような特徴

が見いだされた｡　Table　5.3　は､これらの対象者における親子関係の質をあらわす反応例

を示したものである｡

　これらの対象者のうち､いずれかの領域において､両親との葛藤を体験し､何らかの形

でそれを解決をしている個人は見られなかった｡彼女らに見られた特微は､両親との葛藤

を体験していないか､葛藤を体験したが解決していないかのどちらかであった｡しかし､

興味深いことに､両親との葛藤を体験していない場合でも､対象者は両親の期待を認識し､

あらかじめそれを考慮しながらアイデンティティ探求を行っていた(例1~3)｡これら

の対象者は､可能な範囲で両親の期待を取り入れているので､自己の欲求や関心を本質的

に損なうことなく探求を進めていたといえる｡

　両親との葛藤を体験したが､解決していない場合には､両親の意見や期待は明確に認識

されていた｡これは､大きく3つの内容に分類することができた｡第1は､親との対立を

回避する場合である(例4~7)｡これらの対象者は､自分の欲求や関心とは異なる両親

の意見や期待を認識しており､対立が表立たないようにあらかじめ自分の欲求や関心を表

明しない､あるいは対立する場面にならないように注意深くふるまっていた｡第2は､親

との葛藤が解決せず､物別れに終わる場合である(例8~11)｡これらの対象者において

は､両者が徹底的に話し合わなかったり､けんかになったために､解決に至らなかった｡

第3は､解決に向けた取り組みに親が応じないことが報告された場合である(例12､13)｡

親が対象者の主張を退けたり､両者の考えがあまりに異なったために､話し合いにならな

かった｡

　以上のことから､レベル4､5､6への移行を示した個人は全体として､両親の意見や

期待を認識するという体験をしてきていることが分かった｡
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Table　5-3　重要な変化を示す対象者における親子関係の質(N=13)
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葛藤および
決の有無

各対象者の反応例

葛藤を体験して
ない

【あらかじめ親の期待を考慮している】

[両親は私に]大きい会社に入ってほしいみたいで‥‥私もそういう
面を受け入れている部分があると思うんです｡(例1,N0.　10,　職業)

対立しているようで､私と父親はすごい似ているところがあって､父
親から抜け出ていないような気がする｡(例2,N0.　16,　職業)

私も自然と両親を気遣って‥.意見が食い違うというよりは､自分や
親の妥協点を含めながら自分の将来を考えたりしちやうんで､前もっ
　て｡直接衝突はしていないと思います｡(例3,N0.　29,　職業)

葛藤を体験した
､解決してい

い

【親との対決を回避する】

[大学の専攻を反対されて]ちょっとずるいやり方だったんですが‥.
親元を離れて‥‥私がこっちに来てから生活が全然違うから話をし

　なくなって｡(例4,N0.　1,　職業)

[付き合っている相手について親が]ひそひそと後ろの方で､｢あまり
よくないんじやないか｣って‥.それを聞いてから私は何も言わな

　いようにした｡(例5,N0.　17,　デート)

[高校時代に友人との付き合いを反対されて]すごい泣きわめいた‥.
で､結局言わないことにして｡もう二度と言うもんかって｡(例6,N0.
　23,友情)

今付き合っている人にいい印象を持っていないみたい‥‥私も何か
言われそうだと｢じやあね｣って避けて出ちやったりするから､と

　くに解決していない｡(例7,N0.　32,　デート)

【物別れに終わる】

[高校時代に恋人との付き合いを反対されて]解決はしてないです‥.
物別れです‥‥｢知らん､ほっといてよ｣って‥.もう面倒くさい

　んですよ｡(例8,N0.　5,　デート)

[高校時代に遅い時間に電話をしてくる友人を批判されて]反発して

いた部分もあったんですが､｢別にいいじやん｣みたいな感じで‥‥
　その場限りっていう感じ｡(例9,N0.　6,　友情)

[電話のかけ方の悪い友人を批判されて]解決､その時はしてないと
思います｡そのままけんかで終わってしまった‥‥でも感じるもの
　はあった｡(例10,N0.　28,　友情)

[中学時代に友人の常識のなさを指摘されて]けんかしたことはあり
ます‥‥そのけんかはすぐ収まっちやった‥.自然に普通に戻っ

　ちやった｡(例11,N0.　30,　友情)

【親が取り合わない】

[両親のやり方に対して]｢それは変だよ｣と言うんですけど､たいて
いは｢私たちがそれでいんだからいいじやない｣と片づけられてし

　まって‥‥　もうそのまま｡(例12,N0.　3,　性役割)

[職業について意見が合わないが]かわすだけ‥.お互いの論点が違

うから､どれだけ話しても意見が合わないというか､始まらないか

　ら｡(例13,N0.　18,　職業)

注 表中の反応例は､各対象者の特微を典型的に示す領域を選択して示した｡反応例の

中の｢‥.｣(ピリオド3つ)は文中の部分省略､｢‥‥｣(ピリオド4つ)は文全体を
1つ以上省略､[　　]内は筆者による補足を示す｡



第5章　個人の変化プロセスの検討(2)91

2.レベル4への移行:関係の表象の構築

意味づけ･気づきによる構集

　レベル4で自己と他者の視点の両方を認識することは､自己と他者の抽象が協応され､

関係の表象が構築されることを意味する｡この協応は､多くの場合､これまでも存在して

いたが認識していなかった他者との関係のあり方に対して､あらためて注意を向けて意味

づけたことにより､起こっていた｡このような協応のしかたは､9名中7名の対象者にお

いて見られた(N0.5,職業;N0.6,職業,友情;No.　17,　友情;No.　18,　職業;N0.28,デート;

N0.29,友情;No.　32,　友情)｡

　このうち､事例5の職業を見てみる｡Figure　5.1　に､この対象者の3つの調査時点にお

ける関係性を図示した｡彼女は､Time　1　で｢カウンセラーか矯正施設｣を考えていた｡

しかし､両親や友人と将来について話をすることはあっても､この選択肢に対して直接的

な｢影響はあまり受けていない｣と述べており､自己と他者の抽象は関連づけられていな

かった｡

　Time　2　で将来の職業を現実的に考える段階になると､心理学という専攻や自分の適性

を生かすことのできる職業として､公務員の心理職に対する関心が高まってきた｡ここで

興味深いのは､それと同時に､それまで具体的に認識されていなかった両親からの期待に

気づき始めたことである｡

　その方向に固まってきたのは､親が公務員になってほしいっていうのは前から‥.

暗に匂わされていたという気がするので､それを考慮せざるを得ない感じだったし‥‥

安定した職に就いてほしいというオーラが漂ってくるんですよ｡

　Time　l　では両親の期待についてまったく報告しなかったにもかかわらず､｢前から‥.

暗に匂わされていた｣と表現していることから､すでに両親の期待は存在しており､それ

がTime　2　で顕わになったと推測される｡そして､自分の関心に両親の期待を協応させる

ことによって､将来の方向が定まった｡ただし､この対象者にとって両親の期待を認識し

考慮することは､必ずしも喜ぱしいことではなく､｢自分の意志で決めてはいるのですが､

親の意志に誘導されているのか｣と思うと｢悔しい｣と述べている｡しかし､情緒的には

苦しみながらにせよ､自己の視点と両親の視点とを協応させることはできている｡
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　｢親が公務員になってほしいというのは前から

暗に匂わされていたので､考慮せざるを得ない｣

｢これまで私は､親にとって恥ずかし
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Figure　5-1 事例5の職業における関係性
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第5章　個人の変化プロセスの検討(2)93

　Time　3　では､同一のシステム内で､両親以外にも複数の他者との関係性を構築した｡

国家公務員と地方公務員の両方に合格したために最終的な決断に悩み､友達と先生に相談

し､それぞれの職業についての考え方を聞いて国家公務員に決定した｡これは､両親の｢自

分たちの側にいてほしい｣という期待に｢あえて反対｣方向の選択で応えることでもあっ

た｡

　認識していなかった他者との関係のあり方をあらためて意味づける様子を､別の対象者

　(N0.6)は友情で次のように表現していた｡この対象者は､Time　2　で､大学の授業で友

人関係について学んだことを契機として､友情の問題についてはっきりと認識するように

なった｡

　　[友情についての自分の考えは]前の[調査の]時にもあったと思うんですけど､

それを意識的に考えたか考えてないか‥.の違いなんだと思う‥.[授業を契機とし

て]それを思い出したというか気づいたというのがあると思います‥.前も親友の

影響があったとは思うんですけど､それに気づいたか気づいてないかの違いかなと

思います｡

　また､他者から物理的･心理的に離れて､かえってその他者との関係のあり方に対して

気づきが高まり､関係の表象が構築された場合も見られた｡このような協応のしかたは､

9名中2名の対象者においてみられた(N0.3,職業,友情;No.　6,　デート)｡

　例えぱ､事例3は､職業において強い影響を与えていた父親から心理的に離れたことに

よって､将来の計画を問い直すプロセスが展開した｡　Figure　5･2　に､この対象者の3つの

調査時点における関係性を図示した｡この対象者は､Time　l　では､父親と同じ福祉関係

の仕事に関心を持っており､これは､父親がその仕事を知る｢機会を作ってくれ｣､｢応援

　[してくれ]‥.知識を分けてくれ‥.情報をくれたり､協力してくれる｣ことによって

高められていた｡

　しかし､Time　2　で変化が起こった｡就職活動が始まったことにより､父親ではなく､

友人や先輩といった複数の他者との関係性が構築され､進路は一般企業へと変更された｡

実際､この調査時点では､父親についての話題はまったく語られず､父親からの一方的な

影響から離れたと見られた｡以下は､このような関係性のレベルの変化の要因を尋ねた部

分である｡
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頁悶｢父の仕事の関係で小さい頃から福祉関係に興昧｣

4年生前期

(レベル4)

　｢お父さんが機会を作ってくれ､知識を分

けてくれ､情報をくれ､協力してくれる｣
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　｢友遵の行勤を見つつ､自分もこれくらい
ならできるとか､受けてみようとか思う｣

　｢先輩に話を聞く｣

(漂n)　｢企業の内定をもらった後に再びよく考えて､最終的に福祉関係に内定｣

　｢友人と何度か話をした｣

　(方向転換したい自分の気持ち

を打ち明ける)

事例3の職業における関係性
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第5章　個人の変化プロセスの検討(2)95

　　(前回の調査の時と比べて､お父さんの役割が変わったように思われますが､こ

のような変化に､何が最も影響を与えたと思いますか)私自身が選択しなきやいけ

ない時期が迫ってきて､父親も‥.現実的に私が[就職活動を]やりだしたのを見

て‥‥[私が父親とは]違う方向に向き始めているのに､前のことに固執していろ

いろやってはいけないかというふうに[父親は]考えたんじやないか｡

　Time　3　になると､父親からの｢本当にそれでいいのか｣という問いかけをきっかけと

して､内定を得た企業での仕事が｢自分の本当にやりたいことだったかすごく不安に｣な

り､もう一度､福祉関係の仕事について研究を始めた｡　Time　1　とは異なり､今度は父親

からの情報だけではなく､友達に相談するなどして自分で活動を進め､｢自分のやりたかっ

たことが[福祉関係に]本当にある｣という確信を持って福祉関係での内定を得るに至っ

た｡父親に対しては､｢直接父の考え[の影響]ということはな[く].‥　自分でどうだろ

うと考えるきっかけになったのが父の言葉｣であると言い､父親からの働きかけと､それ

に対して“自分は"どうすべきなのかという自分の対応とが､双方向的に結びついたと見

られる｡このように､父親からのー方的な影響から“離れた"ことによって､それ以外の

他者の視点を認識することができ､さらにその状態を経て父親と自己の抽象を双方向的に

協応させることができた｡父親との関係を､それまでとは異なる質で結び直したといえる｡

栢互作用による構集

　一部の場合においては､他者との相互作用を通した抽象の協応が見られた｡これは､他

者との関係の積み重ねの中で､他者からのさまざまな働きかけがあり､それに対して自分

からも働き返すことによっていた｡このような協応のしかたは､9名中4名の対象者にお

いて見られ､これまで述べてきた協応のしかたと重複する場合もあった(N0.1,デート;No.

6,デート;N0.29,デート;N0.32,デート)｡

　例えぱ､事例1は､デートにおいて､恋人から働きかけられたことを契機として､相互

作用を開始した｡　Figure　5-3　に､この対象者の3つの調査時点における関係性を図示した｡

この対象者のTime　l　におけるデートに関する考えは､恋人や友達との関係で起こったこ

とから“即物的"に形成されていた｡しかし､Time　2　になると､これまでにない恋人か

らの強い働きかけがあった｡



3年生前期

(レベル2)

　　J

　ノ

j

･い

Sy

第5章　個人の変化プロセスの検討(2)

　｢付き合いだしてからそう
思うようになった｣

.∽~へ

　自己　　'ゝ.

､､ノ

SSS

●●●

.S

●●

S/が

●●●　ご
そうへ

/fy〃

叉

J〃

〃ミW

｡ハ
､､ノ

〃-

ヘ

　友遵　'ゝ

､こノ

S.S

●●●

　｢友連にそう言われて､

なのかと思っている｣

恋人からの強い働きかけによるけんか
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　｢彼に指摘されたことがショツクで､怒りも感じ

た｡今のようになるには時間がかかったが､自分を

出す機会が多くなってきた｣(4年生前期)

↓

　｢けんかがひとつのきっかけで､その後とても悩んだ｣

　｢どこかに出かけるたびに､お互いにいろいろ自分のこ
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いった｣(卒業前)

Figure　5･3 事例1のデートにおける関係性
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　初めは普通の友達みたいな感じで付き合っていたのですが､相手が怒って､彼の

方から｢もっと自分を出すように｣と言われて‥‥その時私が言い返したのは､｢私

は今までこうやって人と付き合ってきたんだから｣と‥‥そういうことを言われた

のがショックで､怒りも感じた‥‥今のようになるのはすごい時間がかかったんで

すが‥.遊びに行ったりして､[自分を出す]機会がだんだん多くなってきてからだ

と思います｡

　このように､恋人からの働きかけに対して､彼女からも言い返したり､変化を試みるな

ど働き返すことによって､デートの相手に｢ありのままの自分[や].‥その時の感情を

そのまま出せる｣ことが重要であるという考えが形成された｡　Time　3　で同じエピソード

が語られ､恋人からの指摘に対して｢じやあどうしたらいいんだろうかとか､どうやった

らいいんだろうかとか､そういうことをとても悩みました｣と回想していることからも､

彼女から働き返したことが確認できた｡また､同じエピソードが再び語られたことで､Time

3でも同様の相互作用が続いていたと見ることができる｡

　他者との相互作用を通した抽象の協応については､別の対象者(N0.29)の次のような

反応例にもよくあらわれていた｡この対象者は､デートについての考えを､異性の友人と

語り合うことで練り上げた｡　Time　l　では､意見の合わないその友人とのけんかで終わっ

ていたが､Time　2　では次のように述べた｡

　[友人が]違う視点を入れてくれたり､自分も[意見を]言いたいというのもあ

ります‥‥話を繰り返し繰り返し繰り返して‥.[意見の違いを]乗り越えたと思

うんです｡

否定的な感情の体験

　関係の表象を構築する際に､否定的な感情を体験する場合もあった(N0.1,デート;No.

