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 子どもが失いたくない大切なものとして，共同体，家族，理想の自我，秩序(法体系)，自分自身の 5
つを取り上げ，それらを失いたくないという動機からの逸脱行動抑止を検討した。また，｢共同体=人
の迷惑になるから｣と｢自分自身=自分を大切にしたいから｣の 2つの逸脱回避理由を組み合わせて，逸
脱回避理由の類型化を行い，両方肯定型，人の迷惑型，自分大切型，両方否定型の 4つの類型を作っ
たところ，両方肯定型が 40.5%，自分大切型が 23.9%，人の迷惑型が 18.2%，両方否定型が 17.4%で
あった。性別には，男子では人の迷惑型が多く 20.1%，女子では自分大切型が多く 26.3%であった。 
 調査結果では，子どもは，規範意識が遵法的であり，逸脱行動をすることは悪いことであると考え

ている。しかしながら悪いと考えていても許されてもいいと考えたり，実際に行動してしまうことが

あり，逸脱行動回避理由の類型ごとにそうした逸脱許容度や逸脱行動の頻度が異なることが明らかに

なった。こうした中で，両方肯定型の子どもが意識・行動の両面において非常に遵法的であり，コミ

ュニティや自分自身を大切にする気持ちが遵法的な意識や行動と結びつくことが明らかになった。反

対に，両方否定型では，意識，行動ともに逸脱的であった。なお，個人主義的またはジコチュウ的に

自分自身を大切にする類型である自分大切型はいくつかの逸脱行為に関しては逸脱的傾向があること

がわかった。 
 逸脱回避理由類型の規定要因を調べたところ，他者に対して肯定的に関わっている子どもに，両方

肯定型の出現率が高い。反対に，他者に対して肯定的に関わらない子どもに，人の迷惑型や両方否定

型の出現率が高い。親子関係については，両方肯定型の子どもは，親とのコミュニケーションが親密

で親に受容され，親の権威や正当性を受け入れている子どもで出現率が高い。親子関係が暴力的，支

配的な家庭では，コミュニティや自分を大切にしたい気持からの逸脱抑止メカニズムが作動しない両

方否定型の出現率が高い。最後に，母親の逸脱回避理由類型と子どもの逸脱回避理由類型の相関は非

常に高く，これらのことから，親子関係や親の逸脱意識・行動そのものが子どもの規範意識形成に非

常に重要であること，今日の子どもの逸脱的な意識や行動は母親の逸脱的な意識や行動の反映である

ことが分かった。 
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  子どもは，逸脱行動であると認定された行為は回避しようとする。しかしながら，その行為が逸

脱行動であると分かっていても，つまり悪いことだと承知してしいてもその逸脱行動を遂行してし

まうことがある。ただしこの場合でも，子どもは逸脱行動が ”悪いことだ”と意味付与したままで
は逸脱行動を遂行することはできない。そんなことをしたら，自分が悪い人間になってしまい，自

分を否定的に受け止めざるを得なくなるからである。それでは，なぜ非行少年は ”悪いこと”を行
うことができるのだろうか。この疑問を解く鍵の一つに，中和の技術(techniques of neutralization)
という考え方がある。子どもは，逸脱行動遂行は悪いことではなく，｢やむを得ないことである｣｢そ

れほど実害はない｣｢世の中にはもっと悪いやつがいる｣などと解釈や意味付与することで，罪悪感を

中和して逸脱行動の遂行が可能な心理状態を作り出すとする説である。こうした解釈や意味付与は，

マッツァとサイクスが非行中和の技術と呼ぶものであり，合理化・正当化の心的メカニズムの一つ

である。 
  ところが，実はこの中和の技術も，つねにうまく作動するとは限らないのである。たとえば，被
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害を被ることになる人が尊敬に値すべき人であるとか，自分が大切にしているものを失ってしまいそ

うなときなどには中和の技術はうまく作動できないのである。つまり，非行少年といえども，価値の

あるもの大切なものを傷つけるようなことはできないのである。どのように凶悪に見える非行少年で

あっても，心の底から逸脱の世界に染まったりはしない。心の底では社会に適応的であるし，自分を

大切にしているのである。非行の世界に心の底まで完全に染まってしまう少年などいないし，また，

罪悪感を中和する非行中和の技術といえども，本当に大切なものを失うようなときには作動できない

のである。 
 
第 1節 低年齢青少年が逸脱行動をとらない理由 
 
 本稿では，マッツァとサイクスが発見した｢非行の世界に心の底まで完全に染まってしまう少年など

いない｣という非行少年像に依拠しつつ，大切にしたいものがある子どもは，それを失ったり傷つけた

りする恐れのある逸脱行動を回避するという仮説から，子どもの逸脱行動抑止を考える。 
 本研究では，子どもの逸脱行動経験率と子どもの規範意識とを調査しているが，後者の子どもの規

範意識については次の 3つの側面からとらえている。①どのような行為を逸脱行動であると認識して
いるか，②どのような行動が許容されると考えているか，③どのような理由から逸脱行動を踏み止ま

