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第１章 青少年の自立志向の分析 

 

                       財団法人家計経済研究所 研究員 久木元 真 吾 

 

 

要旨 

 本稿は，「青少年の社会的自立に関する意識調査」の青少年調査の回答データを用いて，青少年の「自

立」を志向する意識の背景には，どのような規定因があるのかを分析・検討するものである。 

 まず，「社会的自立」という言葉が青少年に関する諸施策のキーワードとしてクローズアップされつつ

あること，そしてそれと並行して，「社会的自立」が広範な意味をカバーする言葉になりつつあるとして

近年の状況を把握した上で，その中で「自立」への志向を持つ背景を探ることの意味を確認する。 

 その上で，実際にデータの分析として，まず自立志向を規定する要因を探るために，自立志向と他の

項目への回答との関連をクロス集計により予備的に分析する。次に，その分析の結果を踏まえて，自立

志向を被説明変数とする２項ロジスティック回帰分析を行い，自立志向の規定因を明らかにするととも

に，分析結果から得られる示唆について考察する。 

 分析結果から導かれたのは，以下の諸点である。第一に，非学生の青少年の自立志向の規定因として，

同性の親の在り方が持つ意味は大きい。ただし，その影響は学生と非学生の間で異なり，むしろ学校を

出た後に親の存在の影響が大きくなってくる。第二に，非学生の青少年の場合，男性では「真面目さ」

が，女性では「意志」が重要な要素である。女性にとって自立を志向することは，真面目さだけでは難

しく，悩みを伴うものであって，だからこそ自らの意志を持ち努力することが必要だという意識を持つ

ようになると考えられる。第三に，学生の場合，男性では現状認識に基づく義務感や必要性という面か

ら，女性では自分自身の具体的な経験から，それぞれ自立志向が導かれている。そして男女とも「就職・

仕事への悩み」と自立志向の両方を持って将来を見ているといえる。 

 

 

第１節 はじめに――「社会的自立」をめぐって 

１ クローズアップされる「社会的自立」 

 「社会的自立」は，近年の青少年に関する諸施策のキーワードとなっている。その代表例として，平

成15年12月９日に青少年育成推進本部から発表された「青少年育成施策大綱」を挙げることができる。

この中で，青少年の全年齢期を通じて取り組むべき「重点課題」の一つとされているのが，「社会的自立

の支援」である。そこで「社会的自立の支援」とは，「青少年が就業し，親の保護から離れ，公共へ参画

し，社会の一員として自立した生活を送ることができるよう支援するもの」であるという（１）。 

                                                  
（１）内閣府ウェブサイト（http://www8.cao.go.jp/youth/suisin/taikou/03.html）。 
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 この「社会的自立」という言葉は，もともと障害者や精神疾患の患者の人たちなど，何らかのハンデ

ィキャップを負った立場の人たちの「自立」を表現する際に用いられることが多く，具体的なハンディ

キャップと関連させずに広く青少年全般について用いられることは一般的ではなかった。しかし，やが

てこの「社会的自立」という表現は「不登校」やいわゆる「社会的ひきこもり」などについても用いら

れるようになる過程を経て，近年になって，青少年全般について「社会的自立」を論じるという用いら

れ方が見られるようになってきた。上で引用した「青少年育成施策大綱」の文章でも，「社会的自立」は

特定のハンディキャップの有無によらず，実質的にすべての若者をカバーできるような表現で定義され

ていることが分かる。特に，「青少年が就業し，親の保護から離れ」といったプロセスは，かつてならば

多くの青少年が特に支援を受ける必要もなく通過していく，極めて自明とみなされていたものであり，

こうした部分まで特別なハンディキャップがあるわけではない青少年に対しても支援するというのは，

従来考えにくかったのではないかと思われる。言い方を換えれば，それだけ「青少年が就業し，親の保

護から離れ」という部分が，現在の青少年一般にとって必ずしも自明なもの・容易なものではなくなっ

ているということだと言える。 

 宮本みち子はこうした議論を早くから展開していた一人であるが，2002年に刊行されたその著作のタ

イトルは『若者が《社会的弱者》に転落する』というものであった（宮本，2002）。このタイトルに現れ

ているように，何らかの特定のハンディキャップを負った青少年たちというだけではなく，それにとど

まらず，いわば「若者」全体が青少年であるというだけで既にハンディキャップを負った立場にあると

いう認識が，「社会的自立」を青少年全般に関して支援されるべきものととらえる視点の背景にあると思

われる。青少年全体が，社会の中で自立して生きていくことの難しさに直面しているという認識が広く

共有されるようになりつつあり，そうであるからこそ青少年全般の「社会的自立」が問題とみなされる

ようになったのだと言えるだろう。 

 

 しかし，以上のような背景のもとで青少年の「社会的自立」が注目されるようになったことにより，

同時に「社会的自立」という言葉の内容も，青少年全般を対象とするために，かなり広範なものになっ

た。例えば，内閣府の「若者の包括的な自立支援方策に関する検討会」が2005年に発表した「若者の包

括的な自立支援方策に関する検討会 中間取りまとめ」（２）では，社会的「自立」の概念について，「ここ

で目標とされる「自立」は，就業による経済的自立に限らず，親から精神的に独立しているかどうか，

日々の生活において自立しているかどうか，社会に関心を持ち公共に参画しているかどうかなど，多様

な要素を含むものととらえる」として，多様な内容を含むことが明言されている。さらに，「自立の在り

方は，人々の生活様式や価値観が多様化した現代の我が国においては一様ではない。自立しているかど

うかは，個人個人について，その置かれた社会的状況等に応じて判断されるべき問題である。また，支

援の必要性についても個々に判断されるべきことがらである」として，「自立」は内容において多様とい

うだけでなく，「自立」が達成されているかどうかの判断基準自体も個々のケースに応じて多様であると

                                                  
（２）内閣府ウェブサイト（http://www8.cao.go.jp/youth/suisin/jiritu/chukan/c-siryo3.html）。 
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されている。 

 社会的自立が青少年全般にかかわる問題とみなされ，さらに何をもって社会的自立がなされていると

みなすかも自明視するべきではなく，一律の基準を当てはめるべきでないという視点が明示されたこと

は，今後の青少年政策の展開にとって意義のあることだと考えられる。他方で，以上のように，多様で

広範な内容を含む形で「社会的自立」を把握することによって，結果的に「社会的自立」という言葉の

焦点が絞りにくくなるというジレンマがある。求められているのは，このジレンマを回避せずに議論す

ること，つまり「社会的自立」という言葉の含意の多様性（＝「自立」の在り方の多様性）を押しつぶ

してしまわずに，「社会的自立」をめぐる現在の青少年の状況をとらえ，必要な支援を考察するというこ

とであろう。ここで分析する「青少年の社会的自立に関する意識調査」にとっても，「社会的自立」は調

査のテーマであり，重要なキーワードである以上，同様のことが求められていると言える。 

 

２ 分析のねらい 

 本稿では，以上で論じてきた「社会的自立」という言葉をめぐる現状を念頭に置きつつ，「社会的自立」

を志向する意識の背景には，どのような要因があるのかを探ることを試みる。以上で見てきたとおり，

「社会的自立」という言葉にはかなり多様な意味が込められているため，必ずしもその輪郭は明確とは

いえない。どういう状態を「自立」とみなすかということ自体が揺らぎの中にあり，議論の対象となっ

ている。そのように「自立」という概念が揺らぐことに伴い，そもそも「自立」ということが達成され

るべき価値かどうかということ自体も，「自立」として想定される内容によっては必ずしも自明でなくな

っている可能性さえあるだろう。 

 本稿のねらいは，「自立」ということが明確にとらえにくくなった現時点において，そうした中でなお

「自立」を志向することが，どのような要因のもとで可能になっているのか，今この志向を持っている

青少年にはどのような特徴があるのかを検討することである。「自立」の内容が自明で，かつ「自立」し

なければならないということも自明な状況だったならば，あえて「自立」を志向する要因を探る必要は

それほど大きくなかったかもしれない。しかしそのような状況が変わっているのであれば，「自立」への

志向を持つ背景を探ることは，新しい意義を持つといえるのではないだろうか。 

 

 本稿で検討するデータは，平成17年1月～2月に実施された「青少年の社会的自立に関する意識調査」

のうち，青少年調査の回答データ（平成16年4月1日現在で，満15歳から29歳まで（３）の全国の男女

4,091 人）である。本稿において特に注目するのは，同調査の質問項目の中の，Q47-4（「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」）である。このQ47は，働き方やライフ

