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第２章 社会的自立とライフスキル 

 

東京大学 大学院情報学環 助教授 本 田 由 紀 

 

 

要旨 

本章では，青少年の「ライフスキル」として，家事スキル，テクニカル・スキル（コンピュータス

キル及びコミュニケーションスキル），メンタル・スキル（ネガティブ志向・ポジティブ志向・有能

感）という３種６つのスキル指標を作成し，それらの規定要因と社会的「自立」に対する影響を検討

する。家事スキルは男性の社会的「自立」に対して有効性を発揮しているが，女性にとっては職業面

での「自立」と相反する関係にある。コンピュータスキルは，男女ともに教育達成に裏付けられてお

り，また職業的「自立」の手段としても機能しているが，家庭形成面での「自立」に対しては阻害的

な影響を持つ。コミュニケーションスキルは，青少年の各面での「自立」に対してプラスの働きを持

っており，それを形成するためには基本的な知的能力に加え，学校，家庭，地域などにおいて豊かな

人間関係を経験することが有益である。ネガティブ志向は青少年にとって相対的にマイナスの意味を

持つ変数であるが，男女ともに出身家庭からの「自立」や社会参加面での「自立」を促進する方向に

も働いている。このネガティブ志向は，出身家庭の親子関係に影響を受けている。ポジティブ志向も

多様な面での社会的「自立」に寄与しており，コミュニケーションスキルと同様に，学校や家庭，地

域における充実した経験がその形成にとって有効である。有能感は男女とも家庭からの自立や社会参

加という面での「自立」を促進するが，正社員という職業面での「自立」とは相反する関係にある。

以上の検討からは，特定のスキルは特定の面での社会的「自立」を促進するように機能するとともに，

ときにはスキルと「自立」あるいは社会的「自立」の各側面の間に，相互を阻害し合うような関係が

存在する場合もあることが見いだされた。他方で，現実の社会状況を将来的に変革していくためにラ

イフスキルの向上が役立つ可能性も考えられるため，スキル形成に資する社会制度や社会環境の整備

への取り組みが期待される。 

 

 

第１節 問題関心 

 青少年の社会的な「自立」に対して，どのようなスキルを身に付けていることが有効に作用するの

かを探ることを，本章は課題とする。職業人として一人前になるためにも，自分自身の家庭を形成す

るためにも，あるいは一市民として社会に主体的に参加するためにも，人々はそれぞれの役割を果た

す上で様々なスキルを必要とすると考えられる。逆に言えば，特定のスキルを十分に身に付けていな

いことが，青少年の社会的「自立」を妨げているおそれがある。そのような，青少年が「自立」した

生活を送るために必要とされるスキルを，ここでは「ライフスキル」と呼ぶことにする。本章では，

今回の「青少年の社会的自立に関する意識調査」の調査項目の中から，「ライフスキル」に含まれる
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と考えられるいくつかのスキルを指標化し，それらの水準がどのような条件によって左右されている

のか，またそれらが実際に青少年の社会的「自立」を促進する働きを持っているのかを検討する。 

 

第２節 青少年の「ライフスキル」 

１ 「ライフスキル」の構成要素とその指標化 

 ここでは「ライフスキル」の構成要素として，「家事スキル」，「テクニカル・スキル」，「メンタ

ル・スキル」という３つの側面に注目する。「家事スキル」とは，言うまでもなく，衣食住に関する基

本的な生活を維持するための様々な活動をどれほどしているか，できるかということを意味している。

「テクニカル・スキル」とは，情報機器の活用や対人的なコミュニケーションなど，職業場面を始めと

する多様な社会生活において役立つと考えられる具体的なスキルを意味している。そして「メンタル・

スキル」とは，個々人の性格面での傾向性，中でも何らかの意味での内面的な「強さ」を意味している。 

  調査結果の分析を行うためには，これらのスキルを表す指標を作成する必要がある。まず家事スキル

については，今回の調査票では「部屋の掃除」，「衣類の洗濯」，「食事作り」など８個の家事項目を

提示して「普段しているもの」をいくつでも選択してもらっている（青少年Q63）。この回答結果から，

「普段している」ことはその家事に関して一定のスキルが蓄積されているものと解釈し，「普段してい

る」家事の合計個数を家事スキルスコアとして用いる。ただし注意すべきは，この変数は「スキル」と

いうよりも個々人が置かれている状況から発生する家事の「負担」の多さを直接には意味しているとい

うことである。ふだんしていればスキルは高まるという上記の解釈は妥当であろうが，逆にスキルはあ

っても家事を担当しなくて済むという状況も可能性としては想定される。しかし一般的には後者のよう

な状況は少ないと考え，ここでは「普段している」家事個数を家事スキルの代理変数とみなすことにす

る。 

 またテクニカル・スキルについては，次のような手順で指標化を行った。今回の調査票では，「ａ．

パソコンやワープロで文書を作成する」「ｂ．インターネットで知りたい情報を集める」，「ｃ．自分

の意見を人に説明する」，「ｄ．よく知らない人と自然に会話する」，「ｅ．学校・会社や人との約束

に遅れずに行く」という５つの項目のそれぞれについて，どれほどできるかを３段階で尋ねている（青

少年 Q64）。その回答結果に対して，「うまくできる」＝３点，「何とかできる」＝２点，「できない

・やったことがない」＝１点というスコアを与え，主成分分析にかけたところ，表Ⅲ－２－１のような

結果が得られた。ここから，上記５項目の中でａとｂ，ｃとｄがそれぞれ親近性が強く，ｅはどちらか

といえばｃ・ｄに親近的であるがやや異質であることが読み取れる。そこで a・ｂのスコアの平均を「コ

ンピュータスキル」，ｃ・ｄのスコアの平均を「コミュニケーションスキル」と名付け，この２つをテ

クニカル・スキルの指標として用いる。尺度としての信頼性を示すクロンバッハのα係数は，コンピュ

ータスキルについては.8025，コミュニケーションスキルについては.6510である。 

 そしてメンタル・スキルの指標化の手順は次のとおりである。「何か仕事をするときは，自信をもっ

てやるほうである」，「人と比べて心配性なほうである」など16個の項目の中から自分に当てはまるも

のを多肢選択（青少年 Q65）で回答してもらった結果を，やはり主成分分析にかけた結果が表Ⅲ－２－
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２である。表に示したように，固有値１以上の主成分は３個抽出され，各項目の因子負荷量から，第１

主成分は不安感や失敗感などの「ネガティブ志向」，第２主成分は積極性，決断力などの「ポジティブ

志向」，第３主成分は能力・記憶力・知識・社会貢献力などに関する自信としての「有能感」と解釈さ

れる。各主成分を代表する項目（表中の灰色部分）はそれぞれ６個，６個，４個である。この３グルー

プの項目の中で回答者が選択している項目数を，上記３つの内面的特性のスコアとして用いる。なお「有

能感」のみ項目数が少ないため，他の２つと尺度をそろえるため選択項目数を 1.5 倍している。これら

３つの志向性の中で，「ポジティブ志向」と「有能感」は一種の精神的な「スキル」とみなすことがで

きるが，「ネガティブ志向」は「スキル」と呼ぶにはやや違和感がある。しかし，ネガティブ志向を構

成する諸項目の中身は，慎重さや真面目さ，自分に対する厳しさを意味していると解釈することもでき

る。また，他の２つと対比した分析を行うためにも，「ネガティブ志向」も含めてこれら３つを「メン

タル・スキル」と呼ぶことにしたい。 

 

第１主成分 第２主成分
「ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｽｷﾙ」 「ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙ」

パソコン等で文書作成 0.899 0.161
ネットで情報収集 0.897 0.164
意見を説明 0.156 0.815
自然に会話 0.062 0.835
約束に遅れない 0.140 0.431
固有値 2.161 1.099
説明される分散の％ 43.2 22

 

表Ⅲ－２－１　テクニカル・スキルに関する主成分分析結果（バリマックス回転後）

 
 

第１主成分 第２主成分 第３主成分
「ネガティブ志向」「ポジティブ志向」 「有能感」

仕事をするときは自信を持つ -0.157 0.522 0.274
失敗を思い出して暗い気持ちになる 0.683 -0.037 0.044
友人より優れた能力がある 0.018 0.040 0.736
仕事終えたあと失敗したと感じる 0.604 0.018 -0.101
人と比べて心配性 0.616 -0.123 0.094
迷わずに決定するほう -0.260 0.429 0.060
うまくいかないのではないかと不安になる 0.660 -0.224 -0.015
ひっこみじあんなほう 0.341 -0.493 0.099
記憶力がよいほう -0.025 0.080 0.516
見通しがつかない仕事でも積極的に取り組む 0.133 0.640 0.190
決心がつかずに仕事にとりかかれない 0.459 -0.196 0.029
友人より優れた知識のある分野がある 0.068 0.090 0.729
どんなことでも積極的にこなす 0.009 0.696 0.179
小さな失敗でも人より気にする 0.714 -0.066 -0.007
積極的に活動するのは苦手 0.274 -0.552 0.050
世の中に貢献できる力がある 0.001 0.114 0.558
固有値 3.245 2.151 1.147
説明される分散の％ 20.3 13.4 7.2

表Ⅲ－２－２　メンタルスキルに関する主成分分析結果(バリマックス回転後）

 

 

 以上のことから，本稿で取り上げるライフスキルとして，家事スキル，テクニカル・スキル２つ（コ

ンピュータスキル及びコミュニケーションスキル），メンタル・スキル３つ（ネガティブ志向・ポジテ

ィブ志向・有能感），合計３種６つの指標が作成された。これらのスキル指標は，いずれも回答者自身
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による自己評価であるという限界は免れない。自己評価の場合，自らのスキルの高低を判断する基準が

個人によって異なる可能性があるため，回答結果が客観的な実際のスキルを正確に表しているとは言い

切れない。しかし客観的なスキル水準を測定するためには，共通のテストを実施したり個々人の行動を

観察したりするなどの調査方法が必要であるが，そうした方法は現実的に困難な場合が多い。それゆえ

ここでは，あくまで自己評価であることは自覚した上で，上記の指標を用いて分析を行うことにする。

今回の分析結果は，より客観的なスキルを把握できるデータが収集された際に，改めて追試されるべき

性格のものである。 

 

２ ライフスキルの性別・年齢別分布 

 前節で指標化した３種６つのスキルについて，最も基本的な属性である性別及び年齢別の分布を確認

しておこう。 

（１）家事スキル 

 図Ⅲ－２－１は，性別に「普段している家事」（青少年 Q63）の内容を示している。「ゴミ出し」以

外の家事項目では男性よりも女性の方が「普段している」比率が明確に高い。逆に男性は３割が「特に

ない（家事はしていない）」と答えている。男性が最もすることの多い家事は「部屋の掃除」であり，

約半数が選択しているが，それ以外の家事をしている男性は２割前後にすぎない。未婚者が大半を占め

る青少年の中でも，家事の担い手が女性に極めて偏っていることが明らかである。 

 