るかである。そして本章が焦点を当てるのは，最後の③どのような理由から逸脱行動を踏み止まるか，

すなわち，逸脱行動回避の理由である。このあと，調査結果の分析にはいる前に，逸脱行動回避理由

とはどのようなことなのか，そして，それは子どもの逸脱行動抑止にどのような役割を果たすのか検

討したい。 
 
 1 抑止理論と逸脱回避・遂行の心的メカニズム 
 
 抑止理論(deterrence theory)では，予想されるネガティブな報酬を受ける確率と程度，すなわち逸
脱行動が発覚する確率の認識と発覚したときに想定される制裁の大きさが，人々が逸脱行動を回避す

る抑止力になると考える。ネガティブな報酬を受ける確率と制裁の程度が大きくなるほど，人は逸脱

行動に走りにくくなるというのである。この抑止理論が，本章で考察する逸脱行動抑止のメカニズム

の中心的な概念になる。ただし，ここで留意しておきたいことがある。同じように制裁を受けても，

ダメ‐ジは個々人ごとに異なるということである。本章に即して述べるならば，失うもののない子ど

もは制裁を受けてもダメージにならないが，失うものの多い子どもは制裁によるダメージが大きい。

自分を愛してくれる家族や隣人がいたり，大事にしたい自分自身がいる子どもは，そうでない子ども

よりも制裁によるダメージは大きくなるのである。そしてこのことの帰結として，自分を愛してくれ

る家族や隣人，大事にしたい自分自身がいる子どもは，逸脱行動を回避する傾向が強くなるのである。

子どもの逸脱行動は，巡視を強化したり，罰則を強化することでも抑止できるが，本章でこの後検討

するように，大切にしたいものを形成させることで，あるいは大切にしたいものを持っていることに

気づかせることで，より効果的な抑止が可能なのである。 
 今回の調査では，子どもが失いたくない大切なものとして次の 5つを取り上げている。共同体，家
族，理想我(理想の自我)，秩序(法体系)，自分自身である。これら 5つの大切なものを取り上げること
で，身の回りの集団や自己へのネガティブな報酬を回避したいという動機からの逸脱行動抑止を考え

ようというわけである。具体的な質問項目は，”あなたは，｢万引き｣などの違反行動をしてはいけない

のは，どうしてだと思いますか”という質問を行い，上述の集団や自己へのダメージを防ぎたいとい

う気持を逸脱回避の理由にするか否かを複数回答で調べている。選択肢は，共同体については｢1.人の
迷惑になるから｣，家族については｢2.家族が悲しむことになるから｣，理想我については｢3.人として
恥ずかしいことだから｣，秩序については｢4.法律で禁止されているから｣，自分自身については｢5.自
分を大切にしたいから｣を用意した。 
 これらの選択肢から分かるように，まず第一に，本調査で検討した共同体はフォーマルな組織や集
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団ではなく，地域や”人のつながり”のようなインフォーマルなつながりである。また第二に，自分

自身は，共同体，家族，理想我，秩序にコミットメントしている自分も含めた総合的な自己である。 
 
2 低年齢青少年の逸脱回避理由 
 
  表Ⅲ-5-1 は，”あなたは，｢万引き｣などの違反行動をしてはいけないのは，どうしてだと思いま
すか（複数回答)”と尋ねた結果である。 
 

表Ⅲ-5-1 学年別に見た逸脱回避理由 

 
 
まず，全体の傾向から見ると，もっとも多い項目でもおよそ 3分の 2，少ない項目ではおよそ 5割
の子どもしか逸脱行動を回避する理由として選択されていない。共同体や家族，秩序や理想我，自分

自身などの大切なものへのコミットメントが逸脱行動を回避させる割合は意外に弱いことがわかる。”

ジコチュウ(自己中心)”などの言葉で，子どもがわがままになったり他者への関心を低下させている
ことを嘆く言説があるが，調査結果でも子どもたちに ”ジコチュウ”の傾向が現れており，かつて考
えられていたような，共同体や自分の内面を大事にしたいという思いから子どもの逸脱が抑止される