スタイルなどに関する文章を列挙し，その中から回答者の「考え方や生き方」に当てはまるものをすべ

て選んでもらうという形式の質問項目であり，「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」という質問文はその中の一つとして挙げられている。この質問は，この調査の中

                                                  
（３）したがって，平成17年1月～2月の調査時点では満15歳から30歳までが含まれている。 
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で「自立」という言葉を含む数少ない質問項目の一つである（４）。また，それ以上に重要なのは，これが

調査の中で回答者の自立への志向をストレートに尋ねている唯一の質問だという点である。「社会的自

立」が持つ多様で広範な含意を見失わないようにすると，かえってストレートに「自立」について尋ね

ることが難しくなる。その中で，「自立」志向ないし「自立」に関する規範意識を明示的に尋ねるこの質

問は，調査全体の中でも特徴的であり，注目に値するものだと考えられる。 

 ただし，注意が必要な点も若干ある。まず，この質問への回答は，もちろん厳密には本人の志向をそ

のまま表すものではなく，一般的にどうするべきだと考えるかという形で見解を尋ねている。そのため，

その回答と実際の本人の状況は別問題であり，たとえ「自立すべき」と回答していたとしても，その人

が「自立」という言葉にふさわしい状態でいるとは限らない。あくまでも，本人の「自立」に関する規

範意識を示していると考える必要がある。また，この質問での「自立」が，「卒業後すぐの就職」による

「親からの経済的自立」という，明確だが限定的な内容であることにも留意しなければならない。以下

の分析で直接検討するのは，そのようなもはや“古典的”な「自立」への志向であることは踏まえてお

く必要がある。 

 この質問――Q47-4，以下では「自立志向項目」と呼ぶことにしよう――について，自分の考え方や生

き方に当てはまると回答した人がどのくらいいるかという点に注目しながら，以下の分析を進めていく

ことにしたい。なお，「自立志向項目」に「あてはまる」と回答した人の割合を「自立志向割合」と呼ぶ

ことにする。 

 以下では，次のような形で議論を進めていく。まず，自立志向項目の回答データに関して，質問文の

内容から想定される傾向をデータで実際に確認し，データを全体として分析するのではなく，属性によ

ってサンプルを４つに分ける形で分析を進めるという方針を定める。次に，自立志向を規定する要因を

探るために，予備的分析として，自立志向項目に関して，他の項目への回答との関連をクロス集計によ

り分析する。その作業を通じて，自立志向項目に関する回答の特徴を概観するとともに，自立志向の規

定因として考えられるものを探索的に検討していく。最後に，予備的分析の結果を踏まえて，自立志向

を被説明変数とする２項ロジスティック回帰分析を行い，自立志向の規定因を明らかにするとともに，

分析結果から得られる示唆について考察する。 

 

第２節 予備的分析 

 自立志向項目について，回答者全体の自立志向割合は 39.5％（n＝4091）である（５）。ここではまず，

                                                  
（４）これ以外には，親元から離れて暮らしている人に，親元から離れることになった理由をたずねる質問項目（Q 4）の選
択肢の一つに，「自立しなければならないと自分が感じたから」というものが含まれているだけである。 
 
（５） 過去の調査において，この自立志向項目に類似した質問項目としては，「第7回世界青年意識調査」の「子どもは親
から経済的に早く独立するべきだ」（Q8）がある（内閣府，2004）。そこでは「そう思う」「どちらかといえばそう思う」「ど

ちらかといえばそう思わない」「そう思わない」の4件法で尋ねているが，「そう思う」「どちらかといえばそう思う」がそ

れぞれ35.5％，47.3％を占めており，両者を合計すると8割を超える。「青少年の社会的自立に関する意識調査」での39.5％

という自立志向割合と比べるとかなり大きい割合であるが，そのような違いが生じたのは，両調査の回答者の違い（年齢層

など）だけでなく，「青少年の社会的自立に関する意識調査」では後述するように「学校を卒業したら，できるだけ早く」

というより明確な表現が質問文に盛り込まれていることが大きいと考えられる。 
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この自立志向割合を被説明変数として，他の回答との関連を主にクロス集計を通じて概観することにし

たい。 

 

１ 学生であること／ないことの効果 

 分析に着手する前に，もう一度自立志向項目の文を見ておくことにしよう。「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」――ここでポイントとなるのは，「学校を卒業した

ら」という部分である。つまり，ただ漠然と自立を述べているのではなく，学校卒業後にできるだけ早

くという，時期に関する言及を含んでいる点に注意する必要がある。本調査の回答者には，学校に現在

通っている者も，既に学校を出ている者も含まれている。前者にとっては，この質問文の内容は当人に

とって将来の問題（＝まだ自分の身に起こっていない問題）として受け止めることになるが，後者にと

っては，この質問文の内容は既に自分の身に起こった問題を指すことになる。質問文自体は回答者の立

場と関係のないものであるが，在学中の者にとっては将来に関する一般的な内容の質問としてのみ響く

のに対して，既に学校を出ている者にとっては，この質問文は「実際に自分が学校を出てどうしたか」

ということを想起させながら，それとは別に，学校卒業後の自立の必要性について一般論としてどう考

えるかということを尋ねることになる。卒業後どうするべきかと，自分の実際の卒業後の姿の間に目を

向けさせ，ギャップの有無を意識させることになるわけである。その分，在学中の学生（６）に比べて，「自

立すべきである」と言い切ることへのちゅうちょを感じる者もいるのではないだろうか。 

 要するに，現在学生であるかそうでないかによって，自立志向項目が回答者にとって持つ意味が微妙

に異なるのである。そうであるならば，学生かそうでないかによって，自立志向割合の数値にも差が見

られることが予想される。 

 そこで，自立志向割合を性別及び現在学生であるかどうかによって分けて調べると，やはり学生の方

が学生でない人（以下「非学生」）よりもかなり高い割合となっていることが分かる。それぞれ，男性で

は51.1％と30.6％，女性では47.9％と31.6％であり，その違いは顕著である（表Ⅲ－1－１）。今回の

回答者の場合，学生は非学生に比べて年齢が若い人が多いと考えられるが，年齢層に分けてみても，サ

ンプル数の関係もあって女性で有意差が検出されない年齢層が若干あるものの，おしなべて学生の方が

非学生よりも高い割合となっている（表Ⅲ－１－２）。したがって，表Ⅲ－1－1 で確認された自立志向

割合の差は，年齢による差よりもむしろ学生か非学生かによる差としてとらえることができる。つまり，

学生の方が，学生でない人よりも「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」と考える傾向があるということである。 

 

                                                  
（６） 以下では，特にことわらない限り，「学生」を学生・生徒を総称する呼称として用いる。 
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表Ⅲ－1－1　自立志向割合（学生／非学生）
性別 学生／非学生 割合 n（人） χ^2値

非学生 30.6% 974
学生 51.1% 941
非学生 31.6% 1261
学生 47.9% 911

***：p<.001
※「学生」は現在の状況が「学生・生徒」である者，「非学生」はそれ以外のすべて

男

女

83.516***

59.388***

表Ⅲ－１－２　年齢層別に見た自立志向割合
年齢 属性 割合 n（人） χ^2値

男・非学生 24.1% 29
男・学生 42.0% 579
女・非学生 30.0% 20
女・学生 39.4% 581
男・非学生 25.9% 216
男・学生 65.5% 307
女・非学生 27.3% 245
女・学生 63.2% 310
男・非学生 31.1% 370
男・学生 70.0% 50
女・非学生 35.2% 492
女・学生 53.3% 15
男・非学生 33.4% 359
男・学生 40.0% 5
女・非学生 30.2% 504
女・学生 60.0% 5

***：p<.001　**：p<.01　+：p<.10
※27-30歳は期待度数に満たないセルを含むため検定していない。

19-22歳

19-22歳

23-26歳

23-26歳

15-18歳

15-18歳

3.627+

0.720(n.s.)

79.340***

70.658**

29.059**

2.094(n.s.)