5,職業)｡これは､これまで述べた反応例でも示されたように､事例1では､恋人に｢もっ

と自分を出すように｣と言われた時に｢ショック｣と｢怒り｣を､事例5では､自分の将

来に対する両親の期待を認識した時に､｢親の意志に誘導されている｣ようで｢悔しい｣

気持ちを体験したことにあらわれていた｡
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3.レベル5への移行:異なるシステムの認識

他者の行為による喚起

　レベル5における自己と他者の視点の食い違いの認識は､既存の関係の表象と新たにあ

らわれてきた関係の表象との間のずれによって特微づけられていた｡この新しい関係の表

象は､主として､自分の欲求や関心と一致しない他者の行為によって喚起されていた｡こ

の特徴は､8名中6名の対象者において見られた(N0.3,デート;N0.10,職業;N0.16,職

業;N0.23,職業;No.　28,　職業,性役割;N0.30,友情)｡

　このうち､事例10の職業を見てみる｡　Figure　5-4　に､この対象者の3つの調査時点に

おける関係性を図示した｡彼女は､Time　1　では､大学の福祉関係のサークルでの経験か

ら､障害者に関わる分野での公務員に関心を持っていた｡このような自分の関心を､安定

した職場(大企業や公務員など)へ就職してほしいという両親の期待と関係づけながら､

さらに模索を続けた｡

　Time　2　になると､就職活動中に行った適性検査の結果と､母親からの｢あなたには総

務の職が向いている｣という言葉とが一致し､一般企業の総務職へ方向転換されてきた｡

ただし､この転換は､これまでの自分は､できれぱ公務員になってほしいという両親の期

待を｢そのまま受け止めていただけなんじやないか｣という気づきと､｢それに対する反

発｣の結果でもあった｡

　Time　3　になると､一般企業の中でも業種についてさらなる方向転換があり､最終的に

旅行業から内定を得た｡ここに至るまでには､Time　l　から認識されていた大企業や公務

員にこだわる両親の期待が､自分の関心とは異なるものであることをはっきりと認識する

ような事態があった｡

　　[両親とは]よく言い合いをしました‥‥今まで親が｢いい､いい｣という道に

乗って歩いてきて､初めて背いたというか､外れたという感じ‥‥[旅行業に内定し

た時に]すぐ親に報告したんですが､私はすごく喜んでくれると思ったんですが､素っ

気ない態度だったのがすごくショックで｡やっぱりこういう職業をいいとは思ってい

ないんだなと｡



3年生前期

(レベル4)

4年生前期

(レベル4)

　卒業前

(レベル5)
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｢あまりはっきりとは決めていない｣

　｢私も親の期待を受け入れている

部分があると思う｣

｢就職活動をしているが､何がやりたいか今いち見えてこない｣

｢『総務が向いている』と母親に言われたことと､適性

検査の結果が一致｣

　｢親が『公務員がいい』というのをそのまま受け止めて

いただけなんじゃないかと思い始めた｡それに対する反

発がある｣

　　　　　内定

(異なるシステムの認謙)
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｢親の期待に初めて背いた｣

Figure　5-4　事例10の職業における関係性
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　両親との関係性を異なるシステムとして認識し､旅行業に就職するいう決断は､先輩や

友人に相談しアドバイスをもらいながら行った｡Time　2　までは､反発しながらも､両親

の視点に対する考慮が見られたが､決断する時点では､この対象者にとっては､両親より

先輩や友人との関係性の方が重視されていたと見られる｡

　Time　1　においては考慮していた両親の視点を､その後､異なるシステムとして認識し

扱い始める様子は､別の対象者(N0.16)でも見られた｡この対象者は職業において､Time

1では､｢女は教師になるのがいい｣という父親の期待を考慮しながら将来の計画を模索

していた｡

　しかし､Time　2　になると自分の適性を考慮して一般企業に関心を持ち始め､父親の期

待とは異なる道を進み始めた｡両親は強く反対し､｢公務員試験とか教員試験を受けて､

だめなら浪人‥‥[それでもだめならぱ]就職活動も合わせてやって大企業へ入りなさ

いjと言ったが､彼女は次のように対応した｡

　私は､教員試験も公務員試験も受けて､就職活動もして[企業にも内定する].‥

そういう甘い世の中じやないと思っている‥‥あまりに[父親は]分かっていない

ので､この人の言うことを聞いてもしょうがないと思って､無視して‥.大声でけん

かっていう感じ‥‥今でもたぶん親は分かっていないと思う｡

　このように､それまでは父親のことを｢父｣と呼んでいたのに対して｢この人｣と距離

を置いた呼び方をし､｢しょうがない｣と切り離して考えるようになった様子が分かる｡

　事例30の友情では､自分の欲求や関心と一致しない他者の行為が､これまでの2つの

事例と比べて劇的な形で見られた｡Figure　5-5　に､この対象者の3つの調査時点における

関係性を図示した｡この対象者は､Time　l　とTime　2では､高校時代からの親友からの働

きかけに対して､白分からも働き返すことによって､関係の表象を構築していた｡

　　(友達とはこういうものでなくてはいけない､という大切なものは何ですか)親友

だったら‥.自分が彼女に対して思ったことは､私も言うべきですし､彼女にも言っ

てほしいです.‥.(親友は､その友情の考えを作り上げる上で､どのような役割を果

たしていると思いますか)[彼女はJ言いたいことを言ってくれる､私だったら‥.

話さないなということも話してくれたんです‥.[それが]うれしくて｡
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3年生前期

4年生前期　　｢高校時代に出会った彼女は今までの友連とは､ひと味もふた味も違う｣

(レベル4)

　卒業前

(レベル5)

　｢彼女から『遠慮しないでね』と言われ､最

初は遠慮していたが､やがて何でも言えるよ

うになった｣

　｢彼女は､私が『自分』というものを考える

うえで重要な役割を果たしている｣

　　　　けんか

(具なるシステムの譚搬)

　｢親友ならぱ言いにくいことも言う

べきだ､という経験をしてきた｣

　｢彼女も自分と同じ考えだと思って

いた｣
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　｢私と彼女の友情観が全然違っちやった｣

　｢私は私の主張をするし､彼女は彼女の主張

をするし…｣

Figure　5-5　事例30の友情における関係性
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　ところが､Time　3　になると､自分の考え方が実は親友の考え方と食い違っていたこと

に気づく出来事が起きた｡

　私は､親しけれぱ親しい[友達である]ほど‥.相手が傷つくかもしれないけど相

手のよくないところは指摘してあげたいなっていうのがあります‥‥　Eそれで親友の

問題点を指摘したら､相手が]泣いちやったんですよ…[彼女は私に対して]｢親友

に対してそういう言い方は[普通は]しない｣って言ったんですよ｡そこで私と彼女

の友情観が全然違っちやった[ことが分かった]わけじやないですか｡

　この出来事によって､この対象者は､これまでの自己と親友との関係の表象とは異なる

システムにある表象を認識することになった｡彼女は､第三者の友人に仲立ちしてもらい､

葛藤の解決を試みたが､｢『もう根本的に意見が違うから､話し合ってもらちがあかない

よ』と言われて‥.考え方の違いで人それぞれだと､白分の中では片づけました｣と言い､

2つのシステムを協応させることはできなかった｡

　これまで述べてきた反応例に共通する重要なことは､新たな関係の表象の出現は､他者

の行為によるだけではなく､これらの対象者がそれを既存の表象とは異なるシステムの問

題として認識することにより起こったことである｡いずれの反応例においても､新たな関

係の表象を担う他者は､“新しく出会った他者"ではなく､それまで“同一のシステム内

で認識されていた他者と同じ人物"であった｡それにも関わらず､その他者(例えぱ父親､

親友)を､異なるシステムの他者として意味づけ直していた｡

否定的な感情の体験

　異なるシステムが認識される際には､レベル4への移行と同様に､否定的な感情を体験

する場合があった｡これは､8名中7名の対象者において見られた(N0.3,デート;N0.10,

職業;No.　16,　職業;No.　18,　デート;N0.28,職業,性役割;N0.29,性役割;No.　30,　友情)｡

感情の内容は､反発､怒り､嫌悪､混乱などであった｡これまでに取り上げた反応例にお

いても､事例1では､両親に対する｢反発｣､事例16では父親に対する｢反発｣による｢け

んか｣､事例30では､親友と自分の考え方が異なっていたことに対する気づきによる

　｢ショツク｣が報告された｡

　否定的な感情に関する次の反応例は､事例29が性役割で語ったものである｡この対象

者は､大学での授業を契機として､自分が求める革新的な性役割観に反する父親の態度に



第5章　個人の変化プロセスの検討(2)　103

気づき､父親との激しいけんかを経験した｡　Time　l　では､まさにその最中であったため､

情緒的な混乱が激しく､｢[自分の家庭は]割と円満を保ってきたんだけど､最近ちょっと

　〈沈黙〉‥‥[この問題について面接の場で]あんまりしやべりたくない｣と､まったく

語ることができなかった｡混乱が収まったTime　2　に､その時の様子が報告された｡

　　[私の家庭はこれまで]けんかをしない家だったんです｡その時が初めて､父[の

性役割観]に対してはっきりと｢いけない｣と､初めてちやんとはっきりした[認識

した]んじやないかと思う‥‥その時は多分[私は]混乱してた｡

　この語りからは､彼女が､Time　1　で非常に混乱した感情を体験し､Time　2　において､

それを解釈し意味づけた様子が分かる｡

4.レベル6への移行:2つのシステムの協応

交渉による協応

　既存の関係の表象と新たな関係の表象との間のずれが認識されると､ある対象者たちは､

このずれを軽減しようとした｡レベル6における自己と他者の相互調整は､2つの表象を

協応させる行為として見ることができる｡

　他者と直接的･言語的にやりとりをしながらずれを解決する｢交渉｣は､3名中1名の

対象者で見られた(N0.3,デート)｡この対象者は､デートにおいて恋人との関係につい

て2つのシステムの間のずれを体験し､それを軽減しようとしていた｡　Figure　5-6　に､こ

の対象者の3つの調査時点における関係性を図示した｡

　この対象者は､Time　l　では､恋人から｢しきりに『何でも[僕に]言ってよ』って言

われて‥‥それで｣というように､恋人の勧めにしたがって､自己と他者の抽象を“即

物的"に関係づけていた｡　Time　2　では､Time　1　と同じように恋人から指摘されたことに

対して､今度は自分でその意味を考え､働き返しており､関係の表象が構築された｡



3年生前期

(レベル2)

4年生前期

(レベル4)

　卒業前

(レベル6)

第5章　個人の変化プロセスの検討(2)

　｢彼からしきりに『何でも言って
よ』って言われて､それで｣

ベハ
＼･`●Jノ

　　ダ

　ノ

ノ

〃ミヘ

≒ツ

1年間付き合ったことによる関保の深まり

　　　　(関保の表象の構築)

　｢彼に『全然進歩していない』と言われ､ショックだった
が､後でよく考えてみたら‥･｣

　｢私も相手に対して嫌なところを言えるようになり､相手

も､言った私の気持ちを理解してくれるようになった｣

恋人に打ち明けた悩みを､彼が他人に話してしまう

　(員なるシステムの認朧-･交渉による協応)

｢『言わないで』と言ったら､彼は反省｣
｢こうやって変えれぱいいのか…｣

　｢そのままの自分を出すようになり､

考え方の違いがはっきりしてきた｣

Figure　5･6　事例3のデートにおける関係性
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　Time　3　になると､このようにして作り上げた恋人との関係のあり方とは異なるシステ

ムを認識する出来事があった｡彼女が恋人に打ち明けた悩みを､恋人が他人に話してしまっ

たのである｡恋人に悩みを打ち明けるという行為は､“お互いに何でも言い合う"という

これまでシステムの中でなされたものである｡しかし､“言い合う"ことによって関係を

深めてきた結果として､これまでとは異なる関係の側面があらわれたといえる｡そのこと

は､次の反応例に示されていた｡

　それまでは自分も相手も‥.もろに自分を出すというよりは相手を考えて出してい

た感じから､だんだん‥.結構そのままの自分を出すようになって､それで[考え方

の]違いがはっきりしてきた｡

　　[彼は]私とまったく逆のような性格の人なので‥.[私が]絶対に[他人には]

話さないでほしいことは､彼にとっては特別そんなに大事じやないと思ったりするこ

とが結構あって｡

　彼女は､このずれを､恋人に対して抗議し､恋人もそれを受け止めて対応したことによっ

て解決した｡

　ちやんと｢それは[他人には]言わないで｣と[彼に]言ったら､すごい反省して

いて‥‥　こうやって‥.[状況を]変えれぱいいのかなあっていう[ことが分かっ

た]‥‥あんまり気を遣わずに“わ-わ-"言ったりやったり｡

　このように､思いきって恋人と交渉したことにより､どのようにして異なるシステムを

協応するのかを､彼女なりに理解したと見ることができる｡

自己吟味による協応

　これ以外の2名の対象者は､他者と交渉するのではなく､自分の心の中で2つの表象を

協応させる｢自己吟味｣を行っていた(N0.28,職業,性役割;No.　29,　性役割)｡このうち､

事例28の性役割を見てみる｡　Figure　5-7　に､この対象者がレベル6に上昇するまでの2

つの調査時点における関係性を図示した｡



3年生前期　　大学入学後､

(レベル5)

第5章　個人の変化プロセスの検討(2)

自分の将来を考えたり､講義を聴くことによって

　　(員なるシステムの認臓)

｢父が家事を何でもやる姿を見てお

り､自分も仕事をしていきたいの

　　　　　　　　　　　　　　　で､そういう考えになる｣

革新的な性役割観　　　　自己　　　　　　　　　　　　　　　　　　共働きなので
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　両親　　　革新的な役割分担
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泌梵:ツ　自己　　　　　　　　　　　　　･　1:H戸
　　　　　　　　　　｢兄は男の立場で､私は女の立場で

　　　　　　　　　　意見を言う｣

　　　　　　　　　　｢その時は反発していたが､『そう

　　　　　　　　　　だよな』と分かる部分もある｣

4年生前期　　　将来の計面を現実的に考えるようになり

(レベル6)　　　　　(自己吟昧による協応)