という逸脱抑止の説明図式は強い説明力を持てなくなっていることがわかる。 
 同じ表で，子どもが逸脱行動をしてはいけないと思う理由を項目ごとに見ると，第 1位は，｢2.家族
が悲しむことになるから (65.4%)｣でおよそ 3 分の 2 が理由として挙げている。わずかな差で第 2 位
は，｢ 5.自分を大切にしたいから (64.4%)｣であった。また，第 3位は｢1.人の迷惑になるから (59.7%)｣
で 6割弱であった。子どもたちは，逸脱回避理由として家族や人の迷惑，共同体へのコミットメント
を上位に挙げている。これらに対して，第 4位は｢4.法律で禁止されているから(53.1%)｣の 5割強，そ
して第 5位が｢ 3.人として恥ずかしいことだからく (48.1%)｣の 5割弱であり，秩序や理想我といった
理念的・観念的な項目では選択率がやや低くなっていた。 
 さらに同じ表で，こうした結果を学年別に見ると，｢1.人の迷惑になるから｣以外の全項目で小 4 と
小 5との間に選択率に大きな差があった。小 4から小 5にかけて社会的空間の変化や自我の発達など
子どもの内外に急激な変化があるものと予想される。また，｢2.家族が悲しむことになるから｣は，小
5から中 3にかけて 12.7ポイント減少しており，規範面では学年が上がるにつれて家族集団から自律
していくことが分かる。反対に，小 5から中 3にかけて増加するのは｢5.自分を大切にしたいから｣で
小 5で 58.2%だったのが中 3では 12.7ポイント増えて 70.9%になっている。これらの結果，小 5で
は｢ 2.家族が悲しむことになるから｣が 7割強で他を 10ポイント以上はなしてトップだったのが，中
3では｢5.自分を大切にしたいから｣が 7割強の選択率で他を 10ポイント以上はなしてトップになって
いる。 
 次に，表Ⅲ-5-2は性別×学年別に逸脱回避理由を見たものであるが，性別に選択率に差があった。 
特に差が大きかったのは｢4.法律で禁止されているから（男子 57.5%，女子 48.6%)｣が男子の方が選択
率が高く，特に中 1では 18.6ポイント，中 2でも 18.1ポイントもの差になっている。反対に｢5.自分
を大切にしたいから（女子 67.6%，男子 61.2%)｣は女子の方が選択率が高く，中学校に入ってからそ



第 5章 低年齢青少年の逸脱行動回避理由 -低年齢青少年の規範意識内在化の検討 

の差が大きくなり中１で 8.2ポイント，中３で 19.3ポイントとなっている。 
  

表Ⅲ-5-2 性別×学年別に見た逸脱回避理由 

 
 
最後に，表Ⅲ-5-3 は逸脱回避理由の間の相関を見たものである。概念規定から予想されたとおり，
｢ 5.自分を大切にしたいから｣が｢4.法律で禁止されているから｣以外のすべての項目と相関が高いこ
とが分かる。「はい」と「いいえ」で差が大きい。ここで，法秩序へのコミットメントによる逸脱回避

を表す｢4.法律で禁止されているから｣と｢5.自分を大切にしたいから｣が相関が低いことは，今日の子
どもは法秩序違反をしてもアイデンティティ危機に帰結しなくなったことを示すものと考えられる。

また，｢1.人の迷惑になるから｣と｢ 2.家族が悲しむことになるから｣も相関が高い。 
 

表Ⅲ-5-3 子どもの逸脱回避理由の相関 
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3 母親の逸脱回避理由 
 
 続いて，表Ⅲ-5-4で母親への質問から，母親の逸脱回避理由を見てみよう。なお，すべての保護者
に対して子どもと同じ質問項目で逸脱を回避する理由を尋ねてあるが，これ以降，本章では，父親等

の対象者を除き，母親のみをサンプルとして抜き出して分析を進める。 
 

表Ⅲ-5-4 母親年齢別に見た母親の逸脱回避理由 

 
 
最初に，母親の全体から見ると｢5.自分を大切にしたいから（86.6%)｣が非常に高い値になっている。

大半の母親にとっては，逸脱行動は自分を傷つける行動なのである。また，子どもの全体との比較で

は，母親の場合はもっとも選択率が低い項目で 57.2%，もっとも高い項目が 86.6%であり，子どもの
それらが 48.1%から 64.4%であるのと比べて高い値になっている。母親は子どもたちよりも集団や自
分自身などへのコミットメントに依拠する逸脱抑止力が強いのである。 
 また，個々の項目の母子間の比較をすると，理想我についての｢ 3.人として恥ずかしいことだから｣
で子どもの 48.1%に対して母親は 66.1%と 18ポイント，同じく自己についての｢5.自分を大切にした
いから｣でも子どもの 64.4%に対して母親は 86.6%と 22.2ポイントも母親の方が高くなっている。母
親は自分を大切にするために逸脱を回避する傾向が子どもよりも強いのである。これと反対に，子ど

もの方が高い選択率を示したのは，｢2.家族が悲しむことになるから｣で，母親の 57.2%に対して子ど
もは 65.4%で，子どもの方が 7.2ポイント高くなっている。逸脱回避に関しては，子どもの方が家族
思いなのである。 
 同じ表で，年齢別の変化では，｢5.自分を大切にしたいから｣はいずれの年齢でも高い値を示してい
る。また，｢2.家族が悲しむことになるから｣，｢3.人として恥ずかしいことだから｣，｢4.法律で禁止さ
れているから｣の 3 項目もほぼ一定の割合を保っている。しかし，｢1.人の迷惑になるから｣は，50 歳
以上(72.1%)が 7 割を越えているのに対して，35 才から 50 才までの各年代層では 6 割代半ば，そし
て 34歳以下(56.2%)では 5割代半ばへと減少している。若い世代ほど共同体に危害を加えることを避
ける気持が抑止力にならなくなってきている。 
 続いて，表Ⅲ-5-5で，母親の逸脱回避理由の間の相関を見てみよう。｢1.人の迷惑になるから｣と 
｢2.家族が悲しむから｣，｢3.人として恥ずかしいことだから｣，｢4.法律で禁止されているから｣とが強い
相関を示しているが，｢5.自分を大切にしたいから｣との間では相関が認められない。共同体に危害を
加えることと，自分を傷つけることが別のことと認識されているのである。 
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表Ⅲ-5-5 母親の逸脱回避理由の相関表 