－

－

27-30歳

27-30歳

 

 表Ⅲ－１－１では，男性では20ポイント，女性でも16ポイントもの差が学生・非学生の間に見られ

るが，この調査で調べた項目で，クロス集計をしたときに自立志向項目に関してこれほどギャップが見

られる主要な属性は他にはない。したがって，自立への志向を規定するものも，学生と非学生では同じ

ではない可能性が高く，その点を踏まえて検討する必要がある。 

 また，表Ⅲ－１－１及びⅢ－１－２では男女別に分けることも行っている。回答者全体について性別

によるその割合の違いを見ると，男性では40.7％（n＝1917），女性では38.4％（n＝2174）となり，有

意差は検出されない。しかし，自立に関する規範は女性の生き方に関する意識と密接にかかわるもので

あり，以降の分析においてジェンダー差が表れることは大いに予想される。それだけに，自立志向自体

も男性と女性では異なる背景のもとにある可能性が考えられるため，以下では男女別に見ることも重視

していきたい。 

 したがって，以降の分析においては，基本的に学生／非学生及び男性／女性という形で回答者のデー

タを４つに分けて検討することにしたい。そうすることによって，４つのそれぞれにおいて自立志向を

規定するものが何であるかを考えていくことにする。 

 

２ 基本的な属性と自立志向の関係 
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 この調査の質問項目は多岐にわたっており，自立志向の規定因を探るために，まずは予備的な分析と

して，基本的なクロス集計による分析を行い，有力な説明変数を探索していくことにする。 

 「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」という志向を規定し

ている要因として，どのようなものがあると予想されるだろうか。①本人の基本的な属性による部分も

あるだろうが，まず②親子関係が挙げられる。親との関係の在り方や，回答者にとって親がどのような

存在であるかによって，自立への志向が促されたり，遅れたりする可能性は十分に考えられる。また，

③現在に至るまでの過去の経験・履歴や置かれた社会的・経済的状況から，自立への志向を持つように

なるということもあり得るだろう。そしてもちろん，過去だけでなく④現在の社会的・経済的な状況に

よって規定されることも同様に考えられる。以上とは別に，回答者自身が持つ⑤意識の在り方や価値観

なども，自立への志向――これもその意識の一部である――と当然かかわってくるだろう。 

 そこでここでは，大きく「基本的な属性に関する変数」「親子関係に関する変数」「過去や履歴に関す

る変数」「現在の状況に関する変数」「意識に関する変数」の５つの領域を考え，それぞれの領域に関し

ていくつかの説明変数を検討する形で分析を行うことにする。 

 まず，基本的な属性に関する変数を取り上げる。具体的には，いずれも基本的な属性である，「居住地

（地域ブロック）」，「居住地の都市規模」，「配偶関係」の３つについて検討する。 

 表Ⅲ－１－３は居住地（地域ブロック）別に見た自立志向割合をまとめたものである。学生の女性の

み有意差が検出され，特に東海地方で自立志向割合が低くなっていることが分かるが，他ではすべて有

意差が見られず，地域ブロック間で顕著な違いはないと判断される。 

 

表Ⅲ－１－３　地域ブロック別に見た自立志向割合
北海道，東北 関東 北陸，東山 東海 近畿 中国，四国 九州 n（人） χ^2値

男・非学生 28.2% 34.6% 36.2% 24.4% 26.1% 31.5% 27.8% 974 7.291(n.s.)
男・学生 61.0% 52.5% 43.8% 53.6% 47.3% 41.2% 53.0% 941 9.675(n.s.)
女・非学生 30.7% 34.3% 28.8% 25.2% 27.6% 41.7% 31.1% 1261 10.585(n.s.)
女・学生 52.7% 54.3% 51.4% 35.0% 42.8% 50.7% 43.2% 911 15.499*

*：p<.05
※表中の数値（％）は自立志向割合

 

 次に，居住地の都市規模について，「大都市」「人口10万以上の市」「人口10万未満の市」「町村」の

4 カテゴリー別に自立志向割合との関係を調べたが，都市規模による自立志向割合の有意な差は，男女

及び学生／非学生の4グループのいずれについても検出されなかった（詳細は略）。 

 最後に，回答者の配偶関係について，無配偶・有配偶別に自立志向割合を見たのが表Ⅲ－１－４であ

る（学生については，男女とも有配偶者が非常に少ないため割愛した）。男女とも，有配偶者の方が自立

志向割合が高くなっているが，有意な差ではなかった。回答者自身の配偶関係は自立志向に明確な影響

を与えていないようである。 
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表Ⅲ－１－４　 配偶関係別に見た自立志向割合
配偶関係 割合 n（人） χ^2値

無配偶 30.0% 810
有配偶 34.0% 156
無配偶 30.4% 904
有配偶 34.2% 351

※無配偶には「既婚・離死別」及び「同居パートナーあり」を含む。
※学生については，有配偶者が非常に少ないため省略

女・非学生 1.664(n.s.)

男・非学生 0.971(n.s.)

 

 

３ 親子関係と自立志向の関係 

 次に，親子関係に関する変数と自立志向割合の関係を検討する。ここで具体的に取り上げるのは，「親

との同別居」，「父親のすがた」，「母親のすがた」である。 

 表Ⅲ－１－５は，回答者の青少年が親と同居しているかどうかと，自立志向割合の関係を調べたもの

である。非学生では男女とも有意差は検出されなかったが，学生については男女とも有意な差が見られ，

親と別居している者で自立志向割合が高くなっている。学生のうちに親元を離れて暮らすことが，自立

志向を高めている可能性がうかがえる。 

 

表Ⅲ－１－５　親との同別居別に見た自立志向割合
同居／別居 割合 n（人） χ^2値
親と同居 30.1% 763
親と別居 31.9% 210
親と同居 49.8% 869
親と別居 66.7% 72
親と同居 31.3% 860
親と別居 32.2% 401
親と同居 46.8% 868
親と別居 69.0% 42

**：p<.01

0.241(n.s.)

7.545**

0.100(n.s.)

7.965**

男・非学生

男・学生

女・非学生

女・学生

 

 

 表Ⅲ－１－６は，回答者の父親の姿と自立志向割合の関係について検定した結果をまとめたものであ

る。父親についての質問は7つあるが，紙幅の都合もあるため詳細は割愛し，検定結果のみを表に掲載

した。有意差が検出されたものはすべて，父親にその説明があてはまると回答した人たちの方が，あて

はまらないと回答した人たちよりも自立志向割合が高いという正の関係であった。この中では特に，「父

は，私に対してやさしくあたたかいほうだ」と「父の人生は，私からみて生きがいのあるものだ」の２

つが，男女・学生／非学生を問わず自立志向割合と関連が見られることが注目される。この２つはどち

らも男女ともに有意差が検出されており，肯定的な父親の姿が男性だけでなく女性の自立志向にとって

も関係している可能性が示唆されている。一方，「私は，父の仕事についてよく知っている」では，学生

ではなく非学生の自立志向と明確な関連が見られ，在学中ではなく学校を出た後になってから，父の仕

事について知っていることが自立志向により結びついている可能性が考えられる。 
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表Ⅲ－1－６　父親像と自立志向割合の関係
男・非学生 男・学生 女・非学生 女・学生

父は私に厳しい n.s. n.s. 3.686+ n.s.
父は私のことをよくわかっている n.s. n.s. n.s. n.s.
父は私の仕事や勉強にうるさく言う n.s. n.s. 4.112* n.s.
父は私にいろいろなことを話す 7.029** n.s. n.s. n.s.
父は私にやさしくあたたかい 13.227*** 5.743* 11.246** 3.881*
私は，父の仕事をよく知っている 15.329*** n.s. 3.926* 3.430+
父の人生は生きがいのあるものだ 4.112* 8.860** 8.959** 2.820+
***：p<.001　**：p<.01　*：p<.05　+：p<.10
※表中の数値はχ^2値
※行見出しの文は調査票の表現を適宜略記したもの  

 

 表Ⅲ－１－７は，表Ⅲ－１－６と同様に，回答者の母親の姿と自立志向割合の関係について検定した

結果をまとめたものである。これも，紙幅の都合もあって詳細は割愛し，検定結果のみを表に掲載した

（これも有意なものはすべて正の関係であった）。父の場合と同様に，「母は，私に対してやさしくあた

たかいほうだ」で男女・学生／非学生を問わず自立志向割合と関連が見られる。「母の人生は，私からみ

て生きがいのあるものだ」については，女性の場合，非学生で有意だが，学生では有意ではなく，これ

も在学中ではなく学校を出た後になってから，母の人生への評価が自立志向と関連するようになること

を示しているのかもしれない。また，「母といろいろ話す」も，男女とも非学生で有意だが，学生では有

意ではない。全体として，両親の存在が，より両親との関係が近いと思われる在学中でなく，むしろ学

校を出てからの自立志向に，時間を経た形で関連を示していることがうかがえる。 

 