革新的な性役割観　　　　自己　　　　　　　　　　　両親　　　革新的な役割分担

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｢天秤に掛ける時､私はどちらに傾くのか｣

自分にとって､

;賢詣;に　　自a　　　　　　兄　　　　伝統的な性役割観

注 卒業前(レベル4)の関係性については省略した｡

Figure　5-7　事例28の性役割における関係性
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　この対象者は､Time　1　では､2つの異なるシステムを認識していた｡一方は､結婚後

も仕事を続けるという自分の人生の計画と､共働きの両親の役割分担のしかたとを関係づ

けた表象を中心とするシステムであった｡他方は､企業で働く兄との関係の表象によるシ

ステムであった｡兄は､企業社会の現状から考えると､女性が仕事を続けることは本質的

に不可能であるという意見を持っていた｡これに対して彼女は､一方で理解を示しつつも､

他方で｢反発｣を感じたり､｢向こう[兄]は男の立場で意見を言って､こっち[私]は

女の立場で意見を言って｣と述べるように､対立していた｡この時点で､2つのシステム

を十分に協応させることはできなかった｡

　　[兄の話を聞くと女性が社会で不利になるのは]しょうがない[と思う]んだけど､

そう言っていたら[社会の現状は]変わらない､どうしたらいいんだっていう感じ‥‥

　[解決には]至らない｡

　Time　2　になると､2つのシステムを積極的に関係づけるプロセスが展開された｡これ

は､将来の計画を現実的に考えるようになり､仕事を続けて行くうえでは､どのような役

割分担をするべきか具体的に考え始めたことに関わっていると思われた｡彼女は､この問

題について兄と話し合い､それを踏まえて自分で考えることによって2つのシステムを協

応させようとしていた｡

　兄と話していて‥‥私は仕事を続けたいと思っているけど､もし本当に好きな人

ができて､その人と結婚したいと思った人が兄みたいな企業の人だった[ら].‥私

はどうするんだろうと思って｡ずっと小さい時から夢に思ってきた教師になれたとし

て､それと結婚を天秤にかける時に私はどっちに傾くのか‥.考えましたね｡

　この反応例からは､2つのシステムを自分の心の中で｢天秤にかける｣ことによって､

協応を試みていることが分かる｡そして､｢一般的な女性についてはどちらがよいのか分

からない[が]‥,自分について考えると‥.職業に就きたい方が[結婚より]大きいj

という理由で､自分は平等な役割分担をしていくという考えに至った｡ここに至る途上で

は､この問題について叔母や先輩と話をしたことが重要な役割を果たしていたが､これら

の他者の役割については､次項(｢協応を可能にする要因J)で詳しく述べる｡

　このようなプロセスを経て､Time　3　では､将来の計画が定まり､システム間の葛藤の

問題については語られなくなった｡
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　教師[になる]と決めたから‥.専業主婦になって､好きな人に付いて行って､幸

せな道があるかもしれないというのが､私の選択肢としてはもうなくなったから､そ

ういう気持ちがあまり出てこなくなったと思うんです｡

　自己吟味を行った2名の対象者に共通して見られた興味深い特微は､自己吟味によって

2つのシステムを協応させる以前に､他者と討論していたことであった｡つまり､他者と

直接的･言語的に討論したが､そこでは2つのシステムは協応されず､後にあらためて自

分の心の中で協応させるというパターンが見られた｡　Table　5･4　に､2名の対象者におけ

る､討論から自己吟味に至るプロセスを､それぞれの反応例を用いて示した｡

Table　5･4　討論から自己吟味に至るプロセス(N=2)

対象者

領域

各対象者の反応例

事例28

職業

性役割a

･(どのようにその問題を解決しましたか)結構､自分の中[で考えた]かも

しれないですね｡兄と話していた時には､それまで自分が思っていたことを

　言って､で､それから自分の中で考えた‥.ちょっと反,発もあるのかもしれ

　ないですね､自分の思ってたことを言う時は｡自分が前に思っていたことと

　か､考えていたことを言って､で､後に考え直す｡(例1,Time　3)

(男性と女性の役割について､あなたはこれまでに疑問を感じたことがあり

ますか)兄と話していて‥‥私は仕事を続けたいと思っているけど､もし

　本当に好きな人ができて､その人と結婚したいと思った人が兄みたいな企業

　の人だった[ら].‥私はどうするんだろうと思って｡ずっと小さい時から

　夢に思ってきた教師になれたとして､それと結婚を天秤にかける時に私は

　どっちに傾くのか‥.考えましたね｡(例2,Time　2)

事例29

性役割 ･(この食い違いは何らかの方法で解決されましたか)就職活動[で]‥.中小

企業とかいろいろ見て､父が働いて稼いで家族を食わすことがどれだけ大変

　か‥.理解を示せたんじやないか‥‥不景気で､中小企業で今にもつぶれ

　るかもしれない､[そういう仕事をしている父は]本当にもう仕事のことで

　一杯なんですよ､頭の中が‥.そういうことを考えると､[家庭の中での役

　割分担について]何も言えないと思うんです､お父さんなりに精一杯頑張っ

　ているはずだから‥‥お父さんには言えなかった､その時｡(例3,Time　2)

注 反応例の中の｢‥.｣(ピリオド3つ)は文中の部分省略､｢‥‥｣(ピリオド4つ)は

文全体を1つ以上省略､[　　]内は筆者による補足を示す｡

8　前項｢自己吟味による協応｣の本文中で引用した反応例と同じものである｡
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　事例28は､職業と性役割の両方において､相手(いずれも兄)と討論し､そこで得た

示唆を基に自己吟味を行っていた｡職業では､彼女は教師を目指していたが､Time　3　で

教員採用試験に不合格となったため､非常勤の教職に就こうとした｡その時､彼女にとっ

て重要な他者である兄が､｢お前が一番やりたいことは何か考えろ‥.[教師になりたいな

ら]一番の早道は[非常勤の教職に就かず3勉強することEだ列として反対したために､

システム間のずれを認識し､自己吟味へのプロセスが展開された｡ここで注目されるのは､

兄と話している間には｢自分が前に思っていたこととか､考えていたことを言って､で､

後に考え直す｣と述べていることである(例1)｡性役割では､先に述べたように｢兄と

話し｣をしたが､そこでは2つのシステムは協応されず､後にあらためて｢天秤にかけ[て]‥.

考えました｣と述べている(例2)｡これらの反応例から､兄との話し合いは､その場で

解決に到達する交渉には発展しなかったが､後に2つのシステムの関係を意味づけたり解

釈するための素地となっていたことが推測される｡

　事例29の性役割では､父親の役割分担のあり方をめぐって､父親との間で激しいけん

かが繰り広げられた(｢3.レベル5への移行｣の｢否定的な感情の体験｣参照)｡しかし､

最終的には､就職活動をする中で､父親の男性としての苦労を察知し､父親に対して直接

的･言語的に働きかけることがためらわれた(例3)｡この反応例では､彼女が､いった

んは相手と交渉する可能性を持ちながら､相手の側あるいは自分の側の要因によって､結

局は相手と“相互的"なやりとりをすることができず､自分の心の中で調整するに至った

ことが分かる｡

協応を可能にする要因

　1名の対象者(No.　28,　職業,性役割)のみであったが､2つのシステムを協応させる

プロセスにおいて､第三者を有効に利用していることが見いだされた｡これらの第三者は､

異なるシステムの対立に悩む対象者を心理的に支えたり､システムを結びつけることを助

ける役割を果たしていた｡

　これまで述べてきたように､この対象者は､職業と性役割の両方において､主として兄

との関係性において2つのシステムの対立を経験し､それらを自己吟味によって協応させ

ていた｡この時､職業では友達､性役割ではおぱと先輩が､2つのシステムをつなぐこと

を支援してくれたことが報告された｡

[友達は]自分と同じ立場なので､すごく力強いし､何でも言える｡私の状況をす
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ごくよく分かってくれ‥.私の思っていることも受け止めてくれる‥‥母や兄には

ちょっと反発していた時があったから､そういう時に私のイライラを‥.もしその子

がいなかったらどこに向けてたのかな｡(Time　3,　職業)

　この反応例に示されるように､母親や兄との視点の食い違いから生じる否定的な感情を

友達に受け止めてもらい､食い違いの解決に取り組む心理的な力を得ていたことが分かる｡

　　[結婚した]相手に付いて行くのが幸せなのか､職業を続けていくことが幸せなの

か､分かんないじやないですか‥‥それで､おぱなんですが､その人は中学校の先

生をしていて､結婚する時に辞めてしまったんですね｡で､今､その結婚もうまくい

かなくて‥.｢あの時､本当に辞めなけれぱよかったって思うんだ｣っていう話を聞

いて､｢ああそうなんだ｣と思[った]‥‥[また]すごく頭がよい[のに]‥.｢私は､

そんなに職業にこだわっていないんだ｣って言う‥‥先輩の話を聞いて､｢そういう

女の人の生き方もあるんだ｣って思っ[た]｡(Time　2,　性役割)

　ここでは､2人の女性から話を聞いて､女性にはさまざまな生き方や考え方があること

に気づき､そこから自分はどう生きていきたいのかをより深く考える手がかりを得ていた｡

第4節　考察

1.重要な変化を示す個人における親子関係の質

　本章の目的は､関係性のレベルについて重要な変化を示す個人に焦点を合わせ､何が関

係性のレベルの移行を促進するのかを明らかにすることであった｡とくに､青年が自己と

他者の視点を認識し､積極的に両者のバランスを取るレベル4､5､6への移行を取り上

げて検討した｡

　第1の目的は､これらの対象者における親子関係の質を検討し､安定した軌跡を示す個

人の特微と異なる点を明らかにすることであった｡このことにより､レベル4､5､6ヘ

の移行の基盤となる､青年期後期までの親子関係の文脈が理解できると考えたからである｡

　結果から､これらの対象者は､日常的な両親との関わりの中で､両親との葛藤を体験し

ていないか､葛藤を体験したが解決していないかのどちらかであることが示された｡この
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結果は､安定して高いレベルを示す対象者のほとんどが､両親との葛藤を体験し､何らか

の形でそれを解決していた(第4章Table　4-3　参照)こととは異なっていた｡つまり､こ

れらの対象者は､安定して高いレベルを示す個人とは異なる親子関係の質を体験してきて

いることが示唆される｡

　しかし､ここで重要なことは､これらの対象者においては､両親との葛藤を体験してい

ない場合でも､両親の期待を認識し､あらかじめそれを考慮していたことである｡そのた

めに､葛藤が起こらなかったのである｡両親の期待の取り入れ方は､自己の欲求や関心を

損なわない程度に､可能な範囲で行っていた｡安定して低いレベルを示す対象者のほとん

ども､両親との葛藤を体験していなかったが(第4章Table　4-4　参照)､彼女らは､両親

の自分に対する期待そのものを認識していなかったり､それに関心を持っていなかった｡

この点で､これらの対象者の親子関係の質は､安定して低いレベルを示す個人とも異なっ

ているといえる｡

　また､両親との葛藤を体験したが､解決していない場合には､その前提として､両親の

意見や期待を認識していることが要求される｡これらの対象者は､両親の意見や期待を認

識してはいたが､対決を回避する､両者の相互作用が物別れに終わる､両親が解決に応じ

ないといった状況のために､葛藤を解決に導くことができなかった｡

　以上の結果は､これらの対象者が､安定して低いレベルの個人とは異なり､両親の視点

を認識することができることを示唆している｡親子関係の中で起こった出来事を認識し､

意味づける力を持つとすれぱ､それは､これから起こるさまざまな現実的な出来事に対処

しながら､関係性を洗練させていく素地となりうると推測される｡しかし､一方で､結果

は､彼女らが安定して高いレベルの個人とは異なり､認識はするが､葛藤の解決をするた

めの取り組みは行ってこなかったことも示唆している｡親子関係の中で､自己とは異なる

他者の視点を認識する経験はしてきたが､それと自己の視点をいかに統合するのかという､

アイデンティティ形成にとって重要な経験(Grotevant,1987;　Gtrolevant&CooPer,1985,

1986)は積み上げてきていないのかもしれない｡そうだとすれぱ､本研究の約2年にわた

る調査期間で体験するさまざまな個人的･文脈的要因によって､この基本的な認識の力が

どのように洗練されていくのかを理解することは､きわめて重要なことであると思われる｡

以下では､そのプロセスを考察することになる｡
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2.関係性のレベルの移行のメカニズム

　本章の第2の目的は､実際の時間の経過に伴って見られる､レベル4､5､6への移行

を説明する個人的･文脈的要因を明らかにすることであった｡青年期発達の多様性を重視

する立場では､重要な変化の軌跡には､青年期の発達のパターンを説明する個人的･文脈

的要因に関する情報が多く含まれていることが指摘されている(Compas　et　al.,1995;久世,

1995参照)｡実際､この指摘と一致して､本章におけるレベル4､5､6へ移行した個人

の分析からは､関係性のレベルの移行に関する詳細な情報が得られた｡以下では､各レベ

ルヘの移行について得られた結果の意味を検討する｡

レベル4への移行

　レベル4への移行は､自己と他者の抽象が協応され､関係の表象が構築されることを意

味する｡この協応は､多くの対象者では､存在していたが認識していなかった他者との関

係のあり方をあらためて意味づけたり､他者から物理的･心理的に離れてかえって気づき

が高まったことにより､起こっていた｡これは､個人の意味づけや気づきといった内的な

行為による協応といえる｡一方､他者からの働きかけに対応すること､すなわち相互作用

による協応も見られたが､これは一部の場合に限られていた｡このように､レベル4への

移行においては､個人の内的な行為と他者との相互作用の両方による移行が見いだされた

が､前者が中心であった｡

レベル5への移行

　レベル5への移行は､既存の関係の表象と新たな関係の表象との間のずれによって特微

づけられていた｡このずれは､主として､自分の欲求や関心と一致しない他者の行為によっ

て喚起されていた｡レベル4への移行が多くの場合､個人の内的な行為によって促進され

るのに対して､レベル5への移行は､他者からの強い働きかけによって引き起こされてい

たといえる｡この結果は､同一のシステムを超えた異なるシステムの表象を認識するため

には､強いインパクトを持つ契機が必要であることを示唆する｡

　Whilbourne(1986)は､アイデンティティの変化は､新しい経験が既存のアイデンティ

ティの枠組みでは解釈できない時に起こると指摘した｡レベル5への移行を促進した他者

の行為は､対象者の既存のシステムを超える強いインパクトを持っていたといえる｡また､

対象者が､そうした契機を“他者との関係の中で"体験した点は注目に値する｡　Whilbourne
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は成人期発達に関心を持つので､新しい経験として加齢に伴う身体的･認知的機能の変化

