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要 約
目的：本研究の目的は，①矯正教育を受けて自尊感情に変化は見られるのか， ②発達特性は自尊感
情に影響を与えているのか，である。
対象：平成 17 年 5 月～平成 19 年 6 月の期間内に，A 少年院に入院し一定期間の矯正教育を修了した
114 名を調査対象群とした。全て男性で平均年齢は 17.4 歳（14 歳～19 歳）であった。
結果と考察：Rosenberg 版自尊感情尺度を使用して対象群に実施したところ，入・出院時で自尊感情
の有意な変容は認められなかった。発達的問題性と自尊感情には，密接な関連があることが明らかに
された。発達的問題性は自尊感情に影響を与えている可能性が示唆された。
【キー・ワード】少年院，不注意，多動衝動性，自尊感情

Abstract
The purpose of this study was to clarify the following 2 points: (1) whether self-esteem changes
after correctional education, and (2) whether attention deficit/hyperactivity characteristics affect
self-esteem. The subjects were 118 juveniles (all males) admitted to “A” juvenile correctional
facility. Our findings indicated that during the correctional education period, changes in
self-esteem were limited. The AD/HD-YSR attention deficit score was negatively correlated with
the self-esteem score on admission but was not associated with the self-esteem score at the time
of parole. Next, the subjects were classified according to the self-esteem score. Consequently, the
attention deficit score was significantly associated with self-esteem in all groups. Our results
were suggested that total AD/HD-YSR score in the high self-esteem group was lower than that in
the other groups. Our cross-sectional surveys have shown an association between the
AD/HD-YSR score and self-esteem, suggesting the influences of developmental problems on
self-esteem. Research implications were discussed.
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問題の背景と研究の目的
青少年問題は社会的な課題となっているが，中でも少年非行に対する関心は高い。社会に大きな影
響を与えるような事件が起こると，極端な原因論追及や因果関係についての推測が展開されるが，実
証的な資料に基づいた分析は稀少である。加害者が「普通の子」であったとか「いきなり型」であっ
たことが過大に解釈されることがあるが，現時点では粗暴的非行事例の特徴を「いきなり型」
・
「普通
の子型」として説明することは適当ではない(岡邊 et al, 2005)との報告がある。非行化した少年の
特性についての多面的調査を実施し，得られた資料から実証科学的事実を導き出すことが重要といえ
よう。
縦断的追跡調査を基盤とする発達疫学研究の発展により，非行を含む行動の問題の危険因子が明ら
かになってきた。Moffitt (1990)は New Zealand の Dunedin で大規模発達疫学調査を実施した。1000
名以上の母集団から 435 名を無作為に抽出し，3 歳児時点で注意欠陥障害（Attention Deficit
Disorder; ADD）を診断された群とそれ以外の群を 15 歳まで追跡した。その結果，ADD と診断された
約半数が非行化したこと，幼少時期の攻撃性の高さは青年期の行動の問題と密接に関連していること
を明らかにした。Biederman ら(2001)も注意欠陥/多動性障害（Attention Deficit/Hyperactive
Disorder；AD/HD）児を追跡した結果，不注意や多動性が見られる幼児は，逸脱行動や非行といった
外在化する問題のみならず，内在化する問題（うつ，不安障害等）でも予後が悪いことを指摘した。
また，不注意や衝動・多動性の徴候が顕著な子どもほど，後になって反社会的行動を表出させやすい
ことも実証的に示した。このように，AD/HD の行動特性と非行を含む反社会的行動との親和性を示す
研究は豊富に存在する(Biederman et al, 1993; Fergusson et al, 1997; Connor et al, 2003; Lee
et al, 2004)。
残念ながら日本でこのような大規模な縦断的疫学研究は実現していないが，松浦らは全国で複数の
少年院での調査を実施しており，欧米の先行研究と符合する結果を集積しつつある(松浦 et al, 2005,
2007a#)。少年院在院生の中に，AD/HD の他に学習障害（Learning Disorder；LD）や広汎性発達障害
（Pervasive Developmental Disorder）等の発達の問題を有する少年が存在する可能性が示唆されつ
つあり，臨床的にも注目される(松浦, 2006; 松浦 et al, 2007c, d)。
同様に，非行と自尊感情，攻撃性との関連にも多くの研究者が注目してきた。低い自尊感情が非行
や反社会的行動などの外在化する問題を表出させやすい(Rosenberg et al, 1989; Fergusson et al,
2002)と主張する研究者は多く，臨床的にも合致するといえよう。一方で，低自尊感情と外在化する
問題との直接的関連は見られない，という逆の指摘も存在する(Bushman et al, 1998; Kirkpatrick et
al, 2002)。
低自尊感情と外在的問題行動が関連するとの仮説に立った研究は，以下に述べる 3 つに分類できる
(Donnellan et al, 2005)。Rosenberg は低い自尊感情が社会との紐帯を弱体化させ，その結果とし
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て社会的不適応や非行行動の増大につながるとした。Hirshchi (1968)の Social Bonds Theory も同
様な指摘をしている。人間中心主義的心理学者として知られる Rogers は問題行動表出メカニズムを，
“肯定的自己感をもてないことにより，心理的な問題を抱え，攻撃行動が惹起されやすくなる”
(Rogers, 1961)と説明している。ネオフロイト派とされる Horney は幼少時期のコンプレックスや屈
辱感（低い自尊感情も含む）が攻撃性を高め，反社会的行動を動機づける(Honey, 1950)，と説明し
ている。
しかし，このような低自尊感情仮説は一貫した結論を得ておらず，実証されているとはいえない
(Donnellan et al, 2005)。Baumeister ら(2005)は，非行者の自尊感情が低いという証拠はどこにも
ないと指摘し，暴力や犯罪との関連が強いのは低い自尊感情ではなく，むしろ非現実的な高い自尊感
情であり，歪んだ自己愛性が問題であることを実証的に示した。
“低い自尊感情が暴力を引き起こす”
という固定的観念を振り払うことにより，より有用な研究が展開できると主張した。このように，低
い自尊感情が将来の外在的問題行動につながるという低自尊感情仮説は，一方では支持されつつも，
実証科学的な裏づけに欠けるという指摘も多い(Donnellan et al, 2005)。
松浦らは複数の少年院施設で在院者の自尊感情や攻撃性に関する調査研究を行ってきた。その結果，
年齢と性別をマッチングさせたコントロール群と比較して，少年院在院者の自尊感情が顕著に低いこ
とが明らかにされた(松浦 et al, 2005)。関連研究の対象者には本研究でも使用している複数の発達
特性スクリーニングテストを実施している。発達スクリーニングテスト調査結果から，施設を問わず
少年院在院者には共通する発達的困難性が存在することが示唆されている(松浦, 2006)。
関連領域の先行研究が明らかにしたことを踏まえ，本研究では以下の２点を明らかにすることを目
的とする。①矯正教育を受けて自尊感情に変化は見られるのか，②発達特性は自尊感情に影響を与え
ているのか，である。