表Ⅲ－１－７　母親像と自立志向割合の関係
男・非学生 男・学生 女・非学生 女・学生

母は私に厳しい n.s. 3.252+ 4.381* n.s.
母は私のことをよくわかっている 5.521* 5.670* n.s. n.s.
母は私の仕事や勉強にうるさく言う n.s. n.s. n.s. n.s.
母は私にいろいろなことを話す 15.450*** n.s. 9.915** n.s.
母は私にやさしくあたたかい 7.956** 11.957** 6.328* 4.205*
私は，母の仕事をよく知っている 6.740** n.s. 17.377*** 2.957+
母の人生は生きがいのあるものだ 11.165** 15.410*** 20.174*** n.s.
***：p<.001　**：p<.01　*：p<.05　+：p<.10
※表中の数値はχ^2値
※行見出しの文は調査票の表現を適宜略記したもの  

 

４ 過去や履歴と自立志向の関係 

 続いて，回答者の過去の状況や履歴に関する変数と自立志向の関係を検討する。ここでは，「中学 3

年生時点の暮らし向き」，「中学3年生時点の成績」，「最終学歴」，「学校を出てから現在までの働き方」

を取り上げて，過去の状況や履歴が，現在の自立志向を規定している可能性があるかどうかを考える。 

 まず，回答者が中学3年生時点の家庭の経済的な暮らし向きと自立志向割合の関連を調べた。しかし，

男女及び学生／非学生による４つのグループのいずれに関しても，中学３年生時点の暮らし向きの程度

による自立志向割合の差は有意とはならなかった（詳細は略）。 
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 次に，中学３年生時点の成績と自立志向割合の関連を調べた（表Ⅲ－１－８）。本調査では，「中学３

年生のころ，あなたの成績はクラスや学年でどのくらいでしたか」という形で尋ねる質問（青少年Q16）

があり，「上のほう」「どちらかというと上のほう」「まんなかあたり」「どちらかというと下のほう」「下

のほう」という選択肢を設けていたが，表Ⅲ－１－８を見ると，男女とも学生では有意な結果とならず，

非学生では有意であった。男女とも非学生では，中学３年生時点の成績が高いほど現在の自立志向割合

が高いという傾向があることが分かる。 

 

表Ⅲ－１－８　中学3年生時の成績別に見た自立志向割合

上のほう
どちらか
というと
上のほう

まんなか
あたり

どちらかと
いうと下の
ほう

下のほう n（人） χ^2値

男・非学生 45.9% 36.8% 32.2% 25.3% 21.6% 960 20.958***
男・学生 53.8% 56.1% 51.2% 41.5% 51.2% 927 7.747(n.s.)
女・非学生 49.1% 35.7% 31.5% 23.0% 22.1% 1239 29.020***
女・学生 47.2% 51.2% 46.9% 48.6% 41.4% 890 2.255(n.s.)

***：p<.001
※表中の数値（％）は自立志向割合

 

 続いて，最終学歴（学生については在学学校 青少年 Q18）と自立志向割合の関連を調べたのが表Ⅲ

－１－９である。男女及び学生／非学生による４グループのいずれに関しても有意であった。非学生で

は，男女ともおおむね最終学歴が高いほど自立志向割合が高い傾向がある。学生について見ると，男性

では大学及び短大・高専・専門学校で7割弱と高い割合なのに対して，普通科以外の高校で相対的に低

い割合となっている。女性では，短大・高専・専門学校が最も高く７割近い割合で，次いで大学が６割

弱となっている。中学校が２割台と低いが，回答者の該当者数が少ないため慎重に判断する必要がある。 

 

表Ⅲ－１－９　最終学歴（在学学校）別に見た自立志向割合

中学校
高校・普
通科

高校・そ
の他

短大・高
専・専門学
校

大学・大
学院

n（人） χ^2値

男・非学生 15.0% 25.0% 29.3% 30.0% 39.8% 966 19.181***
男・学生 45.5% 42.7% 36.3% 68.4% 66.3% 936 61.628***
女・非学生 23.5% 21.3% 26.0% 36.0% 42.9% 1251 37.144***
女・学生 22.2% 39.2% 42.2% 68.0% 58.9% 906 49.833***

***：p<.001
※表中の数値（％）は自立志向割合

 

 最後に，非学生のみに関して，学校を出てから現在までの働き方の推移と自立志向割合の関連を検討

する。卒業後すぐ正社員として働くだけでなく，アルバイト等を経て正社員になったケースや，逆に正

社員からアルバイト等に変わったケースなど，近年の青少年の働き方の推移は多様なものとなっている。

この調査では，「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」という5つの選択肢を設けて，学校を出てから現在までの働
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き方の推移を尋ねている（青少年 Q33）（７）。この働き方のタイプと自立志向割合の関係を見たのが表Ⅲ

－１－１０である。男女とも有意であり，どちらも「一貫して正社員」で自立志向割合が一番高くなっ

ている。注目されるのは，男性の「正社員からアルバイト」で自立志向割合が低いことである。このカ

テゴリーは，女性では「一貫して正社員」と同じくらい高い割合であるにもかかわらず，男性に関して

は各カテゴリーの中で一番低い割合となっており，男性にとって正社員からアルバイトに変わることは，

意識面での大きな影響を伴うものであることが分かる。 

 

表Ⅲ－１－10　学校を出てから現在までの働き方別に見た自立志向割合

一貫して
正社員

正社員→
アルバイ
ト

アルバイ
ト→正社
員

一貫してア
ルバイト

働いたこ
となし

n（人） χ^2値

男・非学生 35.9% 20.3% 26.8% 22.4% 26.1% 872 15.912**
女・非学生 36.7% 33.1% 29.6% 21.9% 13.3% 1162 22.332***

***：p<.001　**：p<.01
※表中の数値（％）は自立志向割合
※「アルバイト」には契約社員等も含む。

 

５ 現在の状況と自立志向の関係 

 次に検討するのは，回答者の現在の状況に関する変数と自立志向の関係である。ここでは，「現在の職

業」（非学生のみ），「年収」（非学生のみ），「定期的にしているアルバイトの有無」（学生のみ），「現在の

暮らし向き」を取り上げて，現在の職業及び経済的な状況が，自立志向を規定している可能性があるか

どうかを考える。 

 まず，現在の職業と自立志向割合の関連を調べたのが表Ⅲ－１－１１である。ここでは現在の職業を

「正社員・正職員」「契約社員・パート・アルバイト」「自営業・自由業，家族従業者」「無職（家事手伝

い含む）」「専業主夫・主婦」の５つのカテゴリーに分けて検討したところ，カテゴリー間に有意差が検

出された。「正社員・正職員」が最も高い自立志向割合である点は，男女共通である。 

 

表Ⅲ－１－１１　現在の仕事別に見た自立志向割合（非学生のみ）

正社員・
正職員

契約社
員・パー
ト・アル
バイト

自営業・
自由業，
家族従業
者

無職（家事
手伝い含
む）

専業主
夫・主婦

n（人） χ^2値

男・非学生 35.6% 22.3% 31.2% 20.0% － 958 18.412***
女・非学生 36.2% 26.6% 27.0% 23.4% 33.8% 1247 13.192*

***：p<.001　*：p<.05
※表中の数値（％）は自立志向割合
※「正社員・正職員」は，民間企業の正社員，公務員等の正職員を指す。
※「契約社員・パート・アルバイト」は，契約社員，派遣会社登録社員，パート・アルバイト・非常勤職員を指す。
※男性の「専業主婦・主夫」は該当者なし

                                                  
（７） 調査票では，「アルバイト」について「契約社員等を含む」と付記している。 
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 続いて，非学生に限り，年収と自立志向割合の関連を調べた（学生については，「収入なし」が男女と

も過半数を占めているため割愛した）。調査票では，「あなた自身が昨年一年間に働いて得た収入」を税

込みで尋ねるという形をとっている（青少年Q49）。表Ⅲ－１－１２に結果をまとめているが，男性は年

収が多いほど自立志向割合が高くなる傾向があり，女性も「収入なし」を除けば同じ傾向がうかがえる。

女性の場合は，「収入なし」の 81.0％を専業主婦が占めており，そのためにこの部分に関して男性と異

なる傾向になっていると考えられる。 

 

表Ⅲ－１－１２　年収別に見た自立志向割合（非学生のみ）

収入なし
100万円
未満

100-200
万円未満

200-300万
円未満

300-400
万円未満

400-600万円
未満

600万円以上 n（人） χ^2値

男・非学生 17.0% 20.7% 25.2% 34.6% 38.3% 40.7% 50.0% 958 18.412***
女・非学生 32.2% 27.8% 31.6% 29.6% 41.8% 48.3% 50.0% 1247 13.192*

***：p<.001　*：p<.05
※表中の数値（％）は自立志向割合

 