図Ⅲ－２－１　性別　普段している家事
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 その結果として当然ながら，「普段している」家事の個数（家事スキルスコア）を性別に示した図Ⅲ

－２－２でも男女間の違いは明白である。男性は「０個」と「１個」が合わせて６割以上に達するのに
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対し，女性では同比率は４割未満であり，逆に「４個」以上が３割強を占めている。 

 

図Ⅲ－２－２　性別　普段やる家事個数
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 そして家事スキルをめぐる男女間の違いは，年齢という軸を取り入れると更に明確になる。性別・年

齢別に家事個数（家事スキルスコア）を示した図Ⅲ－２－３によれば，女性の場合は家事個数が加齢と

ともに順調に増加するのに対し，男性ではそうした傾向は見られず，１個から２個の間で停滞している。 

 このように，日本の青少年においては男女間で家事スキルに大きな差があり，男性では年齢が上昇し

ても家事スキルが蓄積されていない。 

図Ⅲ－２－３　性別年齢別　家事個数
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（２）テクニカル・スキル 

 テクニカル・スキルに関する５項目の回答分布を性別に示した結果が図Ⅲ－２－４である。 

 ５項目の中で「うまくできる」比率が最も高いのは「ｅ．学校・会社や人との約束に遅れずに行く」

であり，男女とも過半数が「うまくできる」と答えている。それに次いで「ｂ．インターネットで知り

たい情報を集める」ことも，約半数の男女が「うまくできる」と答えている。他方で「ｃ．自分の意見

を人に説明する」，「ｄ．よく知らない人と自然に会話する」という，コミュニケーションスキルを構

成する２項目では「うまくできる」者は男女とも約４人に１人にすぎない。 

 男女間で統計的に有意な差が認められるのは「ｂ．インターネットで知りたい情報を集める」と「ｃ．

自分の意見を人に説明する」の２項目であり（いずれも５％水準），どちらも男性の方ができる度合い

が高い。それ以外の３項目では性別による差は認められない。 

 

図Ⅲ－２－４　性別　テクニカル・スキルに関する５項目の回答分布
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 これら５項目のうちａ～ｄの４項目を，前述の手順によりコンピュータスキル及びコミュニケーショ

ンスキルという２つに集約し，そのスコアを性別・年齢別に示したものが図Ⅲ－２－５－①・②である。

男女とも，コンピュータスキルの方がコミュニケーションスキルよりも水準が高い。男性の22歳でコン

ピュータスキルが高くなっているのは，四年制大学卒業時の就職活動に際してインターネット等を活用

する者が多いことによるものと推察される。 

 また，男女とも加齢による両スキルの顕著な向上は見られないが，コミュニケーションスキルに関し
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ては，年齢とともにやや上昇している。これを相関係数により確認すると，コンピュータスキルに関し

ては年齢との相関はなかったが，コミュニケーションスキルに関しては，男女とも統計的に有意な正の

相関が見いだされた（相関係数は男性.123***，女性.103***）。 

 なお，両スキルについて男女間で有意な差は見られなかった。 

 以上をまとめると，青少年の中でテクニカル・スキルには性別による顕著な差がなく，また男女とも

コンピュータスキルに比べてコミュニケーションスキルの方が相対的に水準が低いが，後者は年齢とと

もにゆるやかに向上する傾向があるといえる。 

 

図Ⅲ－２－５－①　年齢別　テクニカルスキル（男性）
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図Ⅲ－２－５－②　年齢別　テクニカルスキル（女性）
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（３）メンタル・スキル 

 メンタル・スキルを構成する３つの性向を男女で比較すると，ネガティブ志向については女性の方が

水準が高く（５％水準），ポジティブ志向及び有能感については男性の方が水準が高い（それぞれ５％

水準，0.1％水準）。男性に比べて女性は自信や積極性が弱く不安感が強い心理傾向にあることがうかが

われる。 

 これら３つの指標を性別・年齢別に示したものが図Ⅲ－２－６－①・②である。男女とも，ネガティ

ブ志向は加齢とともに低下し，逆にポジティブ志向がやや上昇する傾向が見られる。相関係数を見ても，

ネガティブ志向は年齢と負の相関を持ち（相関係数は男性－.079**，女性－.108***），ポジティブ志向

は年齢と正の相関を持っている（相関係数は男性.072**，女性.044*）。他方で有能感については年齢と

の相関は見られない。 

 以上のことから，女性の心理的な消極性と，男女とも年齢の上昇とともにネガティブ志向に表れる不

安感や失敗感が薄れて積極的なポジティブ志向が向上することが，メンタル・スキルの基本的な特徴で

あると言える。 

図Ⅲ－２－６－①　年齢別　メンタルスキル（男性）
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図Ⅲ－２－６－②　年齢別　メンタルスキル（女性）
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３ ライフスキル相互の相関関係 

 それでは，本分析で取り上げる３種６つのライフスキル相互の間にはどのような関係が見られるのか。

６つのスキル相互の相関係数を男女別に示したものが表Ⅲ－２－３である。総じて，ネガティブ志向を

除く５つのスキル間には正の，それらとネガティブ志向との間には負の相関が認められる。特に，コミ

ュニケーションスキルとポジティブ志向の間には男女とも強い正の相関があり，またコミュニケーショ

ンスキルとネガティブ志向との間には男女とも強い負の連関が見られる。さらに，コンピュータスキル

とコミュニケーションスキルという２つのテクニカル・スキルの間にも，明確な正の相関が存在する。 

 

  家事スキル ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｽｷﾙ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙ ネガティブ志向 ポジティブ志向
男性 .104***
女性 -.084***
男性 .105*** .363***
女性 .115*** .287***
男性 .075** -.023 -.186***
女性 -.053* -.040 -.197***
男性 .105*** .146*** .402*** -.365***
女性 .106*** .163*** .441*** -.376***
男性 .128*** .209*** .260*** .078** .279***
女性 .020 .157*** .224*** .001 .244***

注）*：p<0.5　**：p<0.1　***：p<0.01

ポジティブ志向

有能感

表Ⅲ－２－３　ライフスキル相互の相関係数

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｽｷﾙ

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙ

ネガティブ志向

 
 

 ただし，上記の全般的傾向に対して，いくつか興味深い例外も見いだされる。その一つは，女性にと

っての家事スキルの持つ意味に関するものである。男性では家事スキルとコンピュータスキルの間に正

の相関関係があるのに対し，女性では逆に両者の相関は負になっている。また男性では家事スキルと有

能感が正に相関しているのに対し，女性では両者の間に有意な相関は存在しない。すなわち，女性にと

って家事スキルはコンピュータスキルと相互排他的な関係にあり，また家事スキルの高さが有能感と結

び付かないと言える。 

 しかし他方で，男性においては家事スキルとネガティブ志向が正の相関関係にあり，家事を多くして

いる者ほど物事への取り組みに対して不安感が強いという結果になっている。 

 またもう一つの例外は，ネガティブ志向と有能感との関係である。すなわち，男性ではネガティブ志

向が強いほど有能感が強く，また女性では両者の間に相関は見られない。特に男性にとっての有能感は，

ポジティブ志向・ネガティブ志向のいずれとも正の相関があり，両義的な意味を持つことがうかがわれ

る。言い換えれば，男性では，自分が有能であるという感覚が積極性などのポジティブ志向と結び付く

場合と，逆に不安感などのネガティブ志向に結び付く場合との，いずれの方向性もありえるということ

になる。 

 

第３節 「ライフスキル」を左右する諸要因 

 本節では，前節で見た性別・年齢という基本属性以外の，青少年がこれまでに経験した多様な事柄が
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ライフスキルとどのように関係しているかについて検討を加える。以下では，ライフスキルに影響を及

ぼす要因を，家庭に関する要因，学校教育に関する要因，職業経歴に関する要因，そして友人関係やボ

ランティア経験などの要因の４つに大きく分類し，それぞれに含まれる個別の要素とライフスキルとの

関係を見た上で，最後に多変量解析を用いて個々の要因の影響力を集約的に検討する。 

 

１ 家庭に関する要因 

（１）親との離死別 

 本分析が注目するライフスキルの諸指標の中で，親との離死別状況との関連が見られるのは家事スキ

ルのみであった。男性では「父離別」において家事スキルスコアが 1.3 と最も低く，逆に「両親ともい

ない」者で 3.2 と高い。これら以外の，「両親ともいる」，「父死別」，「母離別」，「母死別」の間

には有意な差はない。女性では，大半を占める「両親とも健在」の者において最も家事スキルが低く（ス

コア2.7），次いで「父離別」，「母離別」，「父死別」の各カテゴリーがスコア３台である。他方，「母

死別」はスコア4.5，「両親ともいない」場合はスコア5.2と高くなっている。 

  女性では両親のいずれかあるいは両方が離死別であることによって，家事の負担量（すなわちスキル）

が増加する傾向にあり，それは男性の「両親ともいない」者にも当てはまるが，男性の「父離別」の場

合にはこれは当てはまらない。 

 

（２）現在の同居家族 

 ここでは，現在の同居家族の類型を，「親同居未婚」，「一人暮らし」，「既婚」，「その他」の４

つに大別した。この類型によって明らかな差異が生じるライフスキルはやはり家事スキルである。男性

の場合，「親同居未婚」（スコア1.1）＜「既婚」（2.2）＜「その他」（3.3）＜「一人暮らし」（5.4）

の順に家事スキルが高いが，女性では「親同居未婚」（1.9）＜「その他」（5.1）＝「一人暮らし」（5.5）

＜「既婚」（6.2）の順となる。男女とも「親同居未婚」で家事スキルが最も低いことは共通しているが，

男性の場合は「一人暮らし」よりも「既婚」の方が家事スキルが低いのに対し，女性では「一人暮らし」

の場合よりも「既婚」の方が家事スキル（負担）が高まることが対照的である。 

 またコンピュータスキルにも同居家族の類型によって差が見られる。男女とも「既婚」の場合にコン

ピュータスキルが最も低く，「一人暮らし」の場合に最も高い。 

  一方，ネガティブ志向については男女で同居家族類型による差の生じ方が異なる。男性では「既婚」

及び「一人暮らし」でネガティブ志向が弱く，「親同居未婚」及び「その他」でネガティブ志向が強い

が，女性では「一人暮らし」の場合にネガティブ志向が強い。その裏返しとして，男性では「既婚」で

最もポジティブ志向が強く，「親同居未婚」で弱い。女性ではポジティブ志向に同居家族類型による差

はない。 

 これら以外の，コミュニケーションスキル及び有能感については，男女ともに同居家族類型との関連

は見られない。 

 以上のことから，特に男性については，「親同居未婚」であることが家事スキルとポジティブ志向を
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弱め，逆にネガティブ志向を強める傾向が見られる。 