 
 
｢2.家族が悲しむから｣は，上述のように｢1.人の迷惑になるから｣と相関があるほか，それ以外の 
｢ 3.人として恥ずかしいことだから｣，｢ 4.法律で禁止されているから｣，｢ 5.自分を大切にしたいか

ら｣との間でも強い相関を示してしいる。「はい」と「いいえ」で差が大きい。共同体や自分を傷つけ

ること，法秩序に逆らうことが家族を傷つけることに帰結すると考えているのである。また，｢3.人と
して恥ずかしいことだから｣と｢4.法律で禁止されているから｣の間には子どもの場合よりも高い相関
が見られる。 
 
4 母親の逸脱回避理由と子どもの逸脱回避理由の関連 
 
 母親の逸脱回避理由が子どものそれに与える影響を調べた結果が表Ⅲ-5-6である。｢1.人の迷惑にな
るから｣逸脱をしないと答えた母親の子どもは，63.5%が｢1，人の迷惑になるから｣と答えており，そ
うでない母親の子どもたちの 50.9%と比べて 12.6ポイントも上回っている。同じように，他の質問項
目でも，母親と同じ項目を逸脱回避理由とする割合が高くなっている。明らかに，子どもは逸脱回避

理由の形成に際して，母親の逸脱回避理由の影響を強く受けている。 
 

表Ⅲ-5-6 母親逸脱回避理由別に見た子逸脱回避理由 
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以上，本節をまとめると，共同体や家族，秩序や理想我，自分自身などの大切なものへのコミット

メントが逸脱行動を回避させる割合は意外に弱いことがわかった。かつて考えられていたような，共

同体や自分の内面を大切にしたいという思いから子どもの逸脱が抑止されるという逸脱抑止の説明図

式は強い説明力を持てなくなっている。逸脱回避理由には学年差と性差があり，学年とともに顕著に

増加するのは｢自分を大切にしたいから｣であり，また女子でそうした傾向が強い。 
 母親の逸脱回避理由では，｢自分を大切にしたいから(86.6%)｣が非常に高い値になっている。大半の
母親にとっては，逸脱行動は自分を傷つける行動なのである。また，子どもの全体との比較では，母

親は子どもたちよりも集団や自分自身などへのコミットメントに依拠する逸脱抑止力が強い。年齢別

には，若い世代ほど共同体に危害を加えることを避ける気持が抑止力にならなくなってきている。 
 
 
第 2節逸脱回避理由の 4類型 
 
本章では，この後，分析を進めるに際して，｢共同体=人の迷惑になるから｣と｢自分自身=自分を大
切にしたいから｣の 2 つの逸脱回避理由に着目し，これら 2 つの理由を組み合わせて，図Ⅲ-5-1 のよ
うな逸脱回避理由の類型化を行った。1.両方肯定型は，自分も共同体も大切であり，その両方とつな
がり，両方を守る気持が逸脱を回避させる。2.人の迷惑型は自分自身を大切にするためではなく，共
同体とつながり共同体を守る気持が逸脱を回避させる。自分自身を大切にしないという意味では集団

埋没的意識類型であるとも言える。3.自分大切型は，肯定的に見れば自分に対して誠実であり，否定
的に見れば自分中心の類型である。共同体を守るために逸脱を回避することはせず，自分を守るため

に逸脱を回避する。個人主義的ないしは ”ジコチュウ”的な意識の類型である。4.両方否定型は，共
同体と自分自身のどちらも逸脱回避の理由にはならない。社会からも疎外され自分からも疎外された

意識類型である。逸脱的な意識や行動が予想される類型である。 
 

図Ⅲ-5-1 逸脱回避理由の 4つの類型 
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 表Ⅲ-5-7は，逸脱回避理由の 4類型のそれぞれの意識を持っている子どもの割合を見たものである 
が，全体から見ると，もっとも多いのは両方肯定型で 40.5%，続いて自分大切型が 23.9%，そして，
後の 2つの類型はほぼ同じ割合で人の迷惑型が 18.2%，両方否定型が 17.4%であった。性別には，男
子では人の迷惑型が多く(男子 20.1%対女子 16.3%)，女子では自分大切型が多い。(男子 21.5%対女子
26.3%)共同体を大切にしている男子と，自分を大切にしている女子という傾向になっている。 
 
              表Ⅲ-5-7 逸脱回避理由の 4類型 

 
 
学年別に，4つの逸脱回避理由類型の割合の変化を見ると，表Ⅲ-5-8にあるように，小 5以降は， 
両方肯定型の割合は 4割前後で一定している。しかし，自分自身を大切にしたいことを逸脱回避の理
由にはしない 2つのタイプ，すなわち人の迷惑型と両方否定型は学年とともに大きく減少し，小 4で
は人の迷惑型が 27.7%，両方否定型が 24.4%だったのが，中 3では 14.8%，14.3%とそれぞれ減らし
てしいる。これに対して，自分を大切にしたいからという回避理由の増加は，２つの類型のうち，両