 次は，学生に限り，定期的にアルバイトをしているかどうかと自立志向割合の関連を検討した。表Ⅲ

－１－１３のように，男女とも，定期的にアルバイトをしている学生の方が自立志向割合が有意に高く

なっており，定期的なアルバイト経験と自立志向割合の間に関連があることがうかがえる。 

 

表Ⅲ－１－１３　定期的アルバイトの有無別に見た自立志向割合（学生のみ）
定期的ア
ルバイト
あり

定期的ア
ルバイト
なし

n（人） χ^2値

男・学生 58.3% 47.4% 941 9.988**
女・学生 60.1% 41.5% 911 28.461***

***：p<.001　**：p<.01
※表中の数値（％）は自立志向割合  

 

 最後に，回答者の家庭の現在の経済的な暮らし向き（青少年 Q48）と，自立志向割合の関連を分析し

た。表Ⅲ－１－１４のとおり，有意な結果が出たのは男性の学生及び女性の非学生だけであった。男性

の場合，学生では「苦しい」「どちらかといえば苦しい」で自立志向割合が高くなることが分かるが，非

学生ではそうした傾向が見られなかった。女性の場合，非学生では「ゆとりがある」で自立志向割合が

相対的に高くなっているが，学生では有意差は検出されていない。 
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表Ⅲ－１－１４　現在の暮らし向き別に見た自立志向割合

ゆとりが
ある

どちらか
といえば
ゆとりが
ある

どちらか
といえば
苦しい

苦しい n（人） χ^2値

男・非学生 31.2% 33.4% 30.2% 25.4% 897 2.135(n.s.)
男・学生 49.0% 47.0% 61.6% 64.9% 838 15.910**
女・非学生 41.1% 31.4% 29.3% 31.2% 1184 7.130+
女・学生 46.5% 48.5% 57.1% 56.4% 788 5.843(n.s.)

**：p<.01　+：p<.10
※表中の数値（％）は自立志向割合  

 

６ 意識に関する変数と自立志向の関係 

 最後に検討するのは，回答者の意識に関する変数と自立志向の関係である。ここでは，仕事や生き方

に関する意識，社会での成功に必要なものについての意識，悩みや心配ごと，結婚後の女性（自分又は

結婚相手）の生き方を取り上げて，自立志向との関連を検討する。 

 まず，仕事や生き方に関する意識としては，本調査の青少年調査票のQ47から仕事や生き方に関する

質問項目を取り上げることにする。ここで注目する質問項目は１２と多いため，検定結果のみをまとめ

て掲載した（表Ⅲ－１－１５）。このうち，「自分のやりたい仕事が見つからなければ働かなくてよい」

だけが，それが自分の考え方や生き方にあてはまると回答した人ほど自立志向割合が低いという負の関

係にあるもので，他はすべて正の関係であった。これらの中には，男女・学生／非学生の４つのグルー

プすべてにおいて，自立志向割合と有意な関係にあるものも少なくなく，「年齢よりも実績で給料が決ま

る方がよい」「フリーターや派遣社員は，長期間続けるべきではない」「努力すれば満足できる地位や収

入が得られる」「私生活を犠牲にしてまで，仕事に打ち込むつもりはない」「将来について夢を持ってい

る」はいずれもそうであった。逆に，「収入に恵まれなくても自分のやりたい仕事をしたい」は，４グル

ープのすべてにおいて有意ではなかった。 
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表Ⅲ－１－１５　仕事や生き方に関する意識と自立志向割合の関係
男・非学生 男・学生 女・非学生 女・学生

同じ会社で一生働きたい n.s. 3.886* n.s. n.s.
年齢よりも実績で給料が決まる
方がよい 21.064*** 5.503* 24.739*** 22.907***
収入に恵まれなくてもやりたい
仕事をしたい n.s. n.s. n.s. n.s.
フリーターや派遣社員は，長期
間続けるべきではない 100.369*** 53.125*** 78.980*** 7.073**
自分のやりたい仕事が見つから
なければ働かなくてよい n.s. 5.529* 3.779+ 3.678+
努力すれば満足できる地位や収
入が得られる 25.494*** 14.857*** 25.264*** 11.880***
私生活を犠牲にしてまで，仕事
に打ち込むつもりはない 19.362*** 13.339*** 11.101*** 5.905*
収入が高くなくても，家から近
いところでの仕事がいい n.s. n.s. 3.202+ n.s.
自分の将来について楽観的なイ
メージを持っている n.s. n.s. 2.902+ 4.600*
将来のために節約・努力するよ
りも，今の自分の人生を楽しむ 3.919* n.s. 4.243* n.s.
あまり運のいい方ではない 17.939*** n.s. n.s. 3.327+
将来について夢を持っている 20.254*** 4.946* 23.826*** 4.868*
***：p<.001　**：p<.01　*：p<.05　+：p<.10
※表中の数値はχ^2値
※行見出しの文は調査票の表現を適宜略記している。  

 

 次に，社会での成功に必要なものについての意識と自立志向との関係を検討する。この調査では，青

少年Q52で「社会に出て成功するのに重要なもの」を尋ねている。その回答状況と自立志向との関係に

ついて，検定結果のみを表Ⅲ－１－１６にまとめた（いずれも自立志向割合と正の関係）。非学生では「個

人の努力」「運やチャンス」と自立志向が関係していて，学生では「個人の才能」「運やチャンス」と自

立志向が関係している。自立志向と関連するのが，非学生では「個人の努力こそが成功につながる」と

いう意識であるのに対して，学生では「個人の才能こそが成功につながる」という意識であり，対照的

な違いが見られる。非学生と学生の自立志向の間に質の差があることがうかがえ，興味深い点である。 

表Ⅲ－１－１６　社会での成功に必要なものに関する意識と自立志向割合の関係
男・非学生 男・学生 女・非学生 女・学生

家柄・親の地位 n.s. n.s. n.s. n.s.
個人の才能 n.s. 5.512* n.s. 2.932+
個人の努力 3.468+ n.s. 11.236*** n.s.
学歴 n.s. n.s. n.s. n.s.
運やチャンス 3.582+ 3.497+ 5.551* 3.093+
いい友人をもつこと n.s. n.s. n.s. n.s.
コネ（縁故）やツテがあること n.s. n.s. n.s. n.s.
***：p<.001　*：p<.05　+：p<.10
※表中の数値はχ^2値  

 

 続いて，悩みや心配ごとの内容と自立志向との関係を検討する。この調査の青少年Q56では，現在持
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っている悩みや心配ごととして当てはまるものを選ぶ形になっており，その回答状況と自立志向の関係

をまとめたのが表Ⅲ－１－１７である（「悩みや心配ごとはない」のみ自立志向割合と負の関係，それ以

外はすべて正の関係）。これを見ると，「就職や仕事のこと」「お金のこと」が４グループのすべてにおい

て有意となっていることがわかる。自立を志向することが，就職・仕事の悩みや経済的な悩みがあるこ

とと結びついているようである。 

 

表Ⅲ－１－１７　悩み・心配ごとと自立志向割合の関係
男・非学生 男・学生 女・非学生 女・学生

勉強や進学のこと n.s. n.s. 5.476* 4.621*
就職や仕事のこと 2.715+ 35.052*** 27.944*** 59.374***
家族や家庭のこと 3.065+ n.s. 15.727*** n.s.
友人や恋人のこと 6.048* 5.603* 4.051* n.s.
お金のこと 3.934* 8.749** 3.143+ 9.515**
自分の性格や生き方のこと n.s. n.s. 10.393** 12.677***
健康や病気のこと 5.153* 4.351* n.s. 6.396*
容姿のこと n.s. n.s. 4.554* 4.476*
悩みや心配ごとはない n.s. 4.749* 7.030** 12.171***
***：p<.001　*：p<.05　+：p<.10
※表中の数値はχ^2値  

 

 最後に検討するのは，結婚後の女性（自分又は結婚相手）の生き方と自立志向の関係である。この調

査では，青少年Q60で，女性に対しては「あなたが希望する生き方」として，男性に対しては「結婚相

手の女性に希望する生き方」として，「結婚・出産時に退職，復帰しない」「結婚・出産時に退職，復帰

する」「結婚し出産するが仕事も継続」「結婚するが出産せず仕事継続」という４つの選択肢を選んでも

らうという質問を設けていた。これへの回答と自立志向割合の関係をまとめたのが表Ⅲ－１－１８であ

る。これを見ると，女性の非学生で，「出産退職」＜「出産退職し復帰」＜「出産し仕事継続」＜「出産

せず仕事継続」，という順で自立志向割合が高くなっていることがわかる。また，この質問で，男性で相

手の女性に「出産せず仕事継続」を希望する人の割合が非常に少なかった（そのため自立志向割合との

関係を十分に分析できなかった）ことも付言しておきたい。 

 