 

（３）中学３年時の暮らし向き 

 中学３年時（以下，中３時）の家庭の暮らし向き（青少年 Q13）とライフスキルとの関係を見ると，

家事スキルには男女とも暮らし向きによる差は見られないが，コンピュータスキルとコミュニケーショ

ンスキルについては男女とも総じて暮らし向きにゆとりがあるほどスキルが高いという傾向が見られ，

逆にネガティブ志向は暮らし向きが苦しいほど強いという傾向が見られる。男性ではポジティブ志向も

ゆとりがあるほど高くなっている。しかし有能感については，男女とも最も高いのは暮らし向きに「ゆ

とりがあった」者であるが，それに次いで高いのは男性では暮らし向きが「苦しかった」者，女性では

「どちらかといえば苦しかった」者であり，リニアな関係ではなくなっている。女性ではポジティブ志

向についても同様に，「ゆとりがあった」＞「どちらかといえば苦しかった」≧「どちらかといえばゆ

とりがあった」＞「苦しかった」の順となっている。 

 ここから，コンピュータスキル及びコミュニケーションスキルというテクニカルなスキルは家庭の経

済的な豊かさをそのまま反映しがちであるが，ポジティブ志向や有能感などのメンタルなスキルについ

ては家庭の経済的な豊かさを直線的に反映しているわけではないと言える。 

 

（４）中学３年時の主な生計維持者の職業 

 中３時の生計維持者の職業（青少年Q14）とライフスキルの関係は，男女で異なる傾向が見られる。 

 男性では，コンピュータスキル及びコミュニケーションスキルというテクニカルな面でのスキルが，

生計維持者が自営の商工サービス業及びホワイトカラー的職種であった場合に高く，ブルーカラー的職

種であった場合には低いという結果が得られた。また有能感は，生計維持者の職業が専門職である場合

に特に高くなっている。 

 他方で女性については，技能的職業及び自営の農林漁業において有能感が低くなっていることを除け

ば，生計維持者の職業とライフスキルの間に統計的に有意な関係は認められなかった。 

 

（５）親子関係 

 父母それぞれとの関係を７項目から多肢選択で尋ねた質問（青少年Q6，Q7）への回答結果によるライ

フスキルの差を男女別にまとめたものが表Ⅲ－２－４である。全般的には，各項目に「はい」と答えた

者の方が各ライフスキルが高い傾向が見られるが，いくつかの例外も見いだされる。 

 例えば家事スキルについては，男性では母親，女性では父母ともに，「仕事や勉強・成績についてう

るさくいうほうだ」という項目を選択していない者の方がスキルが高くなっている。また女性では，父

が「私にいろいろなことを話す」，母が「私に対して厳しいほうだ」のそれぞれを選択していない者の

方がやはり家事スキルが高い。 

 さらに興味深いのは，いくつかの項目に関して「はい」と答えた者の方がネガティブ志向が高くなっ

ていることである。特に，母親が「私に対して厳しいほうだ」，「仕事や勉強・成績についてうるさく
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家事スキル ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｽｷﾙ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙ ネガティブ志向 ポジティブ志向 有能感
男性 父 厳しいほうだ はい<いいえ***

私をよくわかっている はい>いいえ*** はい>いいえ*** はい>いいえ*** はい>いいえ***
仕事や勉強についてうるさく言う はい>いいえ***
いろいろなことを話す はい>いいえ*** はい>いいえ** はい>いいえ*** はい>いいえ***
やさしくあたたかい はい>いいえ*** はい>いいえ** はい>いいえ*** はい>いいえ**
父の仕事をよく知っている はい>いいえ*** はい>いいえ*** はい>いいえ*** はい>いいえ***
人生は生きがいある はい>いいえ*** はい>いいえ*** はい>いいえ*** はい>いいえ** はい>いいえ*** はい>いいえ***

母 厳しいほうだ はい>いいえ*** はい>いいえ** はい>いいえ*
私をよくわかっている はい>いいえ*** はい>いいえ* はい>いいえ** はい>いいえ*** はい>いいえ***
仕事や勉強についてうるさく言う はい<いいえ*** はい>いいえ** はい>いいえ*** はい>いいえ***
いろいろなことを話す はい>いいえ*** はい>いいえ*** はい>いいえ*** はい>いいえ*** はい>いいえ*** はい>いいえ***
やさしくあたたかい はい>いいえ*** はい>いいえ** はい>いいえ*** はい>いいえ***
母の仕事をよく知っている はい>いいえ*** はい>いいえ* はい>いいえ*** はい>いいえ* はい>いいえ*** はい>いいえ***
人生は生きがいある はい>いいえ*** はい>いいえ* はい>いいえ*** はい>いいえ*** はい>いいえ*** はい>いいえ***

女性 父 厳しいほうだ はい>いいえ*** はい>いいえ**
私をよくわかっている はい>いいえ*** はい>いいえ*** はい>いいえ*** はい<いいえ* はい>いいえ*** はい>いいえ*
仕事や勉強についてうるさく言う はい<いいえ*** はい>いいえ** はい>いいえ*
いろいろなことを話す はい<いいえ*** はい>いいえ*** はい>いいえ*** はい>いいえ*** はい>いいえ***
やさしくあたたかい はい>いいえ*** はい>いいえ*** はい>いいえ** はい>いいえ*
父の仕事をよく知っている はい>いいえ*** はい>いいえ*** はい>いいえ*** はい>いいえ*** はい>いいえ***
人生は生きがいある はい>いいえ*** はい>いいえ*** はい>いいえ* はい>いいえ*** はい>いいえ***

母 厳しいほうだ はい<いいえ*** はい>いいえ** はい>いいえ** はい>いいえ***
私をよくわかっている はい>いいえ*** はい>いいえ* はい>いいえ*** はい>いいえ*** はい>いいえ**
仕事や勉強についてうるさく言う はい<いいえ*** はい>いいえ** はい>いいえ** はい>いいえ*
いろいろなことを話す はい>いいえ*** はい>いいえ** はい>いいえ*** はい>いいえ*** はい>いいえ**
やさしくあたたかい はい>いいえ*** はい>いいえ*** はい>いいえ* はい>いいえ** はい>いいえ***
母の仕事をよく知っている はい>いいえ*** はい>いいえ*** はい>いいえ** はい>いいえ*** はい>いいえ***
人生は生きがいある はい>いいえ*** はい>いいえ** はい>いいえ** はい>いいえ** はい>いいえ*** はい>いいえ***

注）*：p<0.5　**：p<0.1　***：p<0.01

表Ⅲ－２－４　性別　父母との関係によるライフスキルの差
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いうほうだ」，「母親の人生は，私から見て生きがいのあるものだ」については，男女ともに，それら

を肯定する者の方がネガティブ志向が強い。介入的な母親の存在が，青少年の心理的な不安や消極性を

高める方向に働く場合があることがうかがえる。ただし，これらの項目は，「はい」と答えた者におい

てポジティブ志向や有能感もまた高くなっているため，そうした親子関係の影響は両義的であるといえ

る。 

 

２ 学校教育に関する要因 

（１）最終学歴 

 今回の調査票では，在学者に対しては現在在学している学校種別を，また非在学者に対しては最後に

通った学校種別を尋ねている（青少年 Q18）。在学者の場合，在学している学校は最終学歴かどうか判

別できないため，非在学者に対象を限定して，最終学歴別のライフスキルを性別に示したものが図Ⅲ－

２－７～Ⅲ－２－１２である。 

 まず家事スキルについては，男性では最終学歴が大学院である者においてスキルが高く，それ以外の

学歴については明確な差がない。女性では，大学以下については学歴が高いほど家事スキルが低くなる

傾向があるが，大学院では高くなる。ただし，男女とも学歴による家事スキルの差は統計的に有意では

ない。 

 それに対して，テクニカル・スキルに含まれるコンピュータスキルとコミュニケーションスキルにつ

いては，最終学歴が高いほどスキルが高まる傾向が男女ともに明確である（図Ⅲ－２－８・図Ⅲ－２－

９）。 

 またメンタル・スキルに含まれる３つについては，男性の大学院経験者で有能感が高いことを除けば，

学歴による有意な差は見られない。 

図Ⅲ－２－７　性別学歴別　家事スキル（非在学者）
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図Ⅲ－２－８　性別学歴別　コンピュータスキル（非在学者）
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図Ⅲ－２－９　性別学歴別　コミュニケーションスキル（非在学者）
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図Ⅲ－２－１０　性別学歴別　ネガティブ志向(非在学者）
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図Ⅲ－２－１１　性別学歴別　ポジティブ志向（非在学者）
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図Ⅲ－２－１２　性別学歴別　有能感（非在学者）

0.9

3.4

0.9

1.2

1.4

1.3

0.6 0.80.9
1.1

1.3

0.6

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

中学 高校 専門学校 短大・高専 大学 大学院

最終学歴

スコア

男性 女性

 

 

（２）最終学歴の分野 

 最終学歴が高校である非在学者について，在学していた高校の学科別にライフスキルの差を見たとこ

ろ，男性では「定時制・通信制・単位制高校」においてポジティブ志向と有能感が高いことが見いださ

れた。逆に「全日制その他」及び「全日制工業科」ではポジティブ志向が，また「全日制農業科」では

有能感が有意に低くなっている。女性ではコンピュータスキルが「全日制工業科」で高く，「全日制農

業科」で低いことを除けば，高校の学科によるライフスキルの差は見られない。 

 また四年制大学を最終学歴とする非在学者について，同様に専攻分野によるライフスキルの差を見る

と，男性では「医学・歯学・薬学系」において家事スキルと有能感が高く，女性では「人文・社会科学

系」でコンピュータスキルが高いことを除いて他のスキルに差は認められない。 

 

（３）学校教育の意義 

 この調査では，在学者に対しては在学中の学校の，非在学者に対しては最後に通った学校の，教育の

意義について６項目にわたって４段階で評価を求めている（青少年 Q19）。この回答結果を主成分分析

にかけたところ，固有値１以上の主成分は２つ抽出され，第１主成分（固有値：2.510，分散の％：41.8）

は「一般的・基礎的知識を身につける」，「職業的技能を身につける」，「先生の人柄から学ぶ」の３

項目の負荷量が高く，第２主成分（固有値：1.007，分散の％：16.8）は「人間的に成長する」，「友達

との友情をはぐくむ」，「自由な時間を楽しむ」の３項目の負荷量が高い。これらの項目の内容から，

第１主成分を代表する上記前者３項目の回答をスコア化したものの合計を「カリキュラム内的レリバン
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ス」スコア，第２主成分を代表する上記後者３項目の回答スコアの合計を「カリキュラム外的レリバン