を強調している(Whitbourne,2001)｡しかし､青年期についてはこれとは異なる内容があ

りうるであろう｡本章で見いだされた自己の欲求や関心と相容れない他者の行為を体験す

ることも､新しい体験のひとつの重要な要素と見ることができる｡

　ただし､新しい体験だけではアイデンティティの変化は起こらないようである｡レベル

5への移行においては､対象者が､他者の行為を､既存のシステムとは異なるシステムの

問題として意味づけていることが示された｡この結果は､新しい経験がアイデンティティ

の発達に寄与するためは､経験から意味を見いだそうとする個人の認知の特徴や､そうし

た価値志向性を有することが必要であるという指摘と一致する(Slephen　el　al･,　1992;

Whilbourne,1986)｡また､異なるシステムを認識することは､矛盾を体験することでもあ

る｡それを可能とするのは､矛盾に耐えうる複雑な認知や弁証法的な思考である(SlePhen

et　al･,　1992)｡レベル5への移行を示した対象者は､こうした認知･思考の様式を持つと

推測される｡

レベル6への移行

　既存のシステムと新たなシステムとの間のずれが認識されると､ある対象者たちは､こ

のずれを軽減しようとした｡これが､レベル6への移行である｡レベル5への移行におい

て､関係性の構造が大きく変化する可能性は高まるが､実際に変化を遂げるのは､レベル

6への移行においてである｡異なるシステムの協応には､他者と直接的･言語的にやりと

りする｢交渉｣と自分の心の中で調整する｢自己吟味｣の2つの内容が見られた｡この結

果は､第3章でも触れたように､第2章の予備面接の結果を裏付ける｡

　交渉は､対人交渉方略(Schullz　el　al･,　1989;　Selman　&Demorest,1984;　Yeales　et　al･,　1991)

に関する先行研究から予測されていた｡しかし､相手と直接的にやりとりをしない調整の

しかたである自己吟味が見いだされたことは注目される｡交渉ではなく自己吟味によって

異なるシステムの問題を解決することには､どのような意味があるのだろうか｡

　自己吟味を行った対象者の反応内容をさらに詳しく検討したところ､自己吟味の前に相

手と討論していたことが分かった｡具体的には､相手との話し合いの場では解決に至らな

かったが､この話し合いが､後に2つのシステムを協応させる基盤となっていた｡また､

別の場合には､相手と交渉を試みたが､相互的なやりとりにならず､自分の心の中で調整

するに至った場合があった｡これらの対象者は､相手側あるいは自分側の要因で､直接的
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に相互作用することが不可能となり､現実的な判断として解決方法を変更せざるを得な

かったと考えられる｡相手との討論の最中よりも､時間的に距離をおいて問題を眺めるこ

とによって､より効果的な意味づけが可能となるのかもしれない｡

　いずれの場合からも､2つのシステムを協応させるまでにはある程度の時間が必要であ

ることが示唆される｡平井(2000)は､自己と他者の欲求が葛藤する際に､必ずしも一気

に解決するのではなく､自己と他者の事情を細かく配慮して解決に至るプロセスがあるこ

とを､発話思考法によって見いだした｡彼女はこのプロセスをメンタル･ネゴシエーショ

ンと呼んでいる｡本章で見いだされた自己吟味の特微は､平井のメンタル･ネゴシエーショ

ンの特徴と一致する｡

　自己吟味に関する別の解釈は､この調整のしかたが､日本文化における関係性の特微を

反映しているかもしれないことである｡第2章で述べたように､日本の青年は西洋文化圈

の青年と比べて､他者との対立や交渉を避ける傾向があることが指摘されている(Flammer

el　al･,　1995　;　国立国語研究所,1984　;　守屋,1997)｡加えて､日本の女子青年は､とりわ

け他者との調和を強く期待される(柏木,1997)｡したがって､交渉ではなく自己吟味が､

そうした状況に適合する解決の手段として選択される場合があるのかもしれない｡もしそ

うだとすれぱ､本章の結果は､関係性のレベルの移行のプロセスが､社会･文化的な文脈

による影響を受ける可能性を示唆する｡

　レベル6への移行について得られたもうひとつの結果は､2つのシステムを協応する際

に､第三者を有効に利用する対象者がいたことであった｡この特徴を示した対象者は1名

のみであったが､この結果は､システム間の協応を可能にする要因を示唆している点で重

要であると考える｡

　レベル5への移行において示されたように､異なるシステムを認識する際にはかなり強

いインパクトを持つ出来事を体験し､それまで同一のシステム内にあった他者を､異なる

他者として意味づけ直さなけれぱならない事態に直面する｡慣れ親しんだ関係性を離れ､

新しい関係性を構築することは､それほど容易ではないと推測される｡

　このような場合に､2つのシステムの両方に共通する特微を持つ他者や､システムは唯

一ではないことを知らせる他者は､異なるシステムの間の距離を適度に縮める役割を果た

すのではないだろうか｡このような他者は､第4章でも述べたように､安定して高いレベ

ルの対象者においても利用されており､古い関係性と新しい関係性とを橋渡しする重要な

機能を担っているといえる(Kroger,1993)｡あるいは､システム間のずれの解決に取り組
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む青年を心理的に支える｢一致するパートナー｣(congruent　Partner)としての役割を担っ

ていると考えられる(Kerpelman&Lamke,1997)｡2つのシステムを協応する時には､青

年がこうした他者を利用することが有効であることを意味する､重要な結果であると考え

る｡

3.移行における感情の役割

　レベル4および5への移行において､否定的な感情を体験した対象者が見いだされた｡

本研究における関係性のレベルは､社会的認知発達のレベルを組み込んで設定されおり､

感情的な要素については触れていない｡一般に､認知的なアプローチの多くは､感情と表

象の問題を独立に扱っている(Mascolo&Fischer,1999)｡しかし､移行のプロセスにおい

て否定的な感情を体験する対象者が少なからず見られたことから､移行における感情の役

割について考察する必要があると考える｡

　アイデンティティ発達における感情の役割は､最近になって注目されるようになった

　(Bosma&Kunnen,2001)｡感情の役割を重視する立場の研究者は､感情は､他者との関

係の中で生じるものであり､基本的に関係の問題であるととらえている｡そして､アイデ

ンティティは関係の中で起こる感情によって､ダイナミックに変化するシステムであると

考えている｡

　この立場を参考にすると､本章の結果は､関係性のレベルは社会的認知の発達によって

だけではなく､感情との相互作用の中で変化することを意味するのではないだろうか｡自

己やアイデンティティの発達において､認知と感情には深い関わりがあり､認知的なプロ

セスが活性化する時には､強い感情が契機となるという主張もある(Kunnen,Bosma,van

Halen,&van　der　Meulen,2001)｡感情は､さまざまな情報の中から､個人にとって最も重

要な出来事を選択したり､それについて内省することに寄与するからであるという｡実際､

Mascolo&Fischer(1999)による親子の対話の分析からも､表象の発達において､感情が

重要な役割を果たすことが見いだされている｡

　この分野の先駆であるKunnen　et　al.　(2001)は､感情とアイデンティティ形成との関連

は､アイデンティティの組織化の程度によって異なるという考え方を提出している｡アイ

デンティティの組織化が低いレベルでは､感情は一時的に解釈されるだけであり､出来事

も単なる出来事としかとらえられない｡しかし､組織化が高いレベルになると､感情が評
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価され､意味づけられ､意味のある全体として構築されるという｡これは､自己に関する

理論の構築を意味する｡より成熟したアイデンティティは､一時的な感情によって成り立

つものではない｡

　この考え方にしたがうと､本研究における低い関係性のレベル(レベル1~3)は､感

覚的な体験､意味を持たない単なる出来事､あるいは“今ここで"の一時的な感情の解釈

に特微づけられた状態であり､高い関係性のレベル(レベル4~6)は､感情が意味づけ

られ､自己と他者の関係に関する複雑な理論が構築された状態と解釈することができる｡

したがって､本章の対象者が､否定的な感情の体験を言語的に整理したり､その感情の意

味について述べていたという結果は､そうした行為が､関係性のレベルの移行を促進する

大きな役割を果たしていたことを意味する｡これは､アイデンティティ発達における感情

の役割を重視する立場を､実証的に支持する結果であるといえる｡

　全体として､本章の結果は､関係性のレベルにおける移行は､“青年の個人的かつ内的

な努力"と“青年と他者との相互作用"の両方によって促進されることを示唆する｡これ

は､Mascolo&Fischer(1999)による､表象の発達は､｢二者関係の中で兵河で奮遊さ右

るが､子どもによってもが揃で游応さ右る､意味の産物である｣(P.251)という主張を

支持する結果である｡また､こうした移行を可能にする基盤として､青年期後期までの親

子関係の中で培われてきた､他者の視点を認識する力が関与していることが示唆された｡

　個人的要因だけではなく､他者との相互作用が移行において大きな役割を果たしていた

という結果は､アイデンティティの発達は親密な他者の文脈の中で起こるという

Kerpelman&Lamke(1997)の結果や､異なる目的を持った個人が相互作用する中でアイ

デンティティが形成されるというSwann(1987)のアイデンティティ･ネゴシエーション

の概念と一致する｡さらに､その相互作用のあり方は､日本の文化的文脈というより大き

な社会･文化的文脈によって影響を受けている可能性も示唆された｡

　本章の結果から得られた以上のような示唆は､青年期の発達は､さまざまなレベルの文

脈と個人の相互作用の中で起こるという最近の青年期発達研究の関心(Lerner,1996;　Lerner

&Lerner,1999)を､実証的に支持するといえる｡
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第6章　結論と今後の課題

第1節　本研究の目的と得られた知見の概観

　本研究は､女子青年のアイデンティティ形成のプロセスを､関係性の観点から明らかに

するために行われた｡そのために､まず第1章で､本研究が関係性の問題を重視する背景

を整理し､それを踏まえて､関係性の観点からアイデンティティをとらえ直した｡この作

業を通して､本研究は､アイデンティティにおける個の確立の問題と他者との関係の問題

を対立的にとらえるのではなく､どの領域のアイデンティティ形成のプロセスも､基本的

に関係の問題によって説明できるという立場をとることを明らかにした｡そして､本研究

における｢関係性｣を､アイデンティティ探求のプロセスにおける自己と他者の関係の認

識として定義した｡

　第2章では､第1の目的として､以上のように定義した関係性の観点からアイデンティ

ティ形成をとらえるための方法論を検討した｡職業､友情､デート､性役割の4つの領域

を選択して半構造化された面接法を開発した｡また､この面接法を用いて､関係性を理解

する枠組みとして関係性の6つのレベルを提起した｡これらのレベルは､青年期の社会的

認知発達のレベルを組み込んでおり､自己と他者の視点を認識しないレベルから､それら

を認識し､両者の間の食い違いを相互調整によって解決するレベルまでを含んでいる｡

　第3章では､第2の目的として､アイデンティティ形成のプロセスを明らかにするため

に､同一集団を大学3年生前期から卒業前まで追跡する縦断研究を行った｡　3つの調査時

点(3年生前期･4年生前期･4年生後期)にわたる関係性のレベルの変化を記述し､変

化に関わる要因を明らかにした｡その結果､職業､友情､デートの3つの領域で､高い関

係性のレベルヘの移行が顕著に見られた｡一方､性役割ではそのような変化は見られず､

むしろ低い関係性のレベルヘの移行が目立っていた｡変化に関わる要因としては､｢就職

活動･職業決定｣と｢友人･恋人との関係の変化｣が中心的な役割を果たしていた｡とり

わけ｢就職活動･職業決定｣は､高レベルと低レベルのどちらの関係性への移行にも関与

し､かつ職業だけではなく他の領域における変化の要因としても報告されており､高い重

要性が示された｡しかし､重要な要因であると予測していた家族関係(とくに親子関係)
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に関する要因は見いだされなかった｡アイデンティティ形成の文脈としての親子関係の位

置づけを明らかにするためには､関係性の変化プロセスとその要因に関するより詳細な検

討が必要となった｡

　第4章､第5章では､第3の目的として､同一個人内のアイデンティティ形成のプロセ

スを検討した｡特定の変化パターンを示す個人に焦点を合わせて､関係性のレベルの変化

プロセスを､個人的･文脈的な要因との関連で詳細に記述した｡

　具体的に第4章では､3つの調査時点にわたり関係性のレベルが安定して高い個人と低

い個人を取り上げた｡重要な他者との関係のあり方について両者を比較検討したところ､

安定して高いレベルの個人は､低いレベルの個人とは異なり､両親との日常的な葛藤を体

験し､それを解決する経験を積んできていることが示唆された｡青年期後期までのこうし

た親子関係での経験が基盤となって､自己の視点を深化･拡張するプロセスが展開された

と見られた｡

　続く第5章では､3つの調査時点にわたる重要な変化として､高いレベル(レベル4~

6)への移行を示した個人を取り上げて､移行のメカニズムを検討した｡これらの対象者

は､両親との日常的な葛藤を解決していなかったが､両親の意見や期待を認識する経験を

してきていた｡この経験で得た他者の視点を認識する力を基盤として､個人の内的な行為

と他者との相互作用による関係の表象の構築や､複雑な表象のシステムの協応を成し遂げ

ていると見られた｡また､移行には感情が重要な役割を果たしていること､さらに､移行

のプロセス全体が女子青年を取り巻く社会･文化的な文脈と関わりを持つことも示唆され

た｡

　以下の第2節から第4節では､以上のような本研究の知見の意義を検討し､アイデンティティ

研究の分野におけるこれらの知見の位置づけを明らかにする｡

第2節　アイデンティティ研究の新たな視点と方法論

　第2章では､自己と他者の関係の認識の洗練に応じた関係性のレベルを設定することが

できた｡こうしたレベルが構築されたことで､アイデンティティ形成は､他者からの分離

や自律のみではなく､他者との関係の文脈の中で起こるという本研究の立場が支持された

といえる｡そのことはまた､アイデンティティにおける他者との関係の側面を重視する最
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近の論議(例えばArcher,1993りosselson,1994;　Kroger,　1989)を､実証的に裏付けたこと