表Ⅲ－１－１８　結婚後の女性の生き方に関する意識と自立志向割合の関係

結婚・出産
時に退職，
復帰しない

結婚・出
産時に退
職，復帰
する

結婚し出産
するが仕事
も継続

結婚する
が出産せ
ず仕事継
続

n（人） χ^2値

男・非学生 29.6% 37.3% 28.8% 0.0% 780 －
男・学生 60.8% 57.0% 51.7% 66.7% 697 －
女・非学生 25.1% 32.7% 36.7% 39.1% 1139 7.140+
女・学生 40.0% 51.3% 51.4% 80.0% 771 10.858*

**：p<.01　+：p<.10
※表中の数値（％）は自立志向割合
※女性は自分自身が希望する生き方を，男性は結婚相手に希望する生き方を選択
※男性は非学生・学生とも期待度数に満たないセル（「出産せず仕事継続」）を含むため検定していない。
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第３節 非学生サンプルにおける自立志向の規定因の分析 

１ ２項ロジスティック回帰分析の導入 

 上で進めてきた予備的分析の結果を踏まえて，以下では，自立志向を被説明変数とする２項ロジステ

ィック回帰分析を行い，青少年が自立を志向するかどうかを左右する規定因を探索し明らかにすること

を試みる。 

 ここで用いる「ロジスティック回帰分析」という分析手法は，「あり」「なし」などの２値の変数を被

説明変数とする回帰分析のことである。今回の被説明変数は，自立志向項目に当てはまると回答してい

るか，していないかという２値の変数であるため，この手法を用いることができる。 

 ここでの分析は，複数の説明変数（規定因）によって自立への志向があるかないかを予測するモデル

を作成するというものである。特に今回は，予備的分析で自立志向に有意な関連が見られた変数が多数

あるため，多くの説明変数の中から，自立志向を最もよく説明する少数の説明変数の組み合わせを探索

的に見付け出すことが求められる。そこで，そのための方法として，ここではステップワイズ法（尤度

比による変数増加法）によるモデルの作成を試みる。 

 モデル作成に用いる説明変数は，予備的分析で自立志向割合と有意な関連があったものから選ぶ。モ

デルの作成に当たって，非学生と学生の間に自立志向割合の大きな違いがあったことを考慮し，説明変

数の扱いに関しては，非学生の場合と学生の場合で別個に検討する。すなわち，以下のような基準で説

明変数の候補としてモデルへの投入を決める。男女及び学生／非学生によって分けた４グループについ

て，①４グループのいずれにおいても，ある変数と自立志向割合の間に有意な関係が見られない場合は，

その変数は投入しない。②学生の男性・学生の女性という２グループの両方において，ある変数と自立

志向割合の間に有意な関係が見られない場合は，学生のモデル作成にはその変数は投入しない。③同様

に，非学生の男性・非学生の女性という２グループの両方において，ある変数と自立志向割合の間に有

意な関係が見られない場合は，非学生のモデル作成にはその変数は投入しない。④①～③以外の有意な

変数は，非学生・学生の両方のモデル作成に候補として投入する。 

 

２ 説明変数 

 まず，非学生サンプルにおける自立志向のロジスティック回帰分析を行う。 

 上述した基準によって決められた，非学生サンプルの分析において投入される説明変数は以下のとお

りである。 

 

【親子関係に関する変数】 

 父親像（「父は私に厳しい」「父は私の仕事や勉強にうるさく言う」「父は私にいろいろなことを話

す」「父は私にやさしくあたたかい」「私は，父の仕事をよく知っている」「父の人生は生きがいのあ

るものだ」）（2値データ） 

 母親像（「母は私に厳しい」「母は私のことをよくわかっている」「母は私にいろいろなことを話す」
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「母は私にやさしくあたたかい」「私は，母の仕事をよく知っている」「母の人生は生きがいのある

ものだ」）（2値データ） 

【過去や履歴に関する変数】 

 中学3年生時の成績，最終学歴，学校を出てから現在までの働き方 

【現在の状況に関する変数】 

 現在の仕事，年収，現在の暮らし向き 

【意識に関する変数】 

 仕事や生き方（「年齢よりも実績で給料が決まる方がよい」「フリーターや派遣社員は，長期間続

けるべきではない」「自分のやりたい仕事が見つからなければ働かなくてよい」「努力すれば満足で

きる地位や収入が得られる」「私生活を犠牲にしてまで，仕事に打ち込むつもりはない」「収入が高

くなくても，家から近いところでの仕事がいい」「自分の将来について楽観的なイメージを持ってい

る」「将来のために節約・努力するよりも，今の自分の人生を楽しむ」「あまり運のいい方ではない」

「将来について夢を持っている」）（2値データ） 

 社会での成功に必要なもの（「個人の努力」「運やチャンス」）（2値データ） 

 悩みや心配ごと（「勉強や進学」「就職や仕事」「家族や家庭」「友人や恋人」「お金」「自分の性格

や生き方」「健康や病気」「容姿」「悩みや心配ごとはない」）（2値データ） 

 結婚後の女性（自分又は結婚相手）の生き方 

 

３ 非学生サンプル（男性）の２項ロジスティック回帰分析 

 非学生サンプルのうち，男性の非学生サンプルに対して，上記の説明変数を投入して２項ロジスティ

ック回帰分析を行った。表Ⅲ－１－１９はその結果である（ステップワイズ法により最終的に得られた

モデルのみを示した。以下の表も同様）。自立志向を説明する変数は，「父は私にいろいろなことを話す」

「父は私にやさしくあたたかい」「私は，父の仕事をよく知っている」「中学3年生時の成績がよい」「年

齢より実績で給料が決まる方がよい」「フリーターは長期間続けるべきではない」「あまり運のいい方で

はない」であった（８）。 

 非学生の男性の場合，自立志向を説明する変数として，同性の親（父親）とのかかわりが注目される。

特に，父親からのやさしさや語り掛けだけでなく，回答者自身が父親の仕事についてよく知っているこ

とも有意であることから，父親との双方向的なかかわりがあることが，自立志向の背景にあると言える。

青少年（男性）にとって，父親とコミュニケーションのある関係を持ち，さらに父親の仕事についても

よく知っているという中で，自立志向がもたらされている。これらから考えられるのは，父親が，青少

年（男性）の職業的自立のロールモデルになっているということである。 

 また，中学3年生時の成績が有意であったことは，青少年（男性）の学校時代の成績が良いことが，

後の自立志向に関連があることを示している。時間の経過にもかかわらず，少なくとも非学生の男性に

                                                  
（８）「現在の仕事」と「結婚後の女性（結婚相手）の生き方」も，全体的な効果としては有意であったが，個々の変数の単

独の効果は有意ではなかった。 



 272

ついては，学校時代の成績がその後の自立志向と無関係ではないこと，そして逆に学校時代の成績が悪

かった場合には自立を志向しなくなる傾向があることが分かる。 

 意識面では，自分自身についてあまり運のいい方ではないと考えていること，それと同時に実績重視

で仕事が評価されることを望み，フリーターは長期間続けるべきではないと考えていることが，自立志

向に関連している。これらのことからは，運がいい方ではないからこそ，運などに頼らない，仕事に関

する実質的な面を重視する姿勢ないし意識がうかがえ，自立志向の背景となっていると考えられる。 

 

表Ⅲ－１－１９　非学生サンプル（男性）のロジスティック回帰分析の結果
回帰係数 標準誤差 Wald統計量 Exp(B)

父は私にいろいろなことを話す 0.461 0.236 3.832 1.586+
父は私にやさしくあたたかい 0.472 0.213 4.897 1.604*
私は，父の仕事をよく知っている 0.547 0.235 5.418 1.728*
中学3年生時の成績 0.372 0.096 15.145 1.451***
現在の仕事（基準＝無職） 14.970
　正社員・正職員 0.486 0.447 1.181 1.625
　契約社員・パート・アルバイト -0.605 0.506 1.429 0.546
　自営業・自由業 -0.134 0.570 0.055 0.875
年齢より実績で給料が決まる方がよい 0.580 0.212 7.477 1.785**
フリーターは長期間続けるべきではない 1.463 0.220 44.047 4.319***
あまり運のいい方ではない 0.581 0.266 4.774 1.788*
結婚後の女性（結婚相手）の生き方（基準＝出産せず仕事継続） 7.155
　出産時に退職，復帰しない 6.343 11.676 0.295 568.46
　出産時に退職，復帰する 7.036 11.675 0.363 1136.984
　出産するが仕事も継続 6.637 11.676 0.323 762.881
定数 -10.149 11.691 0.754 0
-2対数尤度 562.456
χ^2値 131.236***
自由度 13
Nagelkerke R^2 0.299
n（人） 535
***：p<.001　**：p<.01　*：p<.05　+：p<.10
※「中学3年生時の成績」は，数値が大きいほどよい成績  