方肯定型の増加には結びつかず，学年が上がるにつれて増加したのは自分大切型であった。小 4 で
12.5%だったのが中 3では 28.9%と倍以上になっている。 
調査結果が明らかにしたのは，共同体を大切にしないで自分だけを大切にする子ども，すなわち ”ジ
コチュウ”人間の増加ではないだろうか。 
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表Ⅲ-5-8 学年別，性×学年別に見た逸脱回避理由類型 

 
 

なお，学年別の変化の現れ方には性別に偏りがあり，男女とも同じ方向への変化が見られるものの，

男子よりも女子で顕著な傾向となって現れている。 
 次に，子どもの進学希望別に逸脱回避理由類型を見たものが表Ⅲ-5-9である。｢1.中学まで｣， 
｢2.高校まで｣，｢3.専門・各種｣の 3つの進学希望者と比べると，｢4.短期大学まで｣，｢5.大学まで｣の 2
つの進学希望者は両方肯定型が 4~5ポイント多くなっている。さらに，大学院まででは，両方肯定型
は 55.6%と非常に大きな割合になっている。高学歴を希望する子どもほど両方肯定型が多いと言える。
また，短期大学までは，女子の進学希望者が多いせいで自分大切型が 33.3%と大きな割合になってい
る。 
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表Ⅲ-5-9 進学希望別に見た逸脱回避理由類型 

 
 
 最後に，友人グループのサイズごとに，逸脱回避理由類型の割合を見たものが表Ⅲ-5-10 である。
こ の表を見ると，｢ 5.グループは決まっていない(34.2%)｣子どもは，両方肯定型が少なく，その分，
自分大切型(28.3%)や両方否定型(22.5%)の割合が多くなっている。また，｢6.特に仲良くしている友 
だちはいない｣子どもも，サンプル数は少ないのだが，両方肯定型は 33.3%と少なくなっている。友
人グループのある子どものほうが，コミュニティを大切にする気持からの逸脱抑止メカニズムが働い

ている。 
友人グループを持つことは逸脱抑止にとっても，重要な意義を持っている。 
 
        表Ⅲ-5-10 友人グループのサイズ別に見た逸脱回避理由類型 

 
 
 

第 3節 逸脱回避理由の 4類型と規範意識・逸脱行動 

 
1 逸脱回避理由類型と逸脱許容度 
 
 逸脱回避理由類型ごとに，子どもの規範意識(逸脱許容度=どのような行為を行ってはいけないこと
だと考えているか)を見たものが表Ⅲ-5-11である。 
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表Ⅲ-5-11 逸脱回避理由類型別に見た規範意識（いけないと思うこと) 

 
     
この表で顕著なのは，社会と自分自身との両方を大切にすることが逸脱行動回避の理由となる両方

肯型の子どもが，いずれの逸脱行為に対してももっとも非許容的であるということである。特に，｢2.
掃除当番などクラスの仕事をさぼる（81.1%)｣，｢4.先生にさからったり，口答えする(77.3%)｣，｢5.
授業中，先生に注意されても友達とおしゃべりを続ける(82.2%)｣，｢8.親にさからったり，口個答えす
る(57.4%)｣，｢13.友達にうそをつく(77.6%)｣などの対人関係を損なう可能性のある逸脱行為に対して
は非許容的である。 
 これに対して，社会を守ることが逸脱行動回避の理由になるが，自分を大切にしたいということは

逸脱回避の理由にならない「人の迷惑型」の子どもは，両方肯定型ほど非許容的な逸脱意識を持って

いないが，後で見る両方否定型ほど許容的ではない。そして，自分大切型は，人の迷惑型と比べて逸

脱に対してやや許容的であるが，特に｢1.授業中，いねむりする(63.4%)｣，｢10.学校をずる休みする
(66.9%)｣といった学校からの離脱にかかわることがらに対してもっとも許容的である。最後に，両方
否定型は，もっとも逸脱に対して許容的な類型である。｢5.授業中，先生に注意されても友達とおしゃ
べりを続け(61.6%)｣，｢ 6.ゴミを道にすてる(68.8%)｣，｢ 7.クラスの子をいじめる(85.4%)｣，｢12.順番
特ちの列に割り込む(61.6%)｣など，いくつかの項目では他の類型よりも 5~20%ほど低い値になってい
る。 
 
2 逸脱回避理由類型と個人主義的規範意識 
 
 もう，ずいぶん前にコミックバンドのドリフターズがテレビ番組で｢カラスの勝手でしょ｣と歌って

社会問題化したことがある。そして，ドリフターズのジョ‐クはその後ジョークではなく現実のこと

となり，社会規範からはずれた行動をとった時に｢私の勝手でしょ｣と抗弁する子どもが多く出現する

ようになってきた。｢私の勝手でしょ｣的な個人主義的規範意識は，このまま子どもの間で普遍化して

しまうのだろうか。もしこのような現象が晋遍的なことになってしまったら，言い換えるなら，もし
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子どもにとって，大人が ”逸脱行為”と考えることが ”悪い”ことではなくなり本人の勝手である
と見なされてしまうのであれば，本稿が検討する規範意識の研究・逸脱抑止の研究は，大前提が崩れ