ス」スコアと名付けた。クロンバッハのα係数は前者が.5699，後者が.6182である。 

 非在学者について，これら２つの学校教育の意義とライフスキルとの相関を性別・最終学歴別に検討

し，統計的に有意であったケースを示したものが表Ⅲ－２－５である。有意な相関がある場合には総じ

て，学校教育にカリキュラム内的・カリキュラム外的な意義を認めている者ほど，各スキルが高まる傾

向が見られる。ただし，有意な相関が見られたケースは全体の一部にすぎない。 

 

家事スキル ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｽｷﾙ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙ ネガティブ志向ポジティブ志向 有能感
男性 ｶﾘｷｭﾗﾑ内的ﾚﾘﾊﾞﾝｽ 中学 .539***

高校 .150**
専門学校
短大・高専
大学 .206***
大学院

ｶﾘｷｭﾗﾑ外的ﾚﾘﾊﾞﾝｽ 中学
高校 .201*** .182*** .140**
専門学校
短大・高専
大学 .202*** .238***
大学院 .598***

女性 ｶﾘｷｭﾗﾑ内的ﾚﾘﾊﾞﾝｽ 中学
高校 .190*** .126**
専門学校 .173*
短大・高専 .165* .181**
大学 .198** .192**
大学院

ｶﾘｷｭﾗﾑ外的ﾚﾘﾊﾞﾝｽ 中学
高校
専門学校 .191***
短大・高専 .151* -.154* .234** .139*
大学 .140* .171*
大学院

注）*：p<0.5　**：p<0.1　***：p<0.01

表Ⅲ－２－５　性別最終学歴別　学校教育の意義とライフスキルの相関（非在学者）

 

 

（４）中学３年時の成績 

 中３時の学年やクラス内での成績を５段階で尋ねた結果（青少年 Q16）をスコア化したものとライフ

スキルとの相関を性別に検討したところ，男性ではネガティブ志向とは負の，それ以外の５つのスキル

とはいずれも正の，有意な相関が見られた。中でもコンピュータスキル及びコミュニケーションスキル

というテクニカルなスキルに関しては，中３時成績との相関係数の値がそれぞれ.308***，.232***と，か

なり高くなっている。女性についても男性とほぼ同様であるが，異なるのは家事スキルと成績との間に

有意な相関が存在しないことである。 

 全体としては，いわゆる「学力」はライフスキルを高める方向に働くと言える。 
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（５）中学３年時の不登校経験及び中退経験 

 中３時に病気以外の理由で休んだ日数（青少年 Q17）とライフスキルとの関係を見ると，男性では家

事スキルと正の（相関係数.020**），コンピュータスキルとは負の（相関係数－.111***）相関が見られ

た。女性についてはやはり家事スキルとは正の（相関係数.051*），またネガティブ志向とも正の（相関

係数.047*）相関が見られると同時に，有能感とも正の（.066**）相関が見いだされた。 

 また学校を中退した経験を持つか否かによってライフスキルに差が見られるかを検討したところ，男

女とも中退経験を持つ者においてコンピュータスキルが有意に低いが，女性では家事スキル，コミュニ

ケーションスキル，ポジティブ志向が中退経験者において有意に高くなっていた。女性については中退

経験が必ずしも諸スキルを低める方向にのみ働くとは限らないと言える。 

 

３ 職業経歴に関する要因 

（１）離学直後の状況 

 非在学者について，学校を卒業・中退した直後の状況別にライフスキルを見たところ，男性では「無

職で進学や留学の準備をしていた」者においてコンピュータスキル及びコミュニケーションスキルとい

うテクニカルなスキルが高くなっている。逆に「無職で何もしていなかった」者はコミュニケーション

スキルが低い。無職の者に比べて「すぐに就職した」者がライフスキルが相対的に高いという傾向は見

られない。女性でも，「無職で進学や留学の準備をしていた」者がコンピュータスキルが高いという点

は男性と共通している。また女性の中では「無職で結婚の準備をしていた」者が家事スキル及びポジテ

ィブ志向が高く，コンピュータスキルが低いという特徴を持つ（ただしこのカテゴリーは11名と極めて

少数である）。さらに，「無職で何もしていなかった」者はポジティブ志向が低い。女性でも，多数を

占める「すぐに就職した」者は，諸スキルにおいて中間的な値を示している。 

 「すぐに就職した」者の中で，初職の就業形態別にスキルの水準を検討すると，男性ではコンピュー

タスキルと有能感が「公務員等の正職員」で高いが，それ以外は例えば民間企業の正社員とパート・ア

ルバイトとの間で諸スキルに有意な差は見られない。女性ではいずれのスキルについても就業形態によ

る差は見られない。 

 

（２）職業経歴パターン 

 この調査では，非在学者に対して，これまでの大まかな職業経歴パターンとして「一貫して正社員」，

「正社員からアルバイト」，「アルバイトから正社員」，「一貫してアルバイト」，「今までに一度も

働いたことがない」の中から選択してもらっている（青少年 Q33）。このパターン別にライフスキルを

比較すると，男性では「一貫してアルバイト」及び「正社員からアルバイト」の場合にコミュニケーシ

ョンスキルが低く，また「一貫してアルバイト」及び「アルバイトから正社員」の場合にネガティブ志

向が強い。「一度も働いたことがない」者はポジティブ志向が低い。しかし女性では逆に「一度も働い

たことがない」者でポジティブ志向が高い。この点を除けば女性については職業経歴パターンによるラ

イフスキルの差は見いだされない。職業経歴は女性よりも男性に影響を及ぼしがちであることがうかが
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われる。 

 

４ 友人関係及びボランティア経験に関する要因 

（１）友人のタイプ 

 普段一緒に遊んだり連絡することが多い友人のタイプ（２つまで選択 青少年 Q11）によってライフ

スキルに差があるかどうかを見た結果が表Ⅲ－２－６である。興味深いのは，男女ともに，小学校・中

学校・高校時代の友人と行動をともにすることが多い者はいくつかのスキルが低く，逆にネガティブ志

向が高いことである。特に男性では，コンピュータスキル，コミュニケーションスキル，ポジティブ志

向などに影響が表れている。高校よりも上の教育機関で得た友達や職場，趣味等を通じて知り合った友

人との関係が強い者は，諸スキルが高い傾向がある。ただしここには，現在の年齢や最終学歴，職業経

歴などの影響が介在していると考えられるため，解釈には注意が必要である。 

家事スキル ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｽｷﾙ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙ ネガティブ志向 ポジティブ志向 有能感
男性 小学校時代からの友人 はい<いいえ*** はい>いいえ*

中学校時代からの友人 はい<いいえ*** はい<いいえ** はい<いいえ** はい<いいえ**
高校時代からの友人 はい<いいえ***
大学・専門学校等からの友人 はい>いいえ*** はい>いいえ*** はい>いいえ*** はい>いいえ*** はい>いいえ**
ｱﾙﾊﾞｲﾄ先の友人 はい>いいえ**
職場の友人 はい<いいえ*** はい>いいえ***
趣味をともにする友人 はい>いいえ** はい>いいえ***
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等で知り合った友人 はい>いいえ**
町や遊び場で知り合った友人
その他の友人
友人はいない はい<いいえ*** はい<いいえ*** はい<いいえ*

女性 小学校時代からの友人 はい>いいえ*
中学校時代からの友人 はい<いいえ***
高校時代からの友人 はい<いいえ***
大学・専門学校等からの友人 はい>いいえ*** はい>いいえ**
ｱﾙﾊﾞｲﾄ先の友人 はい>いいえ** はい>いいえ**
職場の友人 はい>いいえ***
趣味をともにする友人 はい>いいえ* はい>いいえ***
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等で知り合った友人
町や遊び場で知り合った友人 はい>いいえ*** はい<いいえ**
その他の友人 はい>いいえ***
友人はいない はい>いいえ*** はい<いいえ* はい<いいえ***

注）*：p<0.5　**：p<0.1　***：p<0.01

表Ⅲ－２－６　性別　友人のタイプによるライフスキルの差

 

（２）ボランティア経験 

 図Ⅲ－２－１３－①・②には，ボランティアを現在しているかどうか，今後してみたいか（青少年Q53）

とライフスキルの関係を性別に示した。総じて，ボランティアを現在しているか，あるいは現在はして

いないが今後積極的にしてみたいと考えている者ほど，ライフスキル（ネガティブ志向を含む）が高い

傾向にある。女性の家事スキルとコミュニケーションスキル以外のすべてのケースについて統計的な有

意差が認められる。他のスキルとは異なる傾向として，女性の家事スキルについては，ボランティアに

対して消極的な者ほど家事スキルが高い傾向が，有意ではないものの見いだされる。男性では逆にボラ

ンティア経験があるか積極的である者の方が家事スキルが有意に高い。家事スキルの意味が男女で異な
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ることがここでも推察される。 

 

図13－①　ボランティア経験とﾗｲﾌｽｷﾙ（男性）
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図13-②　ボランティア経験とﾗｲﾌｽｷﾙ（女性）
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５ 多変量解析による諸要因の影響の推定 

 以上では，青少年のこれまでの人生経験に関する諸変数とライフスキルの関係を個別に検討してきた。

しかし，ある変数とライフスキルとの間に関係があるように見えても，それは他の変数に媒介された見

かけの関係である可能性がある。それゆえ，多くの変数を一挙に投入した多変量解析を行うことによっ
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て，他の変数の影響力をコントロールした上での個々の変数の独自の影響力を改めて検討しておく必要