になる｡

　Erikson(1968/1973,1963/1977)によるアイデンティティの概念は､社会･歴史的なレ

ベルから実存的なレベルまで､さまざまなレベルにおける個人の斉一性･連続性の問題を

含む｡心理学におけるアイデンティティ研究は､立場によって異なるレベルを検討してき

たといえる｡アイデンティティ･ステイタス･アプローチでは(Marcia,1966)､アイデン

ティティを個人の内面にある人格的な要素としてとらえ､その特微を分析してきた｡一方､

アイデンティティを社会との関係でとらえる社会的アイデンティティ理論の立場は(Hogg

&Abrams,1988/1995)､社会における個人の役割や所属する社会的カテゴリーを手がかり

としてアイデンティティを検討してきた｡前者は自己そのものに､後者は自己を規定する

文脈に重点を置いていると見ることができる｡

　これらのいずれとも異なり､本研究は､自己と他者の関係そのものに焦点を合わせてア

イデンティティをとらえている｡第1章で述べたように､Erikson(1968/1973)は､個人

の自我は､その自我にとって重要な意味を持つ他者の自我があってこそ存在しうると指摘

している｡関係性という視点からアイデンティティをとらえることは､こうしたErikson

の基本的な考え方を反映した実証研究を可能にすると考える｡

　また､本研究では､他者のうち身近な他者との関係性に焦点を合わせ､これらの他者と

の関係性が､対象者である女子青年にとって十分に意味を持っていることを明らかにした｡

社会的な文脈の中でも身近な他者というレベルを取り上げたことによって､女子青年がき

わめて日常的な営みとしてアイデンティティ探求に取り組む姿を提示することができたと

いえる｡

　さらに､本研究では､アイデンティティの領域として､個人内領域である職業と､対人

関係領域である友情､デート､性役割を取り上げた｡いずれの領域においても関係性のレ

ベルを設定することができたので､関係性は､個人内領域であるか対人関係領域であるか

に関わらず､アイデンティティ形成の根底にあることが確認されたといえる(このことは､

第4章でもあらためて確認された)｡第1章で述べたように､他者との関係の側面を対人

関係領域の問題として限定し､アイデンティティにおける個と関係性を対立的にとらえる

見方には批判が高まっている(Archer,1992;　Malteson,　1993)｡本研究の関係性のレベルは

そうした批判を踏まえて､従来の2分法的な見方とは異なる立場から､アイデンティティ

を検討する枠組みを提供することができた｡
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　第2章では､関係性の6つのレベルにわたる対象者の分布についてもいくつかの考察が

なされた｡すなわち､対象者の分布には､測定された時期､社会における女性の立場､日

本文化における対人関係の特微などが反映されていることが推測された｡本章第2節で

述べるように､関係性のレベルは新たに設定された概念であり､本研究の対象者も限られ

ていることから､これらの考察は仮説的なものである｡しかし､これらのレベルが､発達

の時期､性別､文化など､対象者の特性や彼らの置かれた状況によって異なる姿を示す可

能性が示唆されたことは注目される｡多様性を内包することは､関係性のレベルが､青年

の内的･外的状況の変化に伴って進展するアイデンティティ形成をとらえる有効な指標と

なることを意味しているのではないだろうか｡関係性のレベルの適用の可能性は､さまざ

まな個人や文脈に対して開かれていると考える｡

　ここで､アイデンティティ研究の代表的な方法論であるアイデンティティ･ステイタス･

アプローチと本研究の方法論の違いについてあらためて整理してみる｡大きく2つの違い

があると考える｡

　第1に､これまでも述べてきたように､焦点を合わせるアイデンティティの側面が異な

る｡アイデンティティ･ステイタス･アプローチは､アイデンティティにおける個として

の確立の側面に焦点を合わせ､青年が自分なりの人生の選択をどのように決定したのかに

関心を持つ｡しかし､青年は真空の中で生きているわけではないので､その途上では､自

分の欲求や関心だけでは探求を進めることのできない事態が生じうる｡自己の欲求や関心

と重要な他者の期待や意見との間で､“折り合いをつける"作業がある｡関係性のレベル

は､こうした他者との関係のあり方を中心に据えて､アイデンティティ探求のさまざまな

モードをとらえる方法を提供したといえる｡

　第2に､アイデンティティの発達的側面を強調する程度に違いがある｡アイデンティ

ティ･ステイタス･アプローチは､最近になって発達的側面を重視する立場へ変化しつつ

あるが､これまでは､アイデンティティ･ステイタスを静的な類型として考えることが多

かった｡実際､アイデンティティ･ステイタスに関する実証研究には､ステイタスと他の

パーソナリティ変数との関連性を検討し､各ステイタスの特微を明確にしようとするもの

が多い(鐘･宮下･岡本,1997　;　鐘･山本･宮下,1984参照)｡アイデンティティ･ステ

イタスは､アイデンティティ達成の程度を示す“結果"であるという批判と(C6t6&Levine,

1988)､それに対して“プロセス"であると反論する(Waterman,1988)論争も起こった｡

Marcia自身は､こうした状況の中で､アイデンティティ･ステイタスは固定的なもので
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はなく､流動的なプロセスの途上であるという考え方を深める方向へ変化してきている

　(Stephen　et　al.,1992)｡アイデンティティ･ステイタス研究も全体として､発達的側面を

重視し､プロセスヘの関心を高めつつある(Kroger,1995,1996;　valde,　1996)｡例えぱKroger

　(1996)は､発達心理学の理論を取り入れて､ステイタスにおける変化の要因を読み解こ

うと試みている｡しかし､アイデンティティ･ステイタス･アプローチが､各ステイタス

を明確な特微を持った変動可能性の少ないものと考えて提唱された成り立ちを考えると､

このアプローチでアイデンティティの発達やそのプロセスをとらえることには限界がある

という指摘は､今なおある(Kroger,Brox,Bosma,&Kunnen,2001)｡

　これに対して､関係性のレベルは､社会的認知発達のレベルという発達の問題を組み込

んで構築されている｡したがって､アイデンティティの発達的側面やプロセスをとらえる

ことに適しているといえるのではないだろうか｡また､発達の問題を取り入れて構築した

ことで､必要に応じて発達心理学における他の理論的枠組みを利用することが可能な位置

づけにあると思われる｡この点で､アイデンティティ･ステイタス･アプローチと異なる

と考える｡

　全体として､関係性というアイデンティティ研究の新たな視点と方法論は､Eriksonの

アイデンティティ理論が重視する他者との関係の中での人格形成の問題や､アイデンティ

ティの発達的側面という､これまでの実証研究において十分に扱われてこなかった側面に

光を当てたものであると考える｡

第3節　大学生のアイデンティティ形成において重要な時期と領域

　第3章において､職業､友情､デートの3つの領域で関係性の高いレベルヘの移行が顕

著に見られたという結果は､先行研究で青年期後期､とくに大学時代の後半におけるアイ

デンティティ形成の重要性が指摘されてきたことを支持する(加藤,1989;　Walerman,　1993

参照)｡大学時代のこの時期の重要性が､あらためて確認されたといえる｡

　また､アイデンティティにおける変化とその要因との関連を扱った研究は､中年期につ

いてのみあり(Kroger&Green,1996)､青年期についてはなかった｡本研究は､青年期の

アイデンティティ形成の要因について､新たな知見を加えることができたといえる｡青年

期の場合､この時期が重要である理由は進路決定との関連で常識的には理解することが可
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能である｡本研究では､そのことをあらためて確認するだけではなく､就職活動･職業決

定の要因が､幅広い領域の関係性のレベルの変化に意味を持つことを見いだした｡さらに､

友達･恋人との関係の変化も重要な要因であることも明らかになった｡

　このように､大学3年生から卒業までの時期は､進路決定を中心とした現実生活の課題

との関係で自分自身のアイデンティティを洗練させていく､重要な時期であるとまとめる

ことができる｡

　大学生にとって､大学4年間のそれぞれの学年がどのような意味を持つかということは､

これまでの研究ではあまり注意を向けられてこなかった｡アイデンティティの縦断研究も､

大学入学直後と最終学年の2時点の間の変化を見たり(Kroger,1988;　Waterman,　Geary,&

Waterman,1974;　Waterman　&Goldman,1976)､大学のすべての学年にわたる変化を測定し

ており(Goossens,1995;加藤,1989)､特定の学年に関心を持っているわけではない｡第

3章で触れた､進路探求とアイデンティティ探求の相互関連を検討した高村(1997)の縦

断研究は､数少ない例外である｡

　青年期発達に関する他の研究領域では､この問題に着目した研究が少数ながら見られる｡

溝上･尾崎(2001)は､大学生の将来展望の研究で､学年の文脈がどのような意味を持つ

のかを検討している｡彼らは､大学のそれぞれの学年には､いくつかの重要な転機が含ま

れていると考えている｡こうした視点は､青年期発達の研究の中でも､大学生を大学とい

う文脈の中でとらえ､その固有の発達的な課題を明らかにする｢大学生心理学｣(都筑,

1996)という新しい分野の構想とつながる｡

　臨床心理学の領域では､学生相談室に来談する学生の特微を踏まえて､大学における卒

業期(卒業までの1年間)の意味が指摘されている(鶴田,1994)｡この研究によると､

進路決定の前後に来談する事例が多く､それらの青年は､進路決定を通して大学生活を振

り返り､まとめる作業を行っているという｡とくに､現実生活の諜題と内面の課題を結び

つけて理解することが自己探求を推し進める原動力となっているようであった｡

　以上のように､大学時代の特定の時期に焦点を合わせ､その時期に特有の要因を考慮し

て行われた青年期発達研究は多くないが､それらの研究は､大学という文脈､あるいは大

学の学年という文脈の持つ意味を重視し､明らかにしようと試みている｡本研究は､これ

らの研究と一致する視点を持つものとして位置づけられる｡

　第3章では､3つの領域(職業､友情､デート)と性役割が､異なる変化の特微を示し

ていた｡女子青年にとって職業と性役割が重要であることはこれまでの研究でも指摘され
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ていたが(Kroger,1988;　Waterman,　1993参照)､本研究では､対人関係領域である友情と

デートにおいても､関係性の高いレベルヘの移行が示された｡これまで､友情とデートは､

高校生を対象に検討されてきたので(CooPer&Grotevanl,1987;　Thorbecke　&Grolevant,

1982)､本研究の知見は､これらの領域が女子大学生にとっても意味ある領域であること

新たに示したといえる｡

　一方､性役割において､少数ながら関係性の低いレベルヘの移行を示す対象者が目立っ

ていたという結果は､予測していないものであった｡この結果は､大学3年生から卒業ま

での時期の女子における性役割の重要性に疑問を投げかけるかもしれない｡実際､第3章

でも述べたように､本研究で使用した質問項目が大学生に十分に適合しない可能性が残さ

れている｡しかし､低いレベルヘ移行した対象者の一部からは､女性の人生の選択肢の多

様化と､その一方で根強く残る伝統的な制約に直面するという､日本の女性に特有のアイ

デンティティの問題(岡本,1999;岡本･松下,1994)が示唆された｡このことは､性役割

が､他の3つの領域とは違う意味で重要であるかもしれないことを意味する｡

　全体として､就職活動という人生の節目をはさんで関係性のレベルの変化を検討したこ

とにより､女子大学生のアイデンティティ形成を､彼女らが置かれた状況との関連で理解

することができた｡このことは､最近の青年期発達研究における社会的文脈への関心(例

えぱGrolevanl,1987;　Phinney　&Goossens,1996;　Steinberg,　1995)に対する､ひとつの貢献

であると考える｡

第4節　個人的･文脈的要因との関連から見た個人の変化プロセス

　第4章､第5章では､同一個人内における関係性のレベルの変化プロセスを検討した｡

具体的に､第4章では安定した軌跡を示す個人､第5章では重要な変化を示す個人に着目

した｡このように､関係性のレベルの変化プロセスについて､いくつかの特微的な経路を

同定したことは､青年期発達の多様な経路と軌跡を重視する研究の動向に一致する

　(Compas　el　al,　1995;久世,1995参照)｡

　個人内の変化プロセスに注目したことは､これまでの縦断研究の多くとは異なる重要な

点である｡これまでの縦断研究には､大学生を対象にしたKroger(1988)やWaterman　el　a1.

　(1974)の研究など(Waterman,1993参照)､成人期を対象としたMarcia(1976)やJosselson
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　(1987,1996)の.研究などがある｡これらは､アイデンティティ･ステイタスの変化を集

団のレベルでとらえている｡しかし､個人内の動きを検討した研究は少ない｡　Kroger　(1996)

は､アイデンティティの個人内の変化に関する研究は､発達レベルの上昇や下降といった

変化パターンの頻度という観点から見た変化の軌跡だけではなく､それらの変化の軌跡と

個人的･社会的文脈との関連を理解することを可能にすると指摘している｡

　他方､縦断研究ではないが､アイデンティティの個人内の変化に関心を持つ研究がある｡

これらについては､第5章で述べたとおりである｡あらためて整理すると､モデルとして

は､Whitbourne(1986)の｢アイデンティティ･プロセス･モデル｣､Kerpelman　el　al.　(1997)

の｢アイデンティティ･コントロール･セオリー｣がある｡前者はPiaget理論を基にし

て､アイデンティティの発達は､同化と調節のプロセスを通して起こると主張している｡

後者は､サイバネティックスに基づいて､青年期のアイデンティティ発達を､対人的な

フィードバックと自分自身のアイデンティティとを照らし合わせてアイデンティティを制

御するプロセスとしてとらえている｡　2つのモデルは､鍵となる概念に違いはあるが､ア

イデンティティを支持するあるいは脅かす体験と､アイデンティティの安定あるいは変化

との間のサイクルを描いている｡

　しかし､これらのモデルに基づいたり､同じようなサイクルを想定した実証研究は､き

わめて短い時間に見られるサイクルを扱っていたり(KerPe】man&Lamke,1997;　KerPelman

&Smith,1999)､成人期の回想的な事例研究であったり(Kroger,1993)､一時点における

相関的な調査から変化の可能性を推測している(Stephen　et　al.,1992)｡そのため､本研究

が焦点を合わせた､青年期後期の一定の期間における個人内の変化を実際に追跡した研究

ではない｡ごく最近になって､アイデンティティに関する学会であるSociely　for　Research　on

ldentity　Formation　において､アイデンティティの個人内の変化と個人的･文脈的要因との

関連を解明する縦断研究の必要性が提起され､検討が始められつつある段階である(Kroger

el　al･,　2001)｡今後､こうした視点からの研究の成果があらわれると予測され､第4章､

第5章の結果も､この動向のひとつとして位置づけられるのではないだろうか｡

　第4章､第5章では､個人における関係性のレベルの変化(安定した経路と重要な変化

を示す経路における変化)を､個人的･文脈的要因との関連で明らかにした｡見いだされ

た要因の大半は､対象者である女子大学生にとってきわめて身近なものであった｡しかし､

関係性のレベルの移行に対する要因の役割はそれぞれ異なり､その間に関連が見られる点

は重要である｡　2つの章の結果を総括すると､関係性のレベルの変化プロセスに関して､
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次のような全体像を考えることができる｡