てしまうことになる。何となれば，本稿が依拠するマッツァとサイクスが見出した非行少年像，つま

り心の底では遵法的な意識を持っているという非行少年像が否定されてしまうからである。 
 そこで，今回の調査では，表Ⅲ-5-12 にある質問で子どもが逸脱を｢私の勝手でしょ｣と思っている
か否かを確かめてみた。そして調査結果は，子どもは決して逸脱行為を自分の勝手とは思っていない

ことを示した。すなわち，子どもは心の底では遵法的な意識を持っていることがわかった。つまり，

逸脱行動は，逸脱行動であると意識されているのである。具体的な数値を見ると，逸脱回避理由の類

型別に差違があるものの，逸脱行動を本人の自由だとする割合は｢1.シンナーや覚醒剤を使う｣では 5%
以下，｢テレクラ・ツーショット・ダイアルに電話をする｣でも 10%以下であった。そして，興味深い
のは，両方肯定型ではなく，両方否定型で｢本人の自由だ｣と考える割合が低いことである。｢3.たばこ
を吸う｣が両方肯定型が 20.5%に対して両方否定型が 14.8%，｢5.髪の毛を染める｣が両方肯定型が
47.4%に対して両方否定型が 36.8%などとなっている。 
 
          表Ⅲ-5-12 逸脱回避理由類型別に見た本人の自由だと思うこと 

 
 
 
3 逸脱回避理由類型と逸脱頻度 
 
 次に，表Ⅲ-5-13 で逸脱回避理由類型別に子どもの逸脱頻度を見てみよう。今回の調査で尋ねた項
目は自宅を訪ねての質問紙調査という制約から，あまり深刻ではないタイプの逸脱行動の頻度につい

ての質問に限られているが，興味深いことに，両方否定型の子どもがもっとも逸脱頻度が高かったの

は｢オ.授業中，先生に注意されても友だちとおしゃべりを続ける(30.4%)｣，｢力.ゴミを道にすてる
（48.3%)｣，｢コ.学校をずる休みする（10.7%)｣などの比較的軽い逸脱行動だけであった。これに対し
て，全般に逸脱頻度が高かったのは，自分大切型の子どもであり，特に｢ァ.授業中，いねむりする（30，
5%)｣｢イ.掃除当番などクラスの仕事をさぼる（36.6%)｣，｢ヱ.先生にさからったり口答えする(22.8%)｣，
｢サ.夜遅くまで街や盛り場で遊ぶ(8.6%)｣では，他の類型との差が大きくなっている。授業中の逸脱や
深夜俳個では，人の迷惑を考えず自分自身だけを大切にする自分大切型の子どもが，もっとも逸脱行

動が多いのである。 
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         表Ⅲ-5-13 逸脱回避理由類型別に見た子どもの逸脱頻度 

 
 
 
ただし，自分自身を大切にすることが，逸脱行動に結びつきやすいということでは決してない。自

分自身を大切にするだけでなく同時にコミュニティも大切にする「両方肯定型」は，｢ア.授業中，い
ねむりする(24.1%)｣，｢イ.掃除当番などクラスの仕事をさぼる(29.3%)｣，｢エ.先生にさからったり口答
えする(16.6%)｣，｢オ.授業中，先生に注意されても友だちとおしゃべりを続ける(25.5%)｣，｢コ.学校を
ずる休みする(5.6%)｣などで，他の逸脱回避理由の類型よりも逸脱行動の頻度が低くなっている。 
 以上，子どもは，規範意識が希薄ということはなく，大人と同じように逸脱行動は逸脱行動である

と考えていること，しかしながら，悪いことと思いつつも許容的になったり，実際に逸脱することが

ある。そして，逸脱行動回避理由の類型ごとに逸脱許容度や逸脱行動の頻度が異なることが明らかに

なった。また，コミュェティと自分自身の両方を大切にする両方肯定型が意識・行動の両面において

非常に遵法的であり，コミュニティや自分自身を大切にする気持ちが遵法的な意識や行動と結びつく

ことが明らかになった。反対に，コミュニティと自分自身のいずれもが逸脱抑止の鍵とはならない両

方否定型では，意識，行動ともに逸脱的であった。なお，個人主義的またはジコチュウ的に自分自身

を大切にする類型である自分大切型はいくつかの逸脱行為に関してはもっとも逸脱的傾向があること

がわかった。 
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第 4節 逸脱回避理由の 4類型の規定要因 

 
1 性格・アイデンティティと逸脱回避理由類型 
 
 次に，分析の視点を変えて，逸脱回避理由類型の規定要因を検討してみよう。 
 最初に，表Ⅲ-5-14 は，子どもの性格・アイデンティティ別に逸脱回避理由の類型の割合を見たも
のである。この表からまず，自分を肯定的に認識している子どもは，そうでない子どもよりも両方肯