がある。 

 ここでは，上で検討してきた諸変数を独立変数とし，６つのライフスキルを従属変数とする重回帰分

析を行う。独立変数として投入したのは，表Ⅲ－２－７の左側に示した諸変数である。「親離死別ダミ

ー」とは，父母のいずれかないし両方が離死別しているケースを１，両親が健在であるケースを０とし

た変数である。「中３時暮らし向き」はゆとりの度合いを１点～４点にスコア化して用いる。「中３時

親ホワイトカラーダミー」とは，中３時の生計維持者の職業が管理的職業・専門的職業・技術的職業・

事務的職業・自営の商工サービス業である場合を１，それ以外を０とした変数である。「教育年数」は，

最終学歴を年数に置き換えたものである。「小中友達ダミー」とは，小学校・中学校時代の友達と一緒

に遊んだり連絡することが多いと答えている場合に１，そうでない場合に０をとる変数である。そして

「ボランティアダミー」とは，現在ボランティアをしているか，あるいは積極的にしてみたいと考えて

いる場合を１，そうでない場合を０とした変数である。分析対象は，最終学歴が判別でき，また何らか

の職業経歴を持っているという点から，非在学者のみに限定する。 

 表Ⅲ－２－７の分析結果からは，次の諸点が見いだされる。 

  第一に，年齢は男性のライフスキルには独自の影響を及ぼしていないが，女性については加齢が家事

スキルを上昇させるとともにネガティブ志向を低める働きを持っている。 

 第二に，父母との離死別経験は，男女とも家事スキルとポジティブ志向を高め，ネガティブ志向を低

めるというむしろ望ましい方向での影響を及ぼしている。女性についてはコミュニケーションスキルを

も高めている。 

 第三に，親と同居していることは男女とも明らかに家事スキルを低め，また男性の場合にはコンピュ

ータスキル，コミュニケーションスキル，ポジティブ志向，有能感に対しても負の影響を及ぼしている。

ライフスキルの形成という点では，特に男性の場合は親元からの独立が好ましい影響を及ぼすことがう

かがわれる。 

 第四に，既婚であることは男性の家事スキルを低め，女性の家事スキルを高める方向に働く。家族形

成という面での「自立」が，男性にとって家事スキルの向上と結びついていないことは問題をはらんで

いる。 

 第五に，中３時の暮らし向きにゆとりがあった者ほど，男性ではコミュニケーションスキル，女性で

はコンピュータスキルがやや高まる傾向がある。経済的な面での出身階層は，テクニカルなライフスキ

ルに対して弱いが影響を及ぼしている。 

 第六に，家庭の生計維持者がホワイトカラーという社会的威信が相対的に高い職業に就いていた場合，

男女ともにコンピュータスキルが高まり，また男性ではコミュニケーションスキル，ポジティブ志向，

有能感も高くなる傾向が見られる。社会階層の重要な構成要素である出身家庭の職業的地位は，青少年

のテクニカルなスキルだけでなくメンタルなスキルにも関係している。 

 第七点目として，親子関係において，父親が勉強や仕事についてうるさく言う場合は男性のポジティ

ブ志向の低下，女性のネガティブ志向の上昇が見られる。また母親が厳しい場合は女性ではコミュニケ
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家事スキ
ル

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｽ
ｷﾙ

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮ
ﾝｽｷﾙ

ﾈｶﾞﾃｨﾌﾞ
志向

ﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞ
志向

有能感
家事スキ
ル

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｽ
ｷﾙ

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮ
ﾝｽｷﾙ

ﾈｶﾞﾃｨﾌﾞ
志向

ﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞ
志向

有能感

-.027 -.017  .050 -.013 -.068 -.027  .135***  .006  .042 -.120**  .060  .003
親離死別ﾀﾞﾐｰ  .078* -.030  .051 -.078+  .102*  .041  .103***  .019  .061+ -.064+  .085*  .038
親同居ﾀﾞﾐｰ -.871*** -.092+ -.097+  .012 -.107* -.092+ -.617***  .069 -.092 -.058  .046  .047
既婚ﾀﾞﾐｰ -.480*** -.069  .016 -.051  .075  .013  .100* -.070 -.053 -.026  .086  .002
中３時暮らし向き -.057+  .059  .073+ -.058  .005 -.007 -.021  .057+  .040  .010  .038  .046
中３時親ﾎﾜｲﾄｶﾗｰﾀﾞﾐｰ  .043  .072+  .074+ -.042  .092*  .066+ -.022  .067*  .055 -.049  .003  .011
父・厳しい -.004 -.046 -.064 -.033  .034  .010  .029 -.004  .006  .042 -.020 -.027
父・理解 -.017  .005  .095* -.083+  .171*** -.012  .026  .094**  .066+ -.098**  .081*  .022
父・うるさく言う  .004 -.012 -.019  .022 -.074* -.033  .015 -.006 -.016  .129*** -.017 -.008
父・話す  .047  .024  .031 -.014  .158***  .016  .021  .013  .047  .010  .050  .061+
父・やさしくあたたかい -.004 -.097* -.024  .054 -.006  .004  .017 -.026 -.047 -.010  .001 -.043
父・仕事知る -.052 -.007 -.026 -.038 -.012  .019 -.007  .004  .061+ -.021  .101**  .007
父・生きがいある  .014 -.049  .028  .084+ -.023  .058 -.034 -.018  .004  .025  .014  .031
母・厳しい -.002 -.062+  .037 -.014 -.019 -.037  .015  .011  .071*  .041  .019  .055
母・理解 -.054 -.014 -.038 -.037  .081*  .048  .019 -.032  .050  .026  .013 -.004
母・うるさく言う -.010  .071+  .003  .031  .008  .095*  .020 -.035 -.087*  .063+ -.003 -.023
母・話す  .039  .067+  .154** -.015  .061  .064 -.019 -.034  .042  .030  .009 -.002
母・やさしくあたたかい  .056+  .051 -.001 -.034 -.065 -.015 -.004  .028 -.045  .075*  .029  .042
母・仕事知る  .072*  .030  .061 -.025  .067  .015 -.032  .053  .021 -.001  .033  .067+
母・生きがいある  .000  .031  .037  .088+ -.037  .139**  .081**  .011  .048  .031 -.020  .043
教育年数 -.016  .318***  .038  .092+ -.100*  .075+ -.014  .182***  .028  .032 -.032  .062
ｶﾘｷｭﾗﾑ内的ﾚﾘﾊﾞﾝｽ  .032  .030 -.007  .017 -.009 -.043  .024  .036  .038  .053 -.031  .059
ｶﾘｷｭﾗﾑ外的ﾚﾘﾊﾞﾝｽ  .084*  .004  .110** -.024  .130**  .105**  .031  .001  .100** -.090*  .103** -.014
中３時成績  .033  .137**  .142** -.108*  .113**  .103*  .021  .246***  .138*** -.118**  .096*  .122**
中学時不登校日数  .082*  .002 -.005 -.006  .041 -.005  .057*  .110**  .032 -.024  .007  .128***
中退ﾀﾞﾐｰ -.069* -.047  .000  .003  .031  .023  .057** -.061+  .108** -.023  .101** -.020
仕事経験なしﾀﾞﾐｰ -.023  .033 -.061  .055 -.091*  .013  .027 -.010  .014 -.048  .059+ -.022
ｱﾙﾊﾞｲﾄ経験ありﾀﾞﾐｰ  .077* -.042 -.038  .110** -.048  .032  .050* -.016  .007 -.004 -.016  .046
小中友達ﾀﾞﾐｰ -.020 -.013  .055  .007 -.058 -.026  .041+  .012 -.005 -.021 -.004  .026
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾀﾞﾐｰ  .006  .062+  .043  .023  .064+  .184***  .013 -.001  .077*  .049  .085*  .156***

0.410 0.220 0.132 0.035 0.149 0.133 0.607 0.177 0.089 0.064 0.059 0.078
16.934 7.401 4.390 1.820 5.001 4.502 49.431 7.610 3.977 3.149 2.946 3.637
0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

+：p<0.1　*：p<0.05　**：p<0.01　***：p<0.001

表Ⅲ－２－７　ライフスキルの規定要因（重回帰分析，数値は標準化係数）

年齢

有意確率

男性 女性

調整済みR二乗
F値

家庭

学校教育

職業経歴

友人・ﾎﾞ
ﾗﾝﾃｨｱ
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ーションスキルが増大するが，男性のコンピュータスキルはやや低下する。母親が勉強や仕事について

うるさく言う場合は男性のコンピュータスキルや有能感が上昇するが，女性ではむしろコミュニケーシ

ョンスキルが低下しネガティブ志向が上昇している。厳しい，あるいはうるさく言うなどの，圧力的な

親子関係は，青少年のライフスキル形成に阻害的に働く場合があることがうかがわれる。 

 逆に，父母が自分のことをわかってくれていたり，いろいろなことを話したり，その仕事をよく知っ

ていたりするなどの共感的な親子関係は，総じてスキルを高める方向での影響を及ぼしている。ただし

興味深いのは，父親及び母親の人生は生きがいあるものだと感じていることは，男性の青少年にとって

ネガティブ志向をやや高めるように働いているということである。これは，父母の人生を生きがいある

ものとして尊敬することが，若い男性にとってはむしろ自分自身の人生に対する不安や心配につながり

がちになることを意味していると考えられる。他方で女性では，母親がやさしくあたたかいことがネガ

ティブ志向を高める結果になっている。女性の場合は母娘一体的な関係が不安要因となる傾向がうかが

われる。 

 第八に，教育年数（最終学歴）は，男女ともコンピュータスキルを明らかに高め，男性では有能感を

もやや高めている。しかしそれに加えて男性の場合は，高学歴の者ほどネガティブ志向が高まりポジテ

ィブ志向が低下するという傾向が見られる。男性にとって高い学歴を身に付けることは，より積極的な

内面を形成するのではなく，むしろ物事への取り組みにおけるちゅうちょや心配，失敗へのおそれなど

の，ある種の消極性につながりがちであるといえる。 

 第九に，経験した学校教育の意義については，知識の形成などカリキュラムに即した面での意義は，

女性の有能感をやや高めることを除けば，ライフスキルに明確な影響を及ぼしていなかった。他方で，

友情を深めたり自由な時間を楽しんだりするなどのカリキュラム以外の面での意義は，男女ともにコミ

ュニケーションスキルとポジティブ志向を高め，ネガティブ志向を低下させるとともに，男性では家事

スキルや有能感をも高めるなど，総じて好ましい影響を及ぼしている。このことは，現在の日本の学校

教育の正規のカリキュラムが，ライフスキルの形成という面で貢献しえていないことを意味している。

カリキュラムに関係しない側面でのみ学校教育がライフスキルの形成に役立っているという，いわばね

じれた実態が浮かび上がる。 

 第十点目に言えることは，いわゆる「学力」（中３時の成績）が高い者ほど，男女とも家事スキルを

除くすべてのスキルが明確に高まる（ネガティブ志向は低下する）ということである。ライフスキルの

基盤として，基本的な知的能力が極めて重要であることがうかがえる。 

 第十一点目に，中学時における病気以外の理由での欠席日数の多さは，男女とも家事スキルを高める

とともに，女性ではコンピュータスキルや有能感をも高めるなど，むしろライフスキルを向上させるよ

うに働いている。同様に学校教育を中退した経験を持つ女性は，家事スキルやコミュニケーションスキ

ル，ポジティブ志向がむしろ高いという結果が得られている。女性の場合，不登校や中退など，学校教

育面でのいわば挫折が，必ずしも不利に働くわけではないといえる。ただし，女性のコンピュータスキ

ルについては，中退経験は弱い負の影響を持っている。 

 第十二点目として，職業経歴に関して過去に就業経験を持たないことは，男性ではポジティブ志向を 
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低めるが，女性では逆にポジティブ志向をやや高めている。また非正規の働き方を経験したことは，男

女とも家事スキルを高めるが男性ではネガティブ志向も高めている。これら，無職や非正規労働など正

社員以外の職業経歴を持つことが，男性にとっては内面的な面で不利に働きがちであるといえる。ただ

し，そのような職業経歴は，テクニカルなスキルとは無関係であることが注目される。 

 最後に，小中学校時代からの友人との関係が深いということは，女性の家事スキルを除いてライフス

キルに影響していない。またボランティアへの積極性は，男性ではコンピュータスキル，ポジティブ志

向，有能感を向上させ，また女性ではコミュニケーションスキル，ポジティブ志向，有能感を向上させ

ている。総じてボランティア経験はライフスキルの向上に貢献するといえる。 

 