 

４ 非学生サンプル（女性）の２項ロジスティック回帰分析 

 続いて，非学生サンプルのうち，女性の非学生サンプルに対して，上記の説明変数を投入して２項ロ

ジスティック回帰分析を行った。その結果を表Ⅲ－１－２０に示した。自立志向を説明する変数は，「母

は私にいろいろなことを話す」「フリーターは長期間続けるべきではない」「やりたい仕事が見つからな

ければ働かなくてよい（負の関係）」「成功のために重要なのは個人の努力」「就職・仕事についての悩み

がある」「家族・家庭についての悩みがある」であった（９）。 

 非学生の女性の場合でも，上で見た男性の場合と同様に，自立志向を説明する変数として，同性の親

（この場合母親）との関係に関する変数が含まれていることが注目される。やはり，同性の親という存

                                                  
（９）「最終学歴」は，前注と同様に，全体的な効果としては有意であったが，個々のダミー変数の単独の効果は有意ではな

かった。 
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在，特に「いろいろなことを話す」というコミュニケーションの活発さは，青少年が自立志向を持つよ

うになる上で重要な背景だということが改めて確認できる。ただ，非学生の男性では，「いろいろなこと

を話す」だけでなく「父親の仕事の内容を知っている」も有意であったが，この場合では「母の仕事を

よく知っている」は最終的なモデルに含まれなかった。非学生の女性にとって，母親とのコミュニケー

ションが自立志向につながる面があるとしても，母親自身が必ずしも職業的自立のロールモデルとなっ

ているわけではないようである。 

 意識面については，「フリーターは長期間続けるべきではない」は男性と同じだが，女性では「やりた

い仕事が見つからなければ働かなくてよい」が含まれている（ただし係数の符号がマイナスなので，そ

のように思わない人ほど自立志向であるという関係にある）。やりたい仕事でなくても，働かなくてよい

とは考えず，まず働こうという意識が自立志向と結びついていると考えられる。男性に比べて，仕事を

めぐる様々な機会やメリットに恵まれないことが多い女性にとり，やりたい仕事でないからといって「働

かなくてよい」と言い切ることは，男性の場合以上に自立志向と相容れないことなのかもしれない。「成

功のために重要なのは個人の努力」という変数が有意であったことにも表れているが，自ら意志を持ち，

努力をしていこうという方向性が，非学生の女性の自立志向の背景にうかがえる。 

 また，非学生の男性では見られなかった，悩み・心配ごとの変数が女性では含まれていることにも注

目するべきである。「就職・仕事についての悩みがある」と「家族・家庭についての悩みがある」が有意

であり，こうした悩みを持つことが自立志向につながっていると見ることができる。逆に言うならば，

女性が自立を志向するとき，同時に悩みを伴うことは現状では避けられないことなのかもしれない。女

性にとって悩みと自立はセットであり，悩むことなく自立を志向することは容易ではない――そのよう

な事態がここから垣間見えるように思われる。しかも，就職・仕事についての悩みだけならともかく，

同時に家族・家庭についてまで悩むことになるというのは，現在の多くの家族や家庭の在り方が女性の

自立志向としばしばスムーズに結び付きにくいことを示しているのではないだろうか。もしかすると，

自立志向が悩みの存在と関連しているからこそ，自立を志向する女性は，悩みや困難な状況を日々乗り

越えるために，自らの意志を持って働き努力するというスタイルをとることになるのかもしれない。 
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表Ⅲ－１－２０　非学生サンプル（女性）のロジスティック回帰分析の結果
回帰係数 標準誤差 Wald統計量 Exp(B)

母は私にいろいろなことを話す 0.448 0.173 6.688 1.566*
最終学歴（基準＝中学校） 22.054
　大学・大学院 1.029 0.687 2.241 2.797
　短大・高専・専門学校 0.919 0.675 1.855 2.508
　高校・その他 0.559 0.697 0.643 1.750
　高校・普通科 -0.055 0.694 0.006 0.947
フリーターは長期間続けるべきではない 1.405 0.188 55.841 4.075***
やりたい仕事が見つからなければ働かなくてよい -1.046 0.53 3.896 0.351*
成功のために重要なのは個人の努力 0.458 0.191 5.741 1.581*
就職・仕事についての悩み 0.547 0.172 10.087 1.727**
家族・家庭についての悩み 0.675 0.206 10.708 1.964**
定数 -2.683 0.697 14.832 0.068***
-2対数尤度 888.617
χ^2値 137.837***
自由度 10
Nagelkerke R^2 0.217
n（人） 813
***：p<.001　**：p<.01　*：p<.05

 

 

第４節 学生サンプルにおける自立志向の規定因の分析 

１ 説明変数 

 今度は，学生サンプルにおける自立志向のロジスティック回帰分析を試みる。 

 非学生の場合と同様の基準によって決められた，学生サンプルの分析において投入される説明変数は

以下のとおりである。 

 

【基本的属性に関する変数】 

 居住地の地域ブロック 

【親子関係に関する変数】 

 親との別居（2値データ） 

 父親像（「父は私にやさしくあたたかい」「私は，父の仕事をよく知っている」「父の人生は生きが

いのあるものだ」）（2値データ） 

 母親像（「母は私に厳しい」「母は私のことをよくわかっている」「母は私にやさしくあたたかい」

「私は，母の仕事をよく知っている」「母の人生は生きがいのあるものだ」）（2値データ） 

【過去や履歴に関する変数】 

 在学学校 

【現在の状況に関する変数】 

 定期的アルバイト（2値データ），現在の暮らし向き 

【意識に関する変数】 

 仕事や生き方（「同じ会社で一生働きたい」「年齢よりも実績で給料が決まる方がよい」「フリータ
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ーや派遣社員は，長期間続けるべきではない」「自分のやりたい仕事が見つからなければ働かなくて

よい」「努力すれば満足できる地位や収入が得られる」「私生活を犠牲にしてまで，仕事に打ち込む

つもりはない」「自分の将来について楽観的なイメージを持っている」「あまり運のいい方ではない」

「将来について夢を持っている」）（2値データ） 

 社会での成功に必要なもの（「個人の才能」「運やチャンス」）（2値データ） 

 悩みや心配ごと（「勉強や進学」「就職や仕事」「友人や恋人」「お金」「自分の性格や生き方」「健

康や病気」「容姿」「悩みや心配ごとはない」）（2値データ） 

 結婚後の女性（自分又は結婚相手）の生き方 

 

２ 学生サンプル（男性）の２項ロジスティック回帰分析 

 学生サンプルのうち，男性の学生サンプルに対して，上記の説明変数を投入して２項ロジスティック

回帰分析を行った。その結果をまとめたのが表Ⅲ－１－２１である。自立志向を説明する変数として残

ったのは，「在学学校（高校・その他）（負の関係）」「現在の暮らし向きが苦しい」「フリーターは長期間

続けるべきではない」「やりたい仕事が見つからなければ働かなくてよい（負の関係）」「就職・仕事につ

いての悩みがある」「同じ会社で一生働きたい」であった。 

 在学学校が普通科以外の高校である場合，自立志向が弱まるという結果になっているが，クロス表で

詳細に検討すると，学生の男性の場合，特に工業高校で自立志向割合が相対的に低いことがわかる

（30.8％）。この点はより厳密な検証が別途必要であるが，本来なら普通科以上に職業的自立に近いと考

えられる工業高校で自立志向が低いのであれば，至急の検討が不可欠であると言える。また，「現在の暮

らし向き」がより苦しいほど，自立志向割合が大きいという傾向があるということは，彼らが置かれた

立場の難しさ・厳しさゆえに自立が志向されている（志向せざるをえない）という面があることを示唆

している。だからこそ「働かなくてよい」とは考えず，「就職・仕事についての悩み」を持つのかもしれ

ない。また，「同じ会社で一生働きたい」という変数が有意になっていることも，一生継続して働きたい

という安定した環境を求めるからこそ，自立を志向することにつながっていると解釈することができる

だろう。 

 非学生の男性の分析結果と比べると，親に関する変数が最終的なモデルで採用されない結果になって

いる。学生の方が，非学生よりも基本的に若く，その分親との関係もより身近であると思われるが，そ

れにもかかわらず学生の自立志向にとって，親の存在はそれほど大きいとは言えないことがわかった。 
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表Ⅲ－１－２１　学生サンプル（男性）のロジスティック回帰分析の結果
回帰係数 標準誤差 Wald統計量 Exp(B)