定型が多いと言うことができる。具体的には，｢ァ.人の気持ちがわかる人間になりたい(そう思う
41.7%対そう思わない 26.0%)｣，｢イ.人の役に立つ人間になりたい(41.7%対 28.4%)｣，｢ゥ.自分の気持
ちに誠実な（正直な)人間になりたい(41.5%対 30.8%)｣，｢ェ.人には親切にしたい(41.0%対 30.2%)｣，
｢オ.努力する人間になりたい(41.5%対 30，5%)｣，｢力.勇気のある人間になりたい(41.8%対 29.5%)｣，
｢夕.勉強のできる子になりたい(42.4%対 31.6%)｣などである。「自分は他者に対して肯定的に関わりた
い子どもである」という肯定的な認識が，共同体及び自分自身の両方を大切にしたいという気持から

の逸脱抑止メカニズムを作動させている。 
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表Ⅲ-5-14 子どもの逸脱回避理由類型 
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 これと反対に，自分自身を大切にしたいという気持が逸脱抑止に結びつかない逸脱回避理由類型で

あるところの人の迷惑型と両方否定型では，他者に対して肯定的に関わりたい子どもであるかという

質問項目に対して｢そう思わない｣と答えた子どものほうが｢そう思う｣と答えた子どもよりも出現率が

高くなっている。具体的には，｢ァ.人の気持ちがわかる人間になりたい｣，｢ィ.人の役に立つ人間にな
りたい｣，｢ェ.人には親切にしたい｣，｢力.勇気のある人間になりたい｣などで，否定的に自分を認識し
ている子どもは肯定的に認識している子どもよりも，「自分自身を大切にしたいという気持からの逸脱

抑止のメカニズム」が作動しない人の迷惑型や，共同体と自分自身のいずれについても大切にしたい

という気持からの逸脱抑止メカ二ズムが作動しない両方否定型の割合が高くなっている。 
 その他の質問項目では，両方肯定型が，｢コ.自分の気持ちに正直に生きている(そう思う 43.1%対そ
う思わない 36.3%)｣，｢ス.将来のためにも，今，頑張りたいと思う(41.9%対 34.9%)｣，｢タ.勉強のでき
る子になりたい(42.4%対 31.6%)｣などの正直・がんばり・勉強などのキーワードの入っている項目に
ついて肯定的に自己認識している子どもはそうでない子どもよりも出現率が高くなっている。ただし，

両方肯定型は｢サ.小さなことも一人では決められない(44.3%対 38.4%)｣と自律的でない子どもでも出
現率が高くなっている。 
 また，人の迷惑型は，｢コ.自分の気持ちに正直に生きている（16.5%対 21.0%)｣，｢ス.将来のために
も，今，頑張りたいと思う(17.2%対 22.3%)｣の 2つの質問項目で，否定的に自己認識している子ども
に出現率が高くなり，自分大切型は，｢ヶ.人といると疲れる(28.0%22.8%)｣で，疲れるとしている子ど
もで出現率が高くなっている。 
 
2 親子関係と逸脱回避理由類型 
 
 逸脱回避理由類型の規定要因としての家族関係を考えてみよう。 
 表Ⅲ-5-15 は，子どもに対して，親子関係を尋ねた結果を独立変数とし，子どもの逸脱回避理由類
型を従属変数として，親子関係が子どもの逸脱回避理由に与える影響を見た結果である。最初に，両

方肯定型の出現率を見ると，｢ヶ.親と友達のことをよく話す(そう思う 43.3%対そう思わない 38.6%)｣，
｢コ.親とニュースや本の話をよくする(43.9%対 38.1%)｣と，親とのコミュニケーションが親密な子ど
もは親密でない子どもよりも両方肯定型が多い。さらに，｢イ.親は自分のことをわかってくれている
(45.9%対 37.4%)｣，｢ェ.親は自分の話をよく聞いてくれる(45.0%対 36.0%)｣と親に受容されていると
答えた子どもや，｢オ.親を尊敬している（46.5%対 36.6%)｣，｢サ.親の言うことは正しい(46.2%対
38.3%)｣と親を尊敬したり正しさを認めている子どものほうが両方肯定型が多い。共同体や自分自身
を大切にすることからの逸脱抑止メカニズムが働いている両方肯定型の子どもは，親とのコミュニケ

ーションが親密で親に受容され，親の権威や正当性を受け入れている子どもである。 
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表Ⅲ-5-15 親子関係別に見た子どもの逸脱回避理由類型 

 
 
 人の迷惑型については，｢ァ.親から『○○ちゃんはできるのに』などと，友達を引き合いに出して
言われる(21.3%対 16.8%)｣子どもが共同体への配慮からの逸脱回避を行っている。人の迷惑型の子ど
もの場合，他者への配慮であるよりは，他者と比べられることへの配慮から逸脱抑止を行っているの