　まず､先行研究で指摘されてきたように､アイデンティティ形成に対する家族という文

脈的要因は重要である｡どのような意味で重要であるかについて､本研究の結果は､青年

期までに繰り返されてきた日常的な親子の葛藤をどのように認識し､それに対応してきた

かということが､青年期にわたって意味を持ち続けると示唆している｡すなわち､青年期

までの経験によって獲得した認識の力が､自己と他者の視点を認識し､関係の表象を協応

させるための､きわめて基本的な要因となっている可能性がある｡

　親子関係において異なる経験をしてきた青年は､第3章で見いだされたように､進路決

定に関するさまざまな作業や､日常生活の中で関わる友人や恋人との関係の変化など､大

学生活という文脈で提供される変化の契機を体験する｡この体験を受け止めて関係性のレ

ベルの移行のプロセスを促進するのは､“青年の個人的かつ内的な行為"と“青年と他者

との相互作用"である｡関係の表象を構築し協応させるために､青年の内的な行為として

の認識の力は非常に重要であるが､それだけではプロセスは進展せず､他者との相互作用

が必要である｡青年は､他者からの働きかけにさまざまなじかたで対応し､そのことによっ

て､自己と他者の関係の認識は明確になっていく｡ここでは､他者との関係の中で起こる

感情も重要な役割を果たしていると見られる｡

　さらに､こうした他者との相互作用のあり方は､青年を取り巻く社会･文化的文脈との

関連で､特微的な姿を示す可能性がある｡本研究の結果は､女性のアイデンティティ形成

には､社会から期待される他者との関係のあり方が反映されるという特微が(例えば

Gmigan,1982/1986リosselson,1973;　Skoe,　1998)､日本の女子青年においてはとりわけ顕著

にあらわれていることを示唆するからである｡青年にとって身近な関係の文脈の中に､よ

り大きな文脈の問題が反映されている｡

　以上のような､関係性のレベルの変化プロセスに関する全体像は､多層的な発達の文脈

を考慮し､それらの間の相互作用を重視する最近の青年期に関する発達のモデル(例えば

Lerner,1996;　Lerner&Lerner,1999;　Mascolo　&Fischer,1999)を実証的に支持する結果であ

るといえよう｡
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　本研究は､関係性の観点から見たアイデンティティ形成のプロセスについていくつかの

実証的な証拠を提出することができた｡しかし､この分野の研究は始まったぱかりである

ため､課題は少なくない｡

　第1に､対象者が比較的少数で､特定の大学･学部に在籍しているため､結果の一般化

には注意を要する｡とくに､本研究に参加した教育学部の学生は､一般に講義などを通し

て心理的発達や個人の特微について学ぶ機会が多いため､他学部の学生よりも自身の関係

性を明確に認識している可能性がある｡したがって､今後も他の対象者による検討を続け､

知見を積み上げる必要がある｡

　第2に､本研究のみからは､関係性のレベルの構成概念妥当性が十分に確立されていな

い｡関係性のレベルは､アイデンティティ探求のひとつの側面に焦点を合わせている｡し

たがって､アイデンティティ探求の他の側面､例えば､アイデンティティ･ステイタス

　(Marcia,1966)やアイデンティティ･スタイル(Berzonsky,1989)との関連を検討する

ことが求められる｡また､レベルをより精緻化するために､心理測定的に頑健な社会的認

知発達に関する尺度との関連を検討することも必要であろう｡

　第3に､関係性のレベルにおける発達とは何かという問題を検討する必要がある｡関係

性の6つのレベルは､社会的認知発達のレベルを組み込んで設定されているので､高いレ

ベルであるほど自己と他者の関係の認識が洗練されていると見る｡しかし､すべての青年

が秩序だった順序でレベル1からレベル6に向かって変化していくわけではなく､多様な

変化の軌跡を想定することができる｡本研究は､このうちの限られた軌跡について検討し

ているため､発達のモデルの全体像を提示するだけの十分な情報が得られていない｡

　この問題を検討するために有効なアプローチのひとつは､関係性のレベルにおける退行

の意味を検討することであると考える｡実際､第3章の結果が示すように､ある対象者に

おいては､高いレベルから低いレベルヘの移行が起こっている｡アイデンティティ･ステ

イタスにおける退行について理論的に検討したKroger(1996)は､退行にはいくつかの

種類があり､さらなる発達を遂げるために一時的に低いアイデンティティ･ステイタスに

移行し､新たなアイデンティティを模索する場合もあると指摘している｡また､社会的認

知発達のレベル(Selman&Demoresl,1984)､表象のレベルの発達(Fischer&Grano11,1995)

に関する研究は､これらのレベルは必ずしも直線的･一次元的に発達するのではなく､諜
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題の状況に応じて個人が異なるレベルで機能することを見いだしている｡通常はあるレベ

ルで機能している個人が､特定の状況ではより高いレベルで機能し､再び通常のレベルに

戻るといった変化もあるのかもしれない｡関係性のレベルの｢進歩｣(progression)だけ

ではなく退行も含めて変化を検討することで､関係性のレベルにおける発達について､よ

り正確な姿を理解することができるのではないだろうか｡

　進歩と退行の観点から関係性のレベルの発達を検討する場合に､青年期のアイデンティ

ティ形成が問題となっている臨床事例の治療過程を検討することも有効と考える｡健康度

の比較的高い臨床事例においては､治療者との関係を通して､親を中心とする他者との関

係の認識を変化させていくプロセスが展開される(杉原,2001　;　高野,1998)｡その変化

の期間は数年にわたることが多く､その途上では既存のアイデンティティが危機に陥るこ

ともしぱしぱ見られる｡洽療過程を詳細に検討することは､進歩と退行のダイナミクスを

理解する助けとなるかもしれない｡

　この問題に対する別のアプローチは､関係の表象の発達的な変化を数理モデル化するこ

とである｡こうしたアプローチは､本研究とかけはなれたアプローチのように見えるかも

しれない｡しかし､最近､ダイナミック･システムズ･アプローチ(van　Geerl,　1994)を

適用して､自己やアイデンティティの発達をコンピュータによりシミュレーションする試

みが始まっている(Fischer&Kennedy,1997;　Kunnen　&Bosma,1994,2000)｡現在のところ､

これらの研究は､扱えるシステムが比較的単純で､扱える時間も比較的短いものに限定さ

れている｡そのため､この方法を比較的長期にわたるアイデンティティの発達に適用でき

る状態には至っていない｡しかし､さまざまな研究領域でこの方法を適用した研究が試み

られており(Bosma&Kunnen,2001参照)､その成果が積み上げられていけば､現実の青

年に起こりうる非直線的･多次元的な変化を解明する有効な道具となっていくかもしれな

い｡

　最後に､第1章で述べた本研究の意義との関連から見た､今後の方向性を述べる｡本研

究の第1の意義は､関係性の問題がアイデンティティ形成の重要な側面であることを確認

し､それによって､男性と女性のアイデンティティを個人内領域と対人関係領域に2分す

るのではなく､両者を共通の見地から検討する基盤を作ることであった｡実際､本研究は､

いずれの領域においても関係性のレベルを設定し､女子青年の特微を把握することができ

た｡したがって､今後は男子青年についても検討し､女子と男子の共通点と相違点を明ら

かにする必要がある｡
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　本研究の第2の意義は､身近な他者との関係の文脈におけるアイデンティティ形成を検

討することによって､より大きな文脈の問題に迫る手がかりを得ることであった｡これに

ついて､本研究では､第2章から第5章のすべてにおいて､身近な他者との関係の文脈の

中に､女性をとりまく社会･文化的文脈の問題が入り込んでいる様子が示された｡具体的

には､アイデンティティ探求の途上で自己と他者の間の直接的な対立や交渉を避けること､

その結果として､交渉ではなく自己吟味で解決を図ること､さらに､社会の性役割の現実

に直面してアイデンティティ形成を保留せざるを得ないことが示唆された｡こうした仮説

的な解釈を検証するためには､より大きな社会的文脈を考慮するとともに､文化心理学的

な視点を持った研究を行う必要があると思われる｡

　以上のような検討を重ねることにより､関係性の観点から見たアイデンティティ形成の

理論の構築が期待される｡
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　本研究は､青年期におけるアイデンティティ形成のプロセスを明らかにするために行わ

れた｡その際､集団としての青年だけではなく､個としての青年に迫ることに注意が払わ

れた｡また､アイデンティティ形成を､他者とは異なる独自な自己の確立としてだけでは

なく､自己と他者の関係のあり方という観点からとらえてきた｡その結果､従来の青年心

理学が強調してきた､哲学的な人生の問いにひとり悩む古典的な青年だけではなく､今こ

の時代を軽やかに生きる身近な青年も含めて､多様な青年期発達の姿を提示することがで

きたのではないかと考える｡ただし､本研究は､関係性の観点から見たアイデンティティ

形成の研究の第一歩であるため､これから取り組むべき課題が多く残されている｡この分

野の研究は始まったぱかりであり､それだけに今後の発展の可能性も大きいと信じている｡

　本研究を進めるにあたり､多くの方々のご指導と励ましをいただいた｡まさに､｢関係

性｣の中で行うことのできた研究であると実感している｡

　大学院時代からの指導教官である蔭山英順先生には､研究の全体的な構想から心理的な

サポートに至るまでお世話になった｡とりわけ臨床心理学の立場から､青年期の多様な発

達を見ることの重要性を教えていただいたことを深く感謝いたします｡久世敏雄先生(現

在､愛知学院大学)には､修士論文の副査をお引き受けいただいて以来､青年期発達研究

の最新の動向に基づくご指導をいただいた｡本研究の理論的な枠組みは､先生のご見解に

負うところが大きく､大変感謝しています｡村上隆先生には､膨大な面接データの要約

のしかたについてご指導いただき､梶田正巳先生には一刻も早く本論文を仕上げるように

励ましていただいたことを感謝いたします｡落合正行先生(追手門学院大学)には､認知

発達の立場から有益なご示唆をいただいたことを感謝いたします｡

　高井次郎先生､長峰伸洽さん､高村和代さん､小塩真司さんには専門的知識の提供を､

北川喜子さん､野崎あゆみさんには研究の補助をしていただいたことを感謝いたします｡

また､石原麗子さん､林秀治さん､森本大輔さんには本論文の校正をしていただいたこ

とをお礼申し上げます｡

　本研究を進める大きな原動力となったのは､国内外のアイデンティティ研究者との交流

と議論である｡とくに､1994~1995年にかけてイギリスランカスター大学へ留学し､そ

こを拠点として欧米のアイデンティティ研究者と出会ったことは､筆者に強いインパクト
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を与えた｡アイデンティティ研究者に共通する､青年に真摯に向き合う姿勢に触れ､筆者

も世界の研究者とともにアイデンティティ研究の知見を積み上げたいと強く思うように

なった｡ひとりひとりのお名前をあげることはできませんが､これらの先生方と出会うこ

とができたことを感謝します｡

　さらに､調査に参加してくださった女性の皆さんに謝意を表します｡これらの女性たち

の､時に熱く､時に淡々と語られる青年期の物語に胸を打たれることも少なくなかった｡

皆さんの今後の人生が､自分らしく充実したものであることをお祈りします｡

　最後に､筆者をいつまでも心配し､暖かく見守ってくれる両親と､研究と精神面の両方

で多大なサポートをしてくれた義父杉村健と夫杉村伸一郎に心より感謝します｡

　なお､本研究の一部は､1993年度文部省科学研究費補助金奨励研究(A)(課題番号

05710104)､1998~1999年度文部省科学研究費補助金奨励研究(A)(課題番号10710069)

の助成を受けました｡

2001年12月13日

杉村　和美
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関係性の観点から見たアイデンティティ探求をとらえるために

　　　　　　拡張されたアイデンティティ面接

付録　144

教示

　私はこれからあなたが4つの話題について今考えていることをお尋ねしようと思います｡4

つの話題とは､職業､友情､デート､男性と女性の役割です｡これらの質問には正解や間違っ

た答えはありません｡私はただこれらの問題についてあなたがどのように考えているのかを知

りたいだけです｡

　あなたのお話の内容を間違いなく記録するために録音を行いますが､ご了解いただけますか｡

あなたのお話した内容は､厳しく秘密を守られます｡私ともう1名ないしは2名の専門家だけ

がこのテープを聞きます｡

　始める前に何か質問はありますか｡

導入

何歳ですか｡

家族構成を教えてください｡

あなたのお父さんの最終学歴は｡

あなたのお母さんの最終学歴は｡

お父さんは今何をなさっていますか

お母さんは今何をなさっていますか

(職業は)｡

(職業は)｡

職業

1.将来の職業についてはどのように考えていますか｡専攻をどのようにいかすつもりですか｡

　　*[職業についてまだはっきりとは考えていない場合には]漠然とでもどういう領域､種

　　類のことをしたいと思っていますか｡[特定の職業に就く気がない場合には]職業に就くと

　　いうことをどう考えていますか｡

2.

3.

4.

5

*1)

になろうということはいつ頃決めましたか｡

になろうということを､どのようにして決めましたか｡

今までに何か他のものを考慮しましたか｡何を考慮しましたか｡その他には何を考慮しま

したか｡

**[探求の過程で､自他の欲求や考え方をめぐる対人的葛藤･自己内矛盾が確認された

場合､相手を確認したうえで､必要に応じて以下の追質問を行う](追質問:その人との

意見の食い違いやあなたの迷いの内容について､もう少し説明してください｡)

どのようにその問題を解決しましたか｡[まだ解決されていないなら]どのように解決を

試みていますか｡(追質問:その人との具体的なやりとりの例をあげてください､その時
あなたは何と言ったのですか｡あなたはその時､なぜそうしたのですか｡)2)

どんな人や体験があなたの将来の計画に主な影響を与えましたか｡[重要な他者のリスト

を提示]このリストを参考にしてください｡

**[他者が選択されたら]その人(たち)は､あなたが職業を決めていくうえで､どの
ような役割を果たしていると思いますか｡(彼らの存在は､あなたが職業を決めていくう

えでどのような意味を持っていますか｡)3)

の魅力はどういうところですか｡



6.

7

8.