在学学校（基準＝中学校） 25.388
　大学・大学院 -0.136 0.619 0.049 0.872
　短大・高専・専門学校 0.200 0.682 0.086 1.222
　高校・その他 -1.173 0.640 3.363 0.310+
　高校・普通科 -0.904 0.614 2.166 0.405
現在の暮らし向き 0.291 0.121 5.804 1.337*
フリーターは長期間続けるべきではない 0.750 0.197 14.571 2.117***
やりたい仕事が見つからなければ働かなくてよい -1.480 0.621 5.688 0.228*
就職・仕事についての悩み 0.421 0.188 5.022 1.523*
同じ会社で一生働きたい 0.425 0.203 4.385 1.53*
定数 -0.353 0.638 0.307 0.702
-2対数尤度 734.364
χ^2値 81.003***
自由度 9
Nagelkerke R^2 0.171
n（人） 593
***：p<.001　**：p<.01　*：p<.05　+：p<.10
※「現在の暮らし向き」は，数値が大きいほど「苦しい」  

 

３ 学生サンプル（女性）の２項ロジスティック回帰分析 

 続いて，学生サンプルのうち，女性の学生サンプルに対して，上記の説明変数を投入して２項ロジス

ティック回帰分析を行った。その結果が，表Ⅲ－１－２２に示したものである。自立志向を説明する変

数は，「在学学校（短大・高専・専門学校）」「年齢より実績で給料が決まる方がよい」「就職・仕事につ

いての悩みがある」「友人・恋人についての悩みがある（負の関係）」「定期的アルバイトあり」であった。 

 短大・高専・専門学校への在学が有意な変数であるという結果だが，実際にクロス表で詳細に見ると，

短大・高専の自立志向割合は71.7％に達しており，専門学校も65.3％である。高専や専門学校で職業的

な自立が志向されることはイメージしやすいが，おそらく短大の在学者だけでもある程度自立志向割合

が高い可能性があり，別途検討が求められる点である。 

 「年齢より実績で給料が決まる方がよい」「就職・仕事についての悩みがある」は学生の女性の場合で

もモデルに含まれることになった。「友人・恋人についての悩み」については，そうした悩みがあると，

自立志向割合が低くなるという関係にある。友人や恋人に関して悩みがないと自立志向が高まるという

こと自体は興味深い結果だが，その背景についてはやはり更なる検討が必要であろう。 

 「定期的アルバイトあり」は，男性とは異なり，女性では有意であった。男性の学生にとってアルバ

イトを定期的にすることは自立志向につながるとは言い切れないが，女性の学生にとってはそうではな

く，定期的なアルバイトが自立志向と関連しているということになる。逆に言うと，男性の学生にとっ

てアルバイトはそれほど大きな意味を持つものではないのに対して，女性の学生にとっては，アルバイ

トを定期的にするという経験は，自立志向に結び付くような，職業的自立への第一歩という意味を持っ

ているのかもしれない。 

 なお，学生の女性の場合でも，親に関する変数が最終的なモデルで採用されない結果になっており，

学生の男性の場合と同様に，学生の女性の自立志向にとっても親の存在は決定的なものとは言えないこ
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とが分かった。 

 

表Ⅲ－１－２２　学生サンプル（女性）のロジスティック回帰分析の結果
回帰係数 標準誤差 Wald統計量 Exp(B)

在学学校（基準＝中学校） 12.848
　大学・大学院 0.731 0.735 0.990 2.078
　短大・高専・専門学校 1.314 0.746 3.099 3.721+
　高校・その他 0.399 0.747 0.285 1.490
　高校・普通科 0.436 0.715 0.371 1.546
年齢より実績で給料が決まる方がよい 0.384 0.179 4.617 1.468*
就職・仕事についての悩み 0.714 0.180 15.675 2.041***
友人・恋人についての悩み -0.452 0.226 3.998 0.636*
定期的アルバイトあり 0.408 0.183 4.942 1.503*
定数 -1.054 0.707 2.223 0.348
-2対数尤度 818.024
χ^2値 60.948***
自由度 8
Nagelkerke R^2 0.122
n（人） 635
***：p<.001　**：p<.01　*：p<.05　+：p<.10  

 

第５節 まとめ 

 青少年の自立志向について，以上のとおり分析を進めてきた。 

 調査結果の分析からは，青少年の自立志向を規定している諸変数が浮かび上がってきた。ここでは，

その結果から得られる示唆をまとめとして述べることにする。 

 

 第一に，非学生の青少年の自立志向の規定因として，同性の親が持つ意味は大きいということである。

ただし，親がことさらに自立という価値を直接子に教育し，子もその影響を直接受けるという形ではな

く，子と日常的にいろいろ話すなど，日常の中で良い関係を持っていることが結果として自立志向を持

つことに寄与しているといえる。男性の場合では，父親の仕事の内容をよく知っていることも大きく，

自立を志向する上で父親が職業的自立のロールモデルとなっていることが考えられる。 

 しかし，以上は非学生に関して言えることであり，現在在学中の青少年に関しては，これとは反対に

自立志向に関する親の影響は最終的なモデルに残らなかった。興味深いことに，青少年の自立志向にと

って親との関係が持つ意味は，親との距離が相対的に近いことが多い学生期よりも，むしろ学校を出た

後に大きくなってくるようである。こうしたいわば時間差を伴う効果がみられたことは，親の姿が子の

自立志向に影響を与えているとしても，決して直接的な影響関係ではなく，学校を出た時点で初めて浮

かび上がってくるような，複雑な形で寄与していることを示している。親の姿は，学校を出た後にいわ

ば「発見」されているのであって，親が直接自立という価値を子に教育して身につけさせるという形と

は異なるものだと考えられる。 

 第二に，非学生の青少年の自立志向の背景を一言でまとめるならば，男性の非学生の場合は「真面目

さ」が，女性の非学生の場合は「意志」が，重要な要素であるように考えられる。男性の場合，父親と
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の良い関係以外にも，学校時代の成績が良いことや，フリーターは長期間続けるべきではないと考えて

いることなど，「真面目さ」を感じさせる規定因が多い。逆に言うと，男性の場合は，真面目でありさえ

すれば自立は志向され，結果として自立が達成されていくのかもしれない。真面目さだけでは解消でき

ない悩みなどの変数が最終的なモデルに残らなかったことからも，その可能性があるように思われる。 

 一方女性の場合は，残った変数を見る限り，自立とは，自らの努力を通じて，自らの意志を持って獲

得されるものという面があるように思われる。自らの意志を持つことによってはじめて自立は可能にな

る（つまり，そうしないと可能ではない）のであり，自立志向を持つに当たっても，男性の場合のよう

な「真面目さ」にとどまらない部分があるのではないだろうか。そして，そうであるからこそ，悩みも

同時に抱えることになる。女性にとって自立を志向することは，真面目さだけでは難しく，悩みを伴う

ものであって，だからこそ意志が必要になるという形になっているのではないだろうか。 

 第三に，学生の男性については，自立志向の背景に，彼らが置かれた立場の難しさ・厳しさゆえに自

立が志向されている（志向せざるをえない）という面があることが示唆される。また学生の女性につい

ては，定期的なアルバイトという具体的な仕事の経験が，自立志向の規定因の一つとなっていることが

分かった。前者については，いわば現状認識に基づく義務感や必要性という面から自立志向が導かれて

おり，後者については，自分自身の具体的な経験から自立志向が導かれており，そして両者とも「就職・

仕事への悩み」があり，悩みと自立志向の両方を持って将来を見ているといえる。しかし全体として，

学生については今回の分析では十分に自立志向の背景が見えていない部分も多く，さらなる分析が必要

である。またそのことは，自立ということがやはり学校を出た後により明確に問題になるものであって，

学生でいる限りにおいて，自立をめぐる意識の内実はまだ漠然としており，非学生ほどには明確なもの

になっていないということを意味しているのではないだろうか。 

 青少年の社会的自立は，今後も青少年自身にとっても，社会全体にとっても大きな関心であり続ける

だろう。その中で自立を志向する意識にも，以上のような多様さを伴いつつ，また新たな変化がみられ

る可能性もあり，引き続き注目していく必要があると考えられる。 
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