第４節 「ライフスキル」が青少年の「自立」に及ぼす影響 

 前節では，ライフスキルがどのような要因によって左右されるかを検討してきた。続く本節では，今

度はライフスキルが青少年の様々な面での「自立」にどのような影響を及ぼしているかを検討する。こ

こでは青少年の「自立」を，職業面，家庭面，意識面の３つに大きく分けて捉えることにする。 

 以下では，これら３側面の指標となる変数を被説明変数とし，６つのライフスキル，年齢，家庭背景，

教育経歴を説明変数とする簡略なモデルを用いた多変量解析を行い，ライフスキル固有の影響力を抽出

することを試みる。家庭面，意識面の分析においては職業達成をも説明変数に組み込む。分析対象は非

在学者に限定する。 

 ただし注意すべきは，以下の分析モデルにおいては変数間の時間的前後関係が明らかでないため，意

識が原因となって「自立」という結果をもたらしているという因果関係を必ずしも明確に読み取ること

ができるわけではない。例えば，スキルが原因で職業達成がもたらされているという方向だけでなく，

職業達成によってスキルが左右されているという逆の因果関係も想定されうる。それゆえ，結果の解釈

においては，スキルと「自立」との関係は因果関係というよりも単なる関連とみなした方がよい場合も

ある。この点に注意しつつ，スキルと青少年の「自立」との関係を検討してみよう。 

 

１ 職業面での「自立」 

（１）正社員 

 職業面での「自立」のメルクマールのひとつとして，正社員という変数が挙げられる。現在民間企

業ないし公共部門の正規の社員・職員であるというダミー変数を被説明変数とする二項ロジスティッ

ク回帰分析を行った結果が表Ⅲ－２－８である。 
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表Ⅲ－２－８　正社員の規定要因（非在学者，ロジスティック回帰分析, 数値はB）
男性 女性

家事スキル -.044 -.283***
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｽｷﾙ  .297*  .307**
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙ  .078  .099
ネガティブ志向 -.031  .062
ポジティブ志向  .074  .068
有能感 -.151** -.123*
年齢  .132***  .017
中３時暮らし向き -.041 -.082
中３時親ﾎﾜｲﾄｶﾗｰﾀﾞﾐｰ -.020 -.014
父・理解 -.064  .065
父・うるさく言う  .380  .265
母・理解  .222  .078
母・うるさく言う -.283 -.205
教育年数  .138**  .129*
中３時成績  .000  .213**
定数 -5.548*** -3.129***

1012.316 1291.998
0.110 0.137
0.147 0.185
0.000 0.000

注）*：p<0.5　**：p<0.1　***：p<0.01

家庭

学校教育

-2対数尤度
Cox&Snell　R二乗
Nagelkerke　R二乗
有意確率

ﾗｲﾌｽｷﾙ

 

 

 ライフスキルについてみると，男女ともに正社員であることとコンピュータスキルが高いこととの

間には正の，また有能感が高いこととの間には負の関連がある。既に述べたように，この関連には双

方向の因果関係が想定されうる。すなわち，コンピュータスキルが高く有能感が低い者は正社員にな

りやすいという可能性と，逆に正社員になった者はコンピュータスキルが向上し有能感は低下すると

いう可能性である。前者の立場をとるならば，若者のコンピュータスキルを向上させるとともに，も

し若者が過剰な自信を持っている場合にはそれを抑制するような働きかけを行うことで，若者が正規

の就業機会を得やすくなるという示唆が得られることになる。しかし後者の立場をとるならば，そう

した働きかけの有効性は期待できないことになる。 

 もうひとつ注目すべき点は，女性の場合，家事スキルと正社員であることとの間には負の関連が見

られることである。正社員でない女性がより多くの家事を担当する結果になっているのはいわば当然

の結果とも言えるが，家事スキル（負担）が多すぎることが女性の正規就業を阻害していると解釈す

るならば，女性の家事を軽減することによって女性の職業的「自立」が促進される可能性もある。 

 ライフスキル以外の変数で正社員であることと明確な関連を持っているのは，男女ともに教育年数

であり，また男性については年齢，女性については中３時の学業成績である。すなわち，より高い学

歴を獲得している方が正規就業に結びつきやすいということは男女共通の現象である。また男性は加

齢とともに正規就業に移行する可能性が高い。そして女性については教育年数の効果とは別に基本的

な知的能力の高さが独自に正規就業を促進している。 

 

（２）収入 

 職業面での「自立」についてのもう一つの指標として，収入が挙げられる。表Ⅲ－２－９は，昨年

の年収を被説明変数とした重回帰分析の結果である。 
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表Ⅲ－２－９　収入の規定要因（非在学者，重回帰分析，数値は標準化係数）
男性 女性

家事スキル  .070* -.304***
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｽｷﾙ  .045  .128***
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙ  .042  .058+
ネガティブ志向 -.048 -.016
ポジティブ志向  .109**  .055
有能感 -.055  .008
年齢  .424***  .168***
中３時暮らし向き  .028 -.028
中３時親ﾎﾜｲﾄｶﾗｰﾀﾞﾐｰ  .017  .000
父・理解 -.007  .072*
父・うるさく言う  .041 -.008
母・理解  .041 -.016
母・うるさく言う -.016  .017
教育年数  .056  .135***
中３時成績  .043  .035

0.260 0.175
19.222 15.665
0.000 0.000

注）+：p<0.1　*：p<0.5　**：p<0.1　***：p<0.01

ﾗｲﾌｽｷﾙ

家庭

学校教育

調整済みR二乗
F値
有意確率

 

 

 ライフスキルに関する結果を見ると，男性の場合は家事スキルの高さとポジティブ志向の強さが収

入と正の関連を持っている。男性は全般的に家事スキルが低水準である中で，それが相対的に高い者

は経済的な「自立」をも獲得しやすいという分析結果は注目される。若い男性の家事能力を高めるこ

とが経済的な「自立」を促す可能性があるという示唆が得られるからである。 

 女性については，家事スキルは収入と強い負の関連を持ち，コンピュータスキルは収入と強い正の

関連を持っている。ここからやはり，女性に偏りがちな家事負担を，より男女間のバランスをとるか

たちで軽減するとともに，コンピュータに関するテクニカルなスキルを高めることが女性の経済的な

「自立」に役立つ可能性があると言える。 

 また女性ではコミュニケーションスキルも収入を高める弱い効果を持っている。 

 ライフスキル以外の変数では，年齢が男女ともに収入と強い正の関連を持つ。また女性については，

父親による理解と教育年数も収入と正の関連を持っている。父親との関係が良好で父親を自らの職業

的モデルとすることができる場合に，女性は経済面での「自立」を獲得しやすいと解釈される。また

女性は男性以上に教育投資の収益率が高いということが読み取れる。 

 

２ 家庭面での「自立」 

（１）親からの独立 

 家庭面での「自立」は，生まれた家族（親）からの独立と，自分自身の家族の形成という２つの側

面に分けて捉えることができる。まず前者について，多肢選択の質問（青少年 Q47）の１項目として

含まれている「学校を卒業したら，できるだけ早く就職して，親から経済的に自立すべきだ」という

項目を選択している場合に１，選択していない場合に０の値をとるダミー変数を被説明変数とする二

項ロジスティック回帰分析を行った。その結果が表Ⅲ－２－１０である。 
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表Ⅲ－２－１０　家族からの自立意識の規定要因（非在学者，ロジスティック回帰分析，数値はB）
男性 女性

家事スキル -.045  .036
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｽｷﾙ  .164  .015
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙ -.042  .094
ネガティブ志向  .194**  .192***
ポジティブ志向  .051  .124*
有能感  .143**  .124*
年齢 -.003 -.020
中３時暮らし向き -.213+ -.063
中３時親ﾎﾜｲﾄｶﾗｰﾀﾞﾐｰ  .190 -.308*
父・理解 -.036  .119
父・うるさく言う -.134  .343
母・理解  .340+ -.080
母・うるさく言う  .159 -.092
教育年数  .037  .162**
中３時成績  .270**  .223**
正社員ダミー  .265  .273
収入  .001+  .000

907.679 1238.138
0.100 0.071
0.138 0.099
0.000 0.000

注）+：p<0.1　*：p<0.5　**：p<0.1　***：p<0.01

ﾗｲﾌｽｷﾙ

家庭

職業達成

有意確率

学校教育

-2対数尤度
Cox&Snell　R二乗
Nagelkerke　R二乗

 

 

 ライフスキルに関して，男女に共通しているのは，出身家庭からの「自立」意識とネガティブ志向

及び有能感が正の関連を持っているということである。有能感が高いことが家庭からの「自立」意識

につながっていることは当然あり得るとしても，不安や消極性を意味するネガティブ志向の強さが家

庭からの「自立」意識と正の関連を持つ理由についてはどのように解釈すべきだろうか。推測される

理由の一つは，ネガティブ志向は一方ではある種の「生真面目さ」を表していることから，それが強

い者は家庭からの「自立」を規範的な課題として真剣に受け止めているということである。またもう

一つの可能性は，前節での分析で見いだされたように，ネガティブ志向は家族，特に親との特定の関

係性に影響される傾向が見られることから，そうした関係性から脱したいという気持ちが「自立」意

識を高めているという可能性である。ただし，表Ⅲ－２－１０の分析結果においては父母との関係性

は家庭からの「自立」意識に対して明確な直接の影響を及ぼしていない。いずれの解釈が妥当である

かはここでは確かめることができない。 

 なお，女性についてはネガティブ志向だけでなくポジティブ志向もまた家庭からの「自立」意識と

関連している。特に女性の場合，家事スキルやテクニカルなスキルではなく，こうしたメンタルなス

キルが家庭からの「自立」意識を左右しがちであると言える。 

 ライフスキル以外の要因については，男女ともに中３時成績が家庭からの「自立」意識と正の関連

を持っている。それに加えて男性の場合は中３時の暮らし向きにゆとりがあることが「自立」意識と

負の，収入が高いことが正の，いずれも弱い連関を持っている。また女性の場合は教育年数が「自立」

意識と正の，中３時の生計維持者がホワイトカラーの職種に就いていたことが負の，連関をそれぞれ

持っている。特に女性の場合に，出身家庭の社会階層が高いことはその家庭からの「自立」意識を抑

制する方向に働いていると言えるが，本人の教育達成が高ければ逆に「自立」意識が高まる方向のベ
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クトルが生じている。 

 