9

*
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になろういうことについて､確信がもてなくなったことがありますか｡いつです

か｡なぜですか｡どのようにしてそれを克服しましたか｡[まだ克服されていないなら]

どのように解決を試みていますか｡

**この問題を考えるうえで(確信がもてなくなったきっかけや解決までの過程で)､ど

んな人や体験が影響を与えましたか｡[リスト提示]このリストを参考にしてください｡

　[他者が選択されたら]その人(たち)は､あなたが職業を決めていくうえで､どのよう

な役割を果たしていると思いますか｡(彼らの存在は､あなたが職業を決めていくうえで
どのような意味を持っていますか｡)3)

**[探求の過程で､自他の欲求や考え方をめぐる対人的葛藤･自己内矛盾が確認された

場合､相手を確認したうえで､必要に応じて以下の追質問を行う](追質問:その人との

意見の食い違いやあなたの迷いの内容について､もう少し説明してください｡その人との

具体的なやりとりの例をあげてください､その時あなたは何と言ったのですか｡あなたは
その時､なぜそうしたのですか｡)2)

たいていの親というものは､子どもに何になってほしいとか何をしてほしいとか期待して

いることがよくあります｡あなたの親は､あなたについてどのように期待していらっしや

るようですか｡

*それに対してあなたはどう感じていますか｡

ご両親はあなたが-になろうと考えていることについてどう感じていらっしやるよう

ですか｡

*それに対してあなたはどう感じていますか｡

**ご両親との間で職業について意見が食い違ったことはありますか｡どんなふうに｡

**[食い違いがある場合には]この意見の不一致は何らかの形で解決されましたか｡ど

のように｡[まだ解決されていないなら]どのように解決を試みていますか｡(追質問:

ご両親との具体的なやりとりの例をあげてください､その時あなたは何と言ったのです
か｡あなたはその時､なぜそうしたのですか｡2)

10.　もしこれらのことが困難になったら､あなたはどうしますか｡(計画を変える意志があり

　　ますか｡何かもっとよいものがあったら､計画を変えてもよいと思いますか｡)

11.**[関係性についての補足質問]今まで話し合ってきた職業の問題について､他にだれ

　　かから影響を受けたり､だれかと話し合うことはありますか｡[リスト提示]このリスト

　　を参考にしてください｡

　　　[他者が選択されたら]あなたが職業を決めていくうえでその人(たち)はどのような役

　　割を果たしていると思いますか｡(彼らの存在は職業を決めていくうえでどのような意味
　　を持っていますか｡)3)

友情

　(同性の友人か異性の友人かを明確にすること;可能なら両方について行なうこと｡もし両方
　　なら､行動または期待､あるいは両方が同性と異性で異なるかどうかを見極めること｡も

　　し対象者が友達がいないと主張したら､集団とともに社会的なことをするようなことがあ
　　るか､クラブに属するようなことがあるかを尋ねること｡過去についても追求すること｡)



1 あなたは1人2人の親友がいますか一一緒に多くの時間を過ごす人です｡

2.知り合ってからどのくらいになりますか｡

3. あなたがたは一緒にどんなことについて話し合いますか｡
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4.友達とはこういうものではくてはいけない､という大切なものは何ですか｡(友達と関係

　　を結ぶうえで大切なことや､付き合い方で大切なことなどです｡｢信用｣のようなものの

　　場合､その質の説明を求める｡)

5

6.

7

8.

9.

10

あなたの親友はあなたと似ていますか､それともあなたとは違いますか｡どんなふうに｡

**その親友は､あなたが先ほど話した友情の考え方を作り上げるうえで､どのような役

割を果たしていると思いますか｡(その親友の存在は､あなたが考えを作り上げるうえで
どのような意味を持っていますか｡)3)

友達とはどのようなものか､あるいはどのようにあるべきかというあなたの考えは以前､
例えぱ､あなたが中学生の時と同じですか｡どのように｡

**[もし違うなら､以下の質問を行う]変化したのはいつ頃ですか｡

その時､この問題についてどのくらい深刻に悩んだり考えたりしましたか｡

この問題はもう解決したと思いますか､まだ考えている最中だと思いますか｡[もう解決

したなら]どのように解決したのか教えてください｡何が解決の助けになったと思います

か｡[まだ解決されていないなら]どのように解決を試みていますか｡

**その時(考えが変わるきっかけや解決の過程において)､どんな人や体験が考え方の
変化に影響を与えましたか｡[リスト提示]このリストを参考にしてください｡

　[他者が選択されたら]あなたが友情についての考えを作り上げるうえで､その人(たち)

はどのような役割を果たしていると思いますか｡(彼らの存在は､あなたが考えを作り上

げるうえでどのような意味を持っていますか｡)3)

**[探求の過程で､自他の欲求や考え方をめぐる対人的葛藤･自己内矛盾が確認された

場合､相手を確認したうえで､必要に応じて以下の追質問を行う](追質問:その人との

意見の食い違いやあなたの迷いの内容について､もう少し説明してください｡その人との

具体的なやりとりの例をあげてください､その時あなたは何と言ったのですか｡あなたは
その時､なぜそうしたのですか｡)2)

もしあなたの親友があなたが変わらないようないくつかの点で変わったら､あなたはそれ
でもなお友達でいますか｡(例えば･･･)

あなたのご両親はあなたが友達と一緒にいることをうながしますか｡(追質問:あなたの

友達はどのくらいよくあなたの家に来ますか｡)

あなたのご両親はあなたがどんな友達を持つべきだと考えていますか｡

ご両親は今あなたの友達についてどのように考えていますか｡(追質問:ご両親は友達を信

用していますか､好きですか､あなたが彼らと一緒に過ごすことをうながしますか､あな
たの友達のことを知ろうと努めていますか)

11.　あなたとご両親は今までに､あなたの友達が責任感があるかとか常識があるかどうかといっ

　　たことについて意見が合わなかったことがありますか｡
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12.あなたは今までにご両親が賛成しないような友達関係を始めたり続けたりしたことがあり
　　ますか｡

13.この意見の不一致は何らかの形で解決されましたか｡どのように｡(**追質問:ご両親と
　　の具体的なやりとりの例をあげてください､その時あなたは何と言ったのですか｡あなた

　　はその時､なぜそうしたのですか｡)2)

14.　**[関係性についての補足質問]これまで話し合ってきたような友情についての考え方
　　について､他にだれかから影響を受けたり､だれかと話し合うことはありますか｡[リス

　　ト提示]このリストを参考にしてください｡

　　[他者が選択されたら]あなたが友情についての考えを作り上げていくうえで､その人(た

　　ち)はどのような役割を果たしていると思いますか｡(彼らの存在は､あなたが考えを作

　゛り上げるうえでどのような意味を持っていますか｡)3)

デート

　(もしデートの経験がなかったり､デートについて討論することに気が進まない場合は､想定

　　　的な質問､例えぱ｢もしあなたがデートをするなら･･･｣､｢デートでは､どこに行く

　　　かについてはだれが決めるべきだと思いますか｣などに変えること｡)

1

2
　
　
　
3

4.

5.

6.

7.

8.

あなたは時々デートをしますか一彼と会ったり一緒に何かすることです｡何度くらい
しますか｡

デートでどこへ行くかとか何をするかということはだれが決めますか｡

食事や入場料やその他の費用はだれが支払いますか｡

もしデートでテニスやボーリング､あるいはトランプのような競い合うゲームをすると

したら､あなたは勝つことに対してどう思いますか｡

あなたはデートの相手に何を求めますか｡

それはあなたがデートをし始めてから変わってきましたか｡どのように｡

**[デートの経験がない場合には]あなたがこのように考えるようになったのには､

どんな人や体験が影響を与えましたか､あるいはあなたはこの問題についてだれかと話

し合うことはありますか｡[リスト提示]このリストを参考にしてください｡

　[他者が選択されたら]あなたがデートについての考えを作り上げるうえで､その人(た

ち)はどのような役割を果たしていると思いますか｡(彼らの存在は､あなたが考えを作

り上げるうえでどのような意味を持っていますか｡)3)

**[探求の過程で､自他(恋人を含む)の間で欲求や考え方をめぐる対人的葛藤･自

己内矛盾が確認された場合､相手を確認したうえで､必要に応じて以下の追質問を行う]

　(追質問:その人との意見の食い違いやあなたの迷いの内容について､もう少し説明し

てください｡その人との具体的なやりとりの例をあげてください､その時あなたは何と
言ったのですか｡あなたはその時､なぜそうしたのですか｡)2)

それはあなたが友達に求めるものと比べてどうですか｡

デートの相手がどのような性質を持っていたら嫌ですか｡



9

10.

11.

12.

13.

14.

15
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それはあなたがデートをし始めてから変わってきましたか｡どのように｡

　[デートの経験がない場合には]あなたがこのように考えるようになったのには､どん

な人や体験が影響を与えましたか､あるいはあなたはこの問題についてだれかと話し合

うことはありますか｡[リスト提示]このリストを参考にしてください｡

**[他者が選択されたら]あなたがデートについての考えを作り上げるうえで､その

人(たち)はどのような役割を果たしていると思いますか｡(彼らの存在は､あなたが考

えを作り上げるうえでどのような意味を持っていますか｡)3)

**[探求の過程で､自他(恋人を含む)の間で欲求や考え方をめぐる対人的葛藤･自

己内矛盾が確認された場合､相手を確認したうえで､必要に応じて以下の追質問を行う]
　(追質問:その人との意見の食い違いやあなたの迷いの内容について､もう少し説明し

てください｡その人との具体的なやりとりの例をあげてください､その時あなたは何と

言ったのですか｡あなたはその時､なぜそうしたのですか｡)2)

あなたがデートに関して従っている他の基準や習慣となっているルールは何ですか｡

(先ほどあなたは､自分はいつも を好むと言いました､それがデートについての

ルールや基準です｡他のものは考えられますか｡)

あなたのルールはあなたの友達に対するルールと比べてどうですか｡

あなたはそれらのルールや基準をデートをし始めてから変えましたか｡もしそうなら､

それらの変化がどんなことを引き起こしましたか｡

**[デートの経験がない場合には]あなたがこのように考えるようになったのには､

どんな人や体験が影響を与えましたか､あるいはあなたはこの問題についてだれかと話

し合うことはありますか｡[リスト提示]このリストを参考にしてください｡

　[他者が選択されたら]あなたがデートについての考えを作り上げるうえで､その人(た

ち)はどのような役割を果たしていると思いますか｡(彼らの存在は､あなたが考えを作

り上げるうえでどのような意味を持っていますか｡)3)

**[探求の過程で､自他(恋人を含む)の間で欲求や考え方をめぐる対人的葛藤･白

己内矛盾が確認された場合､相手を確認したうえで､必要に応じて以下の追質問を行う]

　(追質問:その人との意見の食い違いやあなたの迷いの内容について､もう少し説明し

てください｡その人との具体的なやりとりの例をあげてください､その時あなたは何と
言ったのですか｡あなたはその時､なぜそうしたのですか｡)2)

あなたのご両親は､今まであなたがデートした相手にがっかりしたことがありますか｡

　[あるとすれば]いつですか｡なぜですか｡

この意見の食い違いは何らかの方法で解決されましたか｡どのように｡(**追質問:
ご両親との具体的なやりとりの例をあげてください､その時あなたは何と言ったのです
か｡あなたはその時､なぜそうしたのですか｡)3)

これまで話し合ってきたルールや基準のうち､関係を維持するために話し合ったり､変

えてもよいと思うものはありますか｡(場合によっては､ルールや基準を変える意志が

ありますか｡)

性役割

1.　　男性と女性は考え方や振るまい方､他の人と一緒に行動するしかたが根本的に異なると

　　　考えている人たちがいます｡あなたは男性と女性は異なると思いますか｡どのように異



2.

3
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なると考えますか｡

男性はしばしぱ強い目標を持ち､力強く直接的である存在として考えられます｡あなた
はこのように行動する女性についてどう感じますか｡あなたはこのように行動する女性

をだれか知っていますか｡

女性はしぱしぱ自分の感情や情動を友達に開放的に表現する人として考えられます｡あ
なたはこのように行動する男性についてどう感じますか｡あなたはこのように行動する

男性をだれか知っていますか｡

結婚した夫婦が家庭での用事や役割をどうこなすべきであるとあなたが考えているかを知りた
　　　いと思います｡

4
　
　
　
″
3

6.

7

8.

9

だれが小さな子ども(乳児や学齢前の子ども)を世話すべきですか｡

だれが金銭的な面で家族を養うべきですか｡

自動車や家を買うといった主な決定はどのようになされるべきですか｡一人だけがお金

を稼いでいたらどうしますか｡

あなたのご両親は､私たちが今話し合ってきたそれぞれの家族の責任をどのようにこな

していますか｡

この問題に関するご両親のやり方や考え方はあなたにどのような影響を与えましたか｡
　(あなたはこの問題について､ご両親と話し合いますか｡)3)

**この問題についてご両親と意見が食い違ったり､ご両親に対して反発したことはあ

りますか｡[あるとすれば]いつですか｡なぜですか｡

この意見の食い違いは何らかの方法で解決されましたか｡どのように｡(追質問:ご両親

との具体的なやりとりの例をあげてください､その時あなたは何と言ったのですか｡あ
なたはその時､なぜそうしたのですか｡)2)

あなたは､あなたの回答が違ったものとなるような場面があると思いますか｡(今はこ

のように答えたけれども他の場面では違った回答をするかもしれない､ということです｡
どのくらいあなたの考えが強いのかを知りたいのです｡)どんな場面ですか｡

**これまで話し合ってきたような男性と女性の役割について､あなたはこれまでに疑

問を感じたことがありますか､あるいはこの2､3年で考え方が変わってきましたか｡
　[あるとしたら]いつですか｡どのようなことを疑問に思ったのですか､あるいはどの

ように考え方が変わったのですか｡
なぜですか｡(何がきっかけですか｡)

その時､この問題についてどのくらい深刻に悩んだり考えたりしましたか｡

この問題はもう解決したと思いますか､まだ考えている最中だと思いますか｡

　[もう解決したなら]何が解決の助けになったと思いますか｡どのように解決したのか

教えてください｡[まだ解決されていないなら]どのようにこ解決を試みていますか｡

この問題を考えるうえで(疑問･変化のきっかけや解決の過程で)､どんな人や体験が影

響を与えましたか｡[リスト提示]このリストを参考にしてください｡

**[他者が選択されたら]その人(たち)は､あなた男性と女性の役割についての考

え方を決めていくうえで､どのような役割を果たしていると思いますか｡(彼らの存在は､
あなたが考えを決めていくうえでどのような意味を持っていますか｡)3)



10.