ではないだろうか。 
 共同体とのつながりからの逸脱抑止メカニズムが働かない自分大切型は，親子関係を否定的に認識
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をしている子どもで，出現率が高くなっている。表で見ると，｢ィ.親は自分のことをわかってくれて
いる(21.6%対 25.2%)｣，｢サ.親の言うことは正しい(20.9%対 25.0%)｣などの質問に対して否定的に答
えた子どものほうが肯定的に答えた子どもよりも自分大切型が多い。そして反対に，｢ゥ.親に叱られ
て納得いかないことがある(26.4%対 19.8%)｣，｢キ.親から『男の子(女の子)だから○○しなさい』と言
われる(21.9%対 25.0%)｣に肯定的に答えた子どものほうが自分大切型が多くなっている。 
 最後に両方否定型については，｢セ.親から体罰を受けることがある(20.5%対 16.8%)｣と体罰を受け
る子どもで多くなっているほか，｢シ.親は私を思い通りにしたいと思っている(14.8%対 18.5%)｣で否
定的な回答をした子どもで多くなっている。親子関係が暴力的，支配的な家庭では，コミュニティや

自分を大切にしたい気持からの逸脱抑止メカニズムが作動しない両方否定型が多いと言える。また，

こうした親子関係を反映して，｢ェ.親は自分の話をよく聞いてくれる(15.3%対 19.6%)｣，｢コ.親とニ
ュースや本の話をよくする(14.6%対 19.5%)｣に対して否定的に回答した子どもで両方否定型が多い。 
 
3 母親の逸脱回避理由類型と子どもの逸脱回避理由類型 
 
 最後に，母親の逸脱回避理由類型が子どもの逸脱回避理由類型に与える影響を見てみよう。 
表Ⅲ-5-16 は，年齢別に母親の逸脱回避理由類型の割合を見たものである。全体から見ると，両方
肯定型がもっとも多く 57.3%，続いて自分大切型が 29.3%，人の迷惑型が 7.9%，両方否定型が 5，5%
となっている。母親は子どもと比べて両方肯定型が 16.8 ポイント多く，人の迷惑型が 10，3 ポイン
ト，両方否定型が 11.9ポイントそれぞれ少なくなっている。 
 
          表Ⅲ-5-16 母親年齢別に見た母親逸脱回避理由類型 

 
 
また，母親の逸脱回避理由類型は年齢別の差異が大きく，若い母親ほど両方肯定型が少なく(34 歳
以下が 51.1%)，年長の母親ほど両方肯定型が多い(50歳以上が 62.8%)。ま，た，年長の母親ほど人の
迷惑型が多く(50 歳以上で 9.3%)，若い母親ほど自分大切型が多い(34 歳以下で 37.2%)。こうした母
親の逸脱回避類型の年齢別変化の背景には，表 4ですでに見たように，母親の逸脱回避理由が，いず
れの世代でも｢自分を大切にしたいから｣が高い割合であるのに，｢人の迷惑になるから｣が年長で多く

若い世代で少ない(50歳以上では 7割を越えるのに対して 34歳以下では 5割合でしかない)ことによ
る。 
 最後に表Ⅲ-5-17 で，母親と子どもの逸脱回避理由類型の相関を見ると，両方肯定型の母親の子ど
もは 46.9%が両方肯定型，人の迷惑型の子どもの 28.4%が人の迷惑型，自分大切型の母親の子どもの
29.5%が自分大切型，両方否定型の母親の子どもの 27.9%が両方否定型と，それぞれ出現率が高くな
っており，親の逸脱回避理由類型と子どもの逸脱回避理由類型の相関が非常に高いことがわかる。 



第Ⅲ部 調査結果の分析 

表Ⅲ-5-17 母親逸脱回避理由類型別に見た子どもの逸脱回避理由類型の割合 

 
 
すでに見たように，子どもは，”ジコチュ‐”的であったり，コミュニティにコミットメントしてお

らず，その結果，コミュニティと自分との両方を大切にする気持から逸脱行為を踏みとどまる両方肯

定型は 40.5%しかいない。しかしながら，ここで見たように，それは子どもに限った傾向ではなく，
母親とくに若い母親にも見られる傾向なのである。そして，ここで考えなければならないのは，母親

の逸脱回避理由類型と子どもの逸脱回避理由類型には高い関があるということである。平たい言葉で

言えば，親自身が両方肯定型でなくなったから子どもも両方肯定型ではなくなったのである。 
 以上，逸脱回避理由類型の規定要因を調べた結果，自分は他者に対して肯定的に関わりたい子ども

であるという肯定的な認識をしている子どもに，両方肯定型の出現率が高い。反対に，他者に対して

肯定的に関わりたい子どもではないと否定的な認識をしている子どもには，人の迷惑型や両方否定型

の出現率が高い。 
 続いて，親子関係が逸脱回避理由類型に与える影響では，両方肯定型の子どもは，親とのコミュニ

ケ‐ションが親密で親に受容され，親の権威や正当性を受け入れている子どもで出現率が高い。自分

大切型は，親子関係を否定的に認識をしている子どもで，肯定的に認識している子どもよりも出現率

が高くなっている。親子関係が暴力的，支配的な家庭では，コミュニティや自分を大切にしたい気持

からの逸脱抑止メカニズムが作動しない両方否定型が多いと言える。 
 最後に，母親の逸脱回避理由類型を見ると，母親は子どもと比べて両方肯定型が 16.8ポイント多く，
人の迷惑型が 10.3ポイント，両方否定型が 11.9ポイントそれぞれ少なくなっている。親の逸脱回避
理由類型と子どもの逸脱回避理由類型の相関は非常に高い。 
 
 