（２）結婚に関する行動と意識 

 続いて，自分自身の家族形成という面での「自立」については，結婚をどれほどしたいかについて，

「すでに結婚している」，「まもなく結婚することが決まっている」，「すぐにでもしたい」，「今

はしたくないが，いずれはしたい」，「よい相手がいればしてもよいが，必ずしもしなくてもよい」，

「結婚するつもりはない」のいずれか１つを選択してもらう形の質問（青少年 Q59）への回答結果を

順序尺度とみなし，それを被説明変数とする順序回帰分析を行った。 

 

男性 女性
家事スキル  .014  .489***
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｽｷﾙ -.269* -.280**
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙ  .382*  .050
ネガティブ志向  .127**  .063
ポジティブ志向  .197***  .047
有能感  .053 -.113*
年齢  .087***  .093***
中３時暮らし向き  .351***  .157+
中３時親ﾎﾜｲﾄｶﾗｰﾀﾞﾐｰ -.394**  .199
父・理解  .187  .072
父・うるさく言う -.009 -.348
母・理解 -.078  .049
母・うるさく言う -.558** -.090
教育年数 -.036 -.079+
中３時成績 -.086 -.044
正社員ダミー  .523**  .225
収入  .003*** -.003***

1979.283 2436.105
0.183 0.359
0.195 0.382
0.000 0.000

注）+：p<0.1　*：p<0.5　**：p<0.1　***：p<0.01

家庭

有意確率

職業達成

-2対数尤度（最終）
Cox&Snell　R二乗
Nagelkerke　R二乗

学校教育

ﾗｲﾌｽｷﾙ

表Ⅲ－２－１１　結婚への積極性の規定要因（順序回帰分析，数値はB）

 

 

 その結果を示した表Ⅲ－２－１１によれば，まず男性の場合はコンピュータスキルが高いことが家

族形成に対して消極的にさせる効果を持っているのに対し，コミュニケーションスキル，ネガティブ

志向，ポジティブ志向はいずれも家族形成への積極性につながっている。コンピュータスキルが高い

場合に家族形成に消極的になる背景は，推測ではあるが，コンピュータを介したヴァーチャルなコミ

ュニケーションのスキルが，生身の異性との密接なコミュニケーションを要する家族形成とは相反す

るものであることによると考えられる。女性でもやはりコンピュータスキルは家族形成への積極性と

負の関連を持つ一方で，家事スキルの高さは正の，有能感は負の関連を持っている。家事スキルにつ

いては，既婚者でそれが高いことに影響されている。他方の有能感については，自らの能力面での自

信が女性をむしろ家族形成から遠ざける方向に機能していることが注目される。ある種のスキルは，

特定の面での「自立」を阻害する働きを持つ場合があるのである。 

 ライフスキル以外の変数の中では，男女ともに年齢が家族形成への積極性と強い正の連関を持って

おり，また中３時の暮らし向きのゆとりも特に男性において強い影響を持っている。男性では，中３
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時の家計維持者がホワイトカラーであった場合，また母親が勉強や仕事についてうるさく言う場合に，

家庭形成に消極的になり，本人が現在正社員である場合には積極的になる傾向が見られる。 

 また興味深いのは，収入は男性では家庭形成と正の関連を持っているのに対し，女性では逆に負の

関連を持っていることである。また女性では教育年数も弱い負の効果を持っている。経済面での「自

立」と家族面での「自立」とは，男性の場合には順接的であるが，女性の場合には逆接的な関係にな

っている。 

 

３ 意識面での「自立」 

（１）「大人になった」という意識 

 意識面での「自立」を端的に表す変数として，自分が「大人」であるという自覚の意識を取り上げ

る。今回の調査では，調査対象の青少年が大人になったと自覚しているかを尋ね，自覚していると答

えた者にはそのきっかけを尋ねている（青少年 Q10）。この質問で，大人になったと自覚している場

合に１，そうでない場合に０をとるダミー変数を被説明変数とする二項ロジスティック回帰分析を行

った結果を表Ⅲ－２－１２に示した。「大人」意識に影響を及ぼしているライフスキルは，男性では

ポジティブ志向，女性では家事スキルであり，いずれも高いほど「大人になった」と自覚する傾向が

ある。 

 

表Ⅲ－２－１２　「大人」意識の規定要因（非在学者，ロジスティック回帰分析，数値はB）
男性 女性

家事スキル  .077  .234***
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｽｷﾙ -.065 -.234
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙ  .389 -.015
ネガティブ志向 -.036 -.071
ポジティブ志向  .285**  .072
有能感 -.066  .113
年齢  .221***  .138***
中３時暮らし向き -.024  .067
中３時親ﾎﾜｲﾄｶﾗｰﾀﾞﾐｰ -.402+ -.023
父・理解 -.103  .088
父・うるさく言う -.707*  .209
母・理解  .136  .262
母・うるさく言う -.191 -.400
教育年数  .019 -.171*
中３時成績  .039  .089
正社員ダミー  .451+  .360
収入  .000  .003**

553.020 628.394
0.131 0.080
0.228 0.160
0.000 0.000

注）+：p<0.1　*：p<0.5　**：p<0.1　***：p<0.01

-2対数尤度
Cox&Snell　R二乗
Nagelkerke　R二乗
有意確率

ﾗｲﾌｽｷﾙ

家庭

学校教育

職業達成

 

 

 ライフスキル以外の変数では，年齢が男女ともに「大人」意識を強く規定している。また男性では

中３時の生計維持者職業がホワイトカラーであることが「大人」意識と弱い負の関連を持ち，また父

親が仕事や勉強についてうるさくいうこともやはり負の関連を持っている。他方で正社員であること

は「大人」意識と弱い正の関連を持っている。女性では，教育年数が長いことが「大人」意識を持ち
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にくくさせる効果を持ち，逆に収入が多いほど「大人」意識を持ちやすくなっている。 

 

（２）社会参加に関する意識 

 意識面での「自立」として注目するもう一つの変数は，社会参加に対する積極性である。具体的に

は，「地域や社会に役立ちたい」，「国の政治に関心がある」など社会参加に関する８項目をあげて

自分に当てはまるものを多肢選択で回答してもらった質問（青少年 Q54）を用いて，８項目の中から

選択された項目の個数を社会参加に関する積極的な意識を示す連続変数とみなし，それを被説明変数

とする重回帰分析を行った。 

 その結果を示した表Ⅲ－２－１３によれば，社会参加意識は多くのライフスキルと関連を持ってい

る。男女ともに，コンピュータスキル，ネガティブ志向，ポジティブ志向，有能感のそれぞれが高い

者ほど，社会参加意識も高い傾向が見られる。また男性では，家事スキルの高さと社会参加意識の間

にも強い関連が見いだされるが，女性ではそうした関連は存在しない。さらに男性については，コミ

ュニケーションスキルも社会参加意識と弱い正の関連を持っている。 

 ライフスキル以外の変数では，男性では母親が自分のことをわかっていること，中３時の成績，収

入が社会参加意識と正の関連を持ち，逆に正社員であることは負の関連を持っている。正社員として

職業的「自立」を遂げることが，社会参加という面での「自立」を阻害するという，「自立」の別々

の側面同士の矛盾が観察されることは興味深い。 

 女性では年齢と教育年数が社会参加意識とそれぞれ正の関連を持っている。 

 

表Ⅲ－２－１３　社会参加意識の規定要因（非在学者，重回帰分析，数値は標準化係数）
男性 女性

家事スキル  .156*** -.009
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｽｷﾙ  .078*  .103**
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙ  .062+  .041
ネガティブ志向  .213***  .129***
ポジティブ志向  .156***  .211***
有能感  .232***  .179***
年齢 -.024  .101**
中３時暮らし向き -.041  .006
中３時親ﾎﾜｲﾄｶﾗｰﾀﾞﾐｰ  .011 -.023
父・理解 -.004  .013
父・うるさく言う  .003  .033
母・理解  .068*  .031
母・うるさく言う  .008  .056+
教育年数  .011  .150***
中３時成績  .123**  .006
正社員ダミー -.085* -.031
収入  .134**  .008

0.268 0.180
17.713 14.416
0.000 0.000

注）+：p<0.1　*：p<0.5　**：p<0.1　***：p<0.01

調整済みR二乗
F値
有意確率

ﾗｲﾌｽｷﾙ

家庭

学校教育

職業達成

 

第５節 まとめ－青少年の「ライフスキル」の向上と「自立」の促進のために何が必要か 

 本章では，青少年の「ライフスキル」として，家事スキル，テクニカル・スキル（コンピュータス

キル及びコミュニケーションスキル），メンタル・スキル（ネガティブ志向・ポジティブ志向・有能
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感）という３種６つのスキル指標を作成し，それらの規定要因と社会的「自立」に対する影響を検討

してきた。 

 スキル別の知見は，次のようにまとめられる。 

 まず家事スキルについては，加齢とともに順調に家事スキルが伸長する女性とは異なり，男性では

年齢が上がっても家事スキルが低水準なまま停滞している。また家事スキルは親と同居する未婚者で

最も低いことは男女で共通しているが，女性では既婚者で最もその水準が高くなるのに対し，男性で

は既婚者でもその水準は低く，一人暮らしの場合にのみ家事スキルが高くなる。 

このように男性では全般的に家事スキルが低調であるが，そうした男性にとっていわば稀少な家事

スキルは，男性の社会的「自立」に対して有効性を発揮している。例えば男性では家事スキルと収入

や社会参加意識の間には正の関連が見られる。またスキル相互の関係を見ても，男性の場合は家事ス

キルが高い場合にコンピュータスキルや有能感も高いという関係性が見いだされる。 

 しかし女性にとっては，家事スキルはむしろ他のスキルの形成や特定の面での社会的「自立」を阻

害するように作用している。最も重要なのは，女性の場合，正社員や収入などの職業面での「自立」

と家事スキルとの間には強い負の関連があるということである。また女性では家事スキルとコンピュ

ータスキルとの間にも相反する関係が見られる。他方で，家庭形成や「大人」意識という面では女性

の家事スキルは正の効果を持っている。ここに表れているのは，女性にとってはそもそも職業的「自

立」と家庭面での「自立」とが相反的関係にあり，家事スキルは女性を後者に引き寄せる意味を持っ

ているということである。 

 ここから得られる示唆は，男性の家事スキルを増大させ，女性の家事負担を軽減することが，男女

双方の職業面・家庭面でのバランスのとれた社会的「自立」にとって有効であるということである。

学校教育や生育家庭において，男性の家事スキル形成に一層の取り組みがなされることが期待される。

あるいは一人暮らしの男性では家事スキルが高まることから，親元からできるだけ早く独立すること

が男性の家事スキル形成にとって役立つと言える。 

 次に，コンピュータスキルについては，男女に共通して極めて明らかなのは，中３時成績及び教育

年数という学校教育上の達成に強く規定されており，また正社員という職業面での「自立」とも密接

に関連している。ただし既に述べたように後者の関係性については，正社員になったことによってコ

ンピュータスキルが高まっているという因果関係も想定される。また女性については，コンピュータ

スキルは収入を高める上で強い効果を発揮している。全体としてコンピュータスキルは，「教育達成

→職業達成」といういわゆる「メリトクラシー」の枠組みに最も合致したスキルであり，地位達成の

手段としての性格が強いと言える。 

 そしてコンピュータスキルは，やはり男女ともに社会参加という面での「自立」を促進する働きを

も兼ね備えている。このようにコンピュータスキルは職業的「自立」と社会参加面での「自立」の双

方と順接的な関係にあるのだが，ここで留意すべきは男性の場合，正社員であることと社会参加の間

には負の関係が見いだされたことである。すなわち男性にとっては，職業的「自立」と社会参加面で

の「自立」は両立が難しい現状にあるが，コンピュータスキルはそのいずれにとっても役立つスキル
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であると言える。 