11.
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**[探求の過程で､自他の欲求や考え方をめぐる対人的葛藤･自己内矛盾が確認され
た場合､相手を確認したうえで､必要に応じて以下の追質問を行う](追質問:その人と

の意見の食い違いやあなたの迷いの内容について､もう少し説明してください｡その人

との具体的なやりとりの例をあげてください､その時あなたは何と言ったのですか｡あ
なたはその時､なぜそうしたのですか｡)2)

**[関係性についての補足質問]これまで話し合ってきた問題について､

から影響を受けたり､だれかと話し合うことはありますか｡[リスト提示]

を参考にしてください｡

他にだれか

このリスト

　[他者が選択されたら]あなたが男性と女性の役割についての考え方を決めていくうえ

で､その人(たち)はどのような役割を果たしていると思いますか｡(彼らの存在は､

考え方を決めていくうえでどのような意味を持っていますか｡)3)

あなたは､男性と女性の役割についての自分の考えがこれから2､3年の間変わらない
と思いますか､あるいは変わると思いますか｡

　ありがとうございました｡

　何か言い残したことはありませんか｡何か新しいことを考えている自分に気づきましたか｡

また､質問についてはどう思いましたか｡

注. Time　2､Time　3においては､それぞれTime　l､Time　2と比較して各領域の関係性のレベ

ルに変化が見られた場合､各領域の最後で､｢前回の調査の時と比べて､ という点

が変わったように思われますが､このような変化に､何が最も影響を与えたと思います

か｣と尋ねた｡

1)*印は､Marcia(1966)､Marcia&Afcher(1993)､無藤(1979)の項目､**印は

　　本研究において新たに加えた項目､無印は､Grolevanl&Cooper(1981)のオリジナ

　　ル項目を示す｡

2)自己と他者の相互調整をとらえる一連の項目｡各領域での選択をめぐり､自己と他

　　者の間で意見･欲求の不一致･対立､自己の欲求･関心と他者からの期待の間のず

　　れなどが確認された場合に用いられた｡

3)探求のプロセスに関与した他者と彼らの機能を特定する一連の項目｡
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　付録2

　　　　　　　　　　　関係性のレベルの評定マニュアル

評定の概要

　この評定は､関係性の観点から見た探求の特微を把握するものである｡関係性とは､アイデ

ンティティ探求における自己と他者の関係の認識である｡具体的な行動としては､重要な人生

の選択･決定のプロセスにおいて､他者を考慮したり､利用したり､他者とネゴシエーション
することである｡関係性のレベルは､おおまかには､関係性をまったく持たないレベルから､

自己の視点に気づくと同時に他者の視点を内在化するレベルを経て､自己と他者の視点の間の
生じた葛藤や矛盾を相互調整によって解決するレベルまでを含む｡

基本的な概念の説明

　視点:それぞれの領域におけるアイデンティティの問題に対する見方｡具体的には欲求､考

え､意見など｡

　内省:他者との関係の｢何が､どのように｣自分の選択･決定に関わったのか､そのプロセ

スについての自分なりの理解や評価｡

　関係の表象:自己と他者との関係のあり方や､自分の選択･決定に対するそれらの意味を､
白分なり構成したもの｡

各レベルの定義

jど辿･

　重要な人生の選択･決定のプロセスにおいて､関係性をまったく持たない｡自己と他者の視

点を認識することができず､両者の間の関係の表象を持たない｡そのため､他者どの関係のあ

り方や､それが選択･決定にどう関連しているかを内省することができない｡

kご泣ユ

　重要な人生の選択･決定のプロセスにおいて､関係性が乏しい｡自己と他者の視点を曖昧に

しか認識しておらず､状況によって容易に変化する“今･ここで"の即物的な関係の表象しか

持たない｡そのため､状況が変われぱこれらの視点や関係の表象は消えてしまう｡他者との関

係を多少とも認識しているが､それが選択･決定にどう関連しているかという点になると内省
が乏しい｡

jご辿ユ

　重要な人生の選択･決定のプロセスにおいて､他者からの影響のみで選択･決定が行われて

いる｡関係の表象は構成されているが､それは理想化されたり､モデルであったり､同一視の

対象であるような特定の他者を中心とする｡自己の視点もその他者のコピーである｡他者の強

い影響を受けていることを内省できる場合もできない場合もある｡

レベル4

　重要な人生の選択･決定のプロセスにおいて､他者との関係性を十分に持つ｡自己と他者の

視点の両方を認識することができるが､両者の間の食い違いや､それを解決するための自己と

他者の間の相互調整は見られない｡幅広い他者を含む複数の関係の表象を持つ｡視点や関係の
表象が明確なので､他者との関係の何が､どのように選択･決定に関わったのか､そのプロセ

スを内省することができる｡

レベを_5

　重要な人生の選択･決定のプロセスにおいて､自己と他者の視点の間の食い違いを体験して

いる｡この食い違いはまだ解決された場合もされていないにも関わらず､自己と他者の間の相

互調整は見られない｡複雑な関係の表象を持ち､複数の表象の関係づけが可能になる｡ある表
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象を他の表象と比較検討するので､異なる視点の間の食い違いが起こるのである｡

七ベルa_

　重要な人生の選択･決定のプロセスにおいて､自己と他者の視点の間の食い違いを体験し､
両者の間の相互調整を通してそれを解決している｡具体的には､両方の視点を理解したり､ど

ちらか一方を選択する｡複雑な関係の表象を持ち､ある表象を他の表象と比較検討したうえで､
結びつけることができる｡

評定する際の留意点
全体的なこと

　ひとりの対象者においてこれらの側面の間にずれが見られる場合には､｢視点｣を優先して
評定する｡

　本研究における｢他者｣は､具体的な他者に限定する｡書物の中の人物や､特定できない一

般的な他者などは含まれない｡

　´こ　　る

　対象者が､追質問に対して､他者との関係の｢何が､どのように｣自分の選択･決定に関わっ

たのかを明細化する程度によって､以下の表のようにレベルを特定できると考えている｡

内省の基本的能力
(明細化の程度)

なし~貧弱 かなり~良好 良好~優秀

内省の自発的生起
(追質問がなくても明細化できる)

なし なし あり

内省の生起を誘発する試み

(追質問があれば明細化できる)

無効 有効 不必要

レベル 1･2 3･4 4以上

　これは､F】avel1,Mmer,&Mmer(1993)の記憶ストラテジーの典型的な発達過程を参考にし
ている｡ただし､レベル2では､回答が明らかに即物的な関係性を示す場合には(例えば､

　｢-が嫌だったので､だから嫌だと思った｣)､追質問を重ねても明細化されないので､面

接者の判断で追質問を打ち切った場合もある｡

レベル　の　　|こ　　る　　　゜レベル3と4の　`‘“‘こついて

　レベル4の対象者は､自己の視点を認識し､そのうえで他者の視点を選択･決定のために利

用する｡あるいは逆に､選択･決定のプロセスにおいて他者の視点を利用しながら､自己の視

点を明確にしていく場合もある｡これに対してレベル3の対象者は､自己の視点そのものがな

く､他者の視点がそのまま自己の視点として認識されている｡そのことに気づいている場合も

気づいていない場合もある｡

引用文献
　RaveU,J.　H･,　MilleらP.　H･,　&Miller,S.　A.　(1993).C昭?zjrjw　j即ε1叩脚四r(3rd　ed.).Englewood
　　　Cliffs,NJ:　Prentice-HaU.
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付録3

　　　　　　　　　　　　　　関係性のレベルの反応例

レベル1

　重要な人生の選択･決定に､だれも関与してないと述べる場合:

　　　　(男性と女性の役割に関するご両親のやり方や考え方は､あなたにどのような影響を与

　　えましたか)影響は…あんまり思いつかない…多分ないと思います｡(性役割)

　重要な人生の選択･決定が､白分の性格によるとか､元来そうであったからと述べる場合:

　　　　(あなたはデートの相手に何を求めますか)だいたいいろいろ決めてくれること｡(あ
　　なたがこのように考えるようになったのには､どんな人や体験が影響を与えましたか)やっ

　　ぱり自分の中で､そういうイメージがある｡(追質問を重ねる:そのイメージのきっかけ

　　は)ないです｡(デート)

　選択･決定そのものがない場合:

　　　　(あなたはデートの相手に何を求めますか)全然考えたことがない….(デートの相手

　　がどのような性質を持っていたら嫌ですか)別に何も｡(デート)

レベル2

　　“今･ここで"の選択･決定がなされている場合:
　　　　(どのような人や体験があなたの考え方の変化に影響を与えましたか)最近[親友と]

　　よくそういう話しをしているから､そう思っただけ｡(友情)

　関係性への言及はあるが､明細化が乏しかったり､非常に抽象的･一般的な場合:
　　　　[友情についての考え方は]結構変わってきてる….(追質問を重ねる:どのように)….

　　2年生の終わりか､その頃になって人に対する興味が出てきて､それでかなあとも思うん

　　ですけど｡(友情)

　選択･決定に対して特定の他者の影響があると述べるが､レベル3のような明確な理想化が
ない場合:

　　　　(どんな人や体験があなたの将来の計画に主な影響を与えましたか)母親の影響は強い

　　です｡(どんな影響ですか)母親は[私が]小さい頃は仕事はしてなくて‥‥[自分も]

　　何となく主婦になりたいとか､子どもとか育てたりしたいとか思った｡｣(職業)

レベル3

　重要な人生の選択･決定について､理想化された特定の他者の影響を繰り返し述べる場合:

　　　　(男性と女性の役割に関するご両親のやり方や考え方は､あなたにどのような影響を与
　　えましたか)かなり与えてます….[両親は]お互い理想的にやっていると思う‥‥[性

　　役割に関する自分の意見を両親に]｢こうじやない?｣って言うと｢そうだね｣って｡やっ

　　ぱり父や母がそうだねって言うと安心する｡(性役割)

　その領域における選択･決定に対する情報源が､特定の他者のみである場合:

　　　　[職業について父親が]応援[してくれ].‥知識を分けてくれ‥.情報をくれたり､
　　協力してくれる｡(職業)

レベル4

　幅広い他者との関係の中で自己の視点を明確化している場合:

　　　　(将来の職業はどのようにして決めましたか)ふとしたきっかけで母親が｢そういう仕

　　事があるよ｣と….それを聞いた時に､｢あ､これが合ってるのかな｣､｢これになりたい｣

　　と思った….先輩….研究会で知り合った人….いろんな考えを吸収する感じ….あ

　　まりひとりとかひとつのことだけで進めていくと偏ったものになるという気持ちがあるの

　　で､なるべく多くの人の話を聞くことで深められるかなと｡(職業)

　　　　(どんな人や体験があなたの将来の計画に主な影響を与えましたか)これぱっかりはだ

　　れの影響でもなく､自分で一生懸命考えた｡いろいろ迷うところは､母親とか父親とか､
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妹､友人[に]‥.話しはしてきたんですけど､それによって決められたというわけでは
なくて話しながら自分の気持ちを確かめて来たという感じ｡(職業)

レベル5

　自己と他者の視点が食い違った状態でとどまっている場合:

　　　　(男性と女性に役割について､あなたはこれまでに疑問を感じたことがありますか)母

　　がよく｢お前は女の子でしょ｣という言い方をする｡それに反発を感じつつも､そういう

　　考えに自分は縛られているんじやないか｡(性役割)

　自己と他者の視点の間の食い違いを体験し､相互調整を試みるがうまくいかない場合:

　　　　(あなたはデートの相手に何を求めますか)自分が追いかけるぱかりでなく､引っ張る

　　ような感じが欲しい….(あなたがこのように考えるようになったのには､どんな人や体

　　験が影響を与えましたか)最初はそれでも良かったんだけど…それでだけでは嫌になっ

　　て…[そのことをいつも彼に]言っているんですけど…向こうが口が達者なので､ちょっ
　　とかなわなくて｡(デート)

レベル6

　交渉(言語的･行動的に相手とやりとりする方法)によって相互調整する場合:

　　　　(友達とはこういうものではなくてはいけない､という大切なものは何ですか)以前は､

　　いろんな悩みを打ち明け合えるのが一番親しい友達かと思っていたけど､高校2年生の時
　　に親友とけんかしたんです‥‥[高校1年生の10月頃から]どちらも自分の本音を言わ

　　なくて､嫌な雰囲気になっていた….それで､初めて言葉で言ったんです….言葉で言っ

　　て初めて､ああやっぱり分かってくれるんだなって思った｡だから､友達というと本音で

　　言い合えるということです‥‥で､欠点を指摘してくれるのが親しい友達‥‥(そのけ

　　んかをどのように解決したのですか)｢今までずっとイライラしてた｣とか‥.｢何であの

　　時無視したの｣とか…[お互いに]いろいろ言っているうちに､｢でもいつも一緒にいた

　　よね…　これからも一緒にいたい…やっぱりあんたが一番そぱにいるんだ｣って｡ひと

　　とおりやって､泣いて､すっきりした感じになって｡(友情)

　自己吟味(自分の心の中で結論を出す方法)によって相互調整する場合:

　　　　(男性と女性の役割について､あなたはこれまでに疑問を感じたことがありますか)兄

　　と話していて….私は仕事を続けたいと思っているけど､もし本当に好きな人ができて､

　　その人と結婚したいと思った人が兄みたいな企業の人だった[ら]‥.私はどうするんだ

　　ろうと思って｡ずっと小さい時から夢に思ってきた教師になれたとして､それと結婚を天

　　秤にかける時に私はどっちに傾くのか…考えましたね….(そのあたりは解決しました

　　か)一般的な女性についてはどちらがよいのか分からない[が]…　自分について考える

　　と…職業に就きたい方が[結婚より]大きい｡(性役割)
　　　　(男性と女性の役割のの問題についてご両親と意見が食い違ったり､ご両親に対して反

　　発したことはありますか)一時[父の性役割に関する考え方が]すごい嫌だった….[私

　　の家庭はこれまで]けんかをしない家だったんです｡その時が初めて､父[の性役割観]

　　に対してはっきりと｢いけない｣と､初めてちやんとはっきりした[認識した]んじやな

　　いかと思う‥‥(この食い違いは何らかの方法で解決されましたか)就職活動[で]‥.

　　中小企業とかいろいろ見て､父が働いて稼いで家族を食わすことがどれだけ大変か…理

　　解を示せたんじやないか｡(性役割)

注. 反応例の中の｢.‥｣(ピリオド3つ)は文中の部分省略､｢‥‥｣(ピリオド4つ)は

文全体を1つ以上省略､[　　]内は筆者による補足である｡
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領域ごとの関係性のレベルの変化(N=31)

Time　l

　0

12

　3

y
り
　
O
　
O

I
O
　
加
　
0
　
0
″
　
ワ
″
　
O

つ
″
　
凹
　
1
　
7
　
1
　
0

2
　
8
　
7
　
9
　
5
　
0

Time　2

O
　
/
0
　
ワ
″
　
凹
　
{
z
‐
　
1

1
　
3
　
0
　
7
　
0
　
0

　
　
　
　
1
　
　
　
1

1
　
7
　
1
　
0
　
2
　
0

　
　
　
　
1
　
　
　
1

0
　
4
　
4
　
0
　
1
　
ワ
″

　
　
　
　
1
　
　
　
　
1

Time　3

　0

10

　1

18

1
　
1

{
Z
　
3

　
　
　
　
1

　0

15

1
　
0

　2

14

　0

13

0
　
2

O
　
{
5

　
　
　
　
1
{
ノ
″
　
0

　
　
　
　
1
1
　
0

付録　155



対象者

1
●●●〃●

2
1●〃●●

3

4
●●●●●●

5
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全対象者の評定値の変化(N=35)

　　　　　友情

TI　　T2　　T3

　2　　　2　　　2
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注.TI､T2､T3は､それぞれTime　1､Time　2､Time　3を､表中の数字は､関係性のレ
　　　ベル1~6を示す｡評定値に空白のある対象者は､第3章~第5章で有効データか

　　　ら除外された者である｡ただし､このうちN0.14とN0.33は､第2章では有効デー
　　　タに含まれている｡