 またもう一つ重要なことは，コンピュータスキルが高い男女は，家族形成という面での「自立」に

対しては消極的であるということである。既に前節で述べたように，ここにはコンピュータを介した

ヴァーチャルなコミュニケーションと，家族形成（結婚）という生身の人間との密なコミュニケーシ

ョンとが相互排他的になりがちな傾向を読み取ることができる。また女性の場合は，コンピュータス

キルと密接な関係にある職業的ないし経済的な「自立」と，家族形成面での「自立」が両立しにくい

という社会状況をも反映していると考えられる。ここにもやはり，社会的「自立」の諸側面の間には

時に矛盾する関係があり，また特定のスキルはある面での「自立」に資するが他の面での「自立」に

とってはむしろ障害となる場合があるという複雑な関係を見いだすことができる。 

 このようなコンピュータスキルの形成に役立つ要件としては，男性の場合はボランティアに積極的

に関わることが一定の有効性を発揮する。また女性については，中３時の暮らし向きが豊かな場合や

生計維持者の職業がホワイトカラーである場合など，総じて出身家庭の社会階層が高い者でコンピュ

ータスキルの水準が高くなっている。女性では父親と良好な関係にある場合にもコンピュータスキル

が高い。逆に言えば，こうした階層的・家庭環境的な要件を欠いている女性はコンピュータスキルを

身に付ける上で不利な状況にある。こうした不平等を補う上では，上述のようにコンピュータスキル

は学校教育面での達成と強く関係していたことから，学校教育において特に女性のコンピュータスキ

ルを向上させることにより，女性の職業面・経済面での「自立」を向上させ得る可能性があると言え

る。ただしそれは，現状では女性の家庭形成への消極性，具体的には晩婚化や少子化をも同時に促進

してしまうことにもなりかねない。 

 続いてコミュニケーションスキルについては，まずコンピュータスキルよりもその水準が男女とも

に低いことが注目される。加齢とともに向上するとはいえ，より早い年齢段階からコミュニケーショ

ンスキルが形成されるような取り組みが必要であると考えられる。コミュニケーションスキルは男女

ともにコンピュータスキルやポジティブ志向と強く相関しており，また男性では家族形成及び社会参

加，女性では収入という面での「自立」をも促進していることからも，青少年の「活力」の一環とし

て重要なスキルであると考えられる。 

 こうしたコミュニケーションスキルを左右する要件としては，男女とも中３時の成績といういわゆ

る「学力」が基盤として重要であることが見いだされた。また友人関係などカリキュラム以外の面で

充実した学校生活を送っていた場合にコミュニケーションスキルは高まる傾向がある。男性の場合，

家庭の社会階層が高い者でコミュニケーションスキルが高くなっている。さらに母親との関係がコミ

ュニケーションスキルを身に付ける上で重要であり，男性では母親とよく話すことがプラスの，女性

では母親が口うるさいことがマイナスの影響を及ぼしている。なお女性については，ボランティアに

積極的に関わることも有効である。これらを総合すれば，コミュニケーションスキルを向上させるた

めには，基本的な知的能力に加えて，学校，家庭，地域などにおいて豊かな人間関係を経験すること

が必要であると言える。 

 このコミュニケーションスキルの水準が低い場合に逆に高くなるのが，次に見るネガティブ志向で
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ある。ネガティブ志向は男性よりも女性で強いが，男女とも年齢が上がるに従って低下することを基

本的特徴とする。このネガティブ志向とは，もともと「失敗を思い出して暗い気持ちになる」「人と

比べて心配性である」など，「失敗」「不安」「心配」などの言葉を含む６つの質問項目の中から選

択された項目数であり，物事に取り組む際のちゅうちょや消極性の度合いを意味する変数とみなされ

る。確かに上述のように男女ともコミュニケーションスキルと負の関連を持つこと，非正規労働経験

のある男性で高まること，カリキュラム外の学校生活の充実度や成績が低い場合に高まることなどか

らは，ネガティブ志向が青少年の「活力」にとってマイナスの意味を持つ変数であることがうかがわ

れる。 

しかし他方で，男性については学歴が高い者ほどネガティブ志向が高くなっており，有能感とも正

の関連を持っている。また社会的「自立」との関係を見ても，男女のいずれについてもネガティブ志

向は出身家庭からの「自立」や社会参加面での「自立」を促進する方向に働いている。男性ではネガ

ティブ志向が強いほど家庭形成に積極的であるという傾向も見いだされる。これらの点は，ネガティ

ブ志向が必ずしもマイナス面ばかりを持つわけではないことを示唆している。これは推測にすぎない

が，青少年にとってネガティブ志向は，自らに対して厳しい反省を加える姿勢を意味しており，それ

が過剰な場合には「活力」が失われる結果にもなりかねないが，それをバネにして新しい行動に踏み

込める場合にはプラスに働くスキルとなるのではないかと考えられる。 

このネガティブ志向は，出身家庭における親子関係に影響を受けていることが重要である。特に女

性では，父母が仕事や勉強に関して口うるさい場合や，母親がやさしくあたたかい場合にネガティブ

志向が上昇しており，親からの圧力や保護が強い場合に子どもは自分自身に対して失敗感や不安感を

抱きがちになることがうかがえる。男性では，父母の人生が生きがいあるものだと考えている場合に

ネガティブ志向がやや上昇する傾向があり，これも親の存在感が子どもにとって大きすぎることとネ

ガティブ志向との関連を示唆している。ネガティブ志向が必ずしもマイナスの心理傾向ではないとす

れば，こうした親子関係に問題があることにはならないが，それがゆきすぎることはおそらく子ども

の内面にとって望ましくない結果になることが危惧される。  

 ネガティブ志向とは対照的な，自信や積極性，決断力などを表すのがポジティブ志向である。ポジ

ティブ志向は女性よりも男性で高いが，女性も加齢とともにポジティブ志向が上昇する。そしてポジ

ティブ志向はコミュニケーションスキルと強い相関を持っており，対人的な能力が青少年の自信や積

極性と密接に関係していることがわかる。ポジティブ志向は男性では収入や家庭形成，「大人」意識

など多様な面での「自立」に影響しており，女性でも出身家庭からの「自立」意識を高めている。ま

た男女に共通して，ポジティブ志向が強いほど社会参加面での「自立」が高まっている。それゆえ青

少年の社会的「自立」に対してポジティブ志向は有効なメンタル・スキルであると言える。 

 このポジティブ志向を左右する要因としては，まず先に見たコミュニケーションスキルと同様に，

中３時の成績とカリキュラム以外の面での学校教育経験の充実度，ボランティアへの積極的な関わり

が挙げられる。ただし，男性では学歴（教育年数）がむしろ低い方がポジティブ志向が強く，高学歴

者ほど低下していることが注目される。さらに男性では，親と同居している者や就業経験がない離学
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者でもポジティブ志向が低くなっている。親子関係についてみると，男女とも父親との関係性がポジ

ティブ志向に影響を及ぼしており，男女とも父親が自分のことを理解してくれている場合には高く，

男性では父親が口うるさい場合に低下している。やはりポジティブ志向についても，学校や家庭，地

域において充実した経験をしていることが，その形成にとって有効であると言える。 

 最後にもう一つのメンタル・スキルである有能感，すなわち自分の能力や記憶力，知識などについ

ての自信については，上で見たポジティブ志向との相関が見られるだけでなく，男性ではネガティブ

志向とも相関している。すなわち，有能感は積極性や自信と結合する側面と，不安や自信のなさと結

合する側面の双方を兼ね備えている複雑な変数であるといえる。この有能感は，男女とも中３時の成

績が高いことやボランティアに積極的に関わることによって高まる傾向が見られる。なお男性では親

と同居している場合に低く，中３時の生計維持者がホワイトカラーであることやカリキュラム外の学

校生活が充実していたことによって高くなっている。 

有能感は男女とも家庭からの「自立」や社会参加という面での「自立」とは順接的な関係にあるが，

やはり男女とも正社員という職業面での「自立」とは逆接的な関係にあることには考慮を要する。有

能感と正社員であることとが相反する理由としては，あまり有能感を持たない者の方が正社員になり

やすいという解釈と，正社員という立場に就くと様々な仕事上の要請やプレッシャーなどから有能感

が減退するという解釈とが考えられる。いずれの解釈をとるにしても，日本における正社員の働き方

が若者にとっての有能感と直結していないという事実は，ある種の不健全さをはらんでいるといえる

だろう。 

また，女性については有能感と家庭形成面での「自立」との間にも負の関係が見いだされる。これ

については，女性にとって家庭を持つことが知識や能力の発揮を阻害する現状にあることを意味して

いると考えられる。 

 以上の検討からは，特定のスキルは特定の面での社会的「自立」を促進するように機能するととも

に，時にはスキルと「自立」あるいは社会的「自立」の各側面の間に，相互を阻害し合うような関係

が存在する場合もあることが見いだされた。言い換えれば，青少年の様々なライフスキルを高めるこ

とによってある種の社会的な「自立」につながることは確かだが，スキルと「自立」との関係性には

そのような単純な因果図式で捉えることができない部分もかなり含まれている。それはそもそも「自

立」の各側面の間が相互に矛盾し合っているという現状を背景としている。特に顕著なのは，女性に

とっての職業的「自立」と家庭的「自立」，及び男性にとっての職業的「自立」と社会参加的「自立」

の間の矛盾である。こうした社会状況にまずメスが入れられない限り，ライフスキルの形成をもって

青少年の社会的「自立」という問題への万能薬とみなすことはできない。 

 しかしまた逆に，現実の社会状況を将来的に変革していくためにライフスキルの向上が役立つ可能

性も考えられる。特に，男性の家事スキル，女性のコンピュータスキル，また男女ともにコミュニケ

ーションスキルを高めることが，むしろ社会的「自立」の各側面の間にバランスのとれた順接的な関

係を構築してゆく上で長期的に有効であると期待される。そうしたスキル向上のための社会制度や社

会環境の整備への取り組みが必要とされる。 