対象と方法
調査対象群

平成 17 年 7 月～平成 19 年 6 月の期間内に，A 少年院に入院し一定期間の矯正教育を修

了して仮出院した 118 名の内，全ての資料に不備のない 114 名を調査対象群とした。全て男性で入院
時の平均年齢は 17.4 歳（14 歳～19 歳）であった。

質問紙
自尊感情尺度（Rosenberg 版）Rosenberg (1965)により作成された自尊感情尺度の 10 項目を山本ら
が邦訳したものを用いた(山本 et al, 1982)。Rosenberg は他者との比較により生じる優越感や劣等
感ではなく，自己への尊重や価値を評価する程度のことを自尊感情と考えている(井上, 1992)。また
自身を「非常によい(very good)」と感じることではなく，「これでよい(good enough)」と感じる程
度が自尊感情の高さを示すと考えている。自尊感情が低いということは，自己拒否，自己不満足，自
己軽蔑を表し，自己に対する尊敬を欠いていることを意味している(遠藤, 1992)。このような背景か
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ら，本論では「自尊感情」（self-esteem）で統一して使用する。あてはまる（５点），ややあてはま
る（４点），どちらともいえない（３点），ややあてはまらない（２点），あてはまらない（１点）の
５件法で回答を求めた。入院時と仮退院時に同様のものを実施した。
新田中 B 式知能検査（非言語性集団式知能検査） 田中らによって標準化された非言語性中心の集団
式知能検査である。少年鑑別所では鑑別の基礎資料として，入所者全員に本検査を実施している。簡
便に実施することが可能であり，非言語的能力を測定する指標としては優れていることが指摘されて
いる。
AD/HD-YSR(自記入式 AD/HD スクリーニングテスト)

いくつかの少年院では，少年の発達特性をアセ

スメントするために自己記入式 AD/HD スクリーニングテストを実施している。これは DSM-Ⅳをもと
に，小栗が矯正施設用に作成したものである(小栗, 1999)。不注意に関する 9 項目，多動衝動性に関
する 9 項目，計 18 の質問項目より構成されている。回答者に対し，
「小学校 3～4 年生ころまでの自
分のことを思い出しながら」記入することを求めている。質問に対して，
（１）なかった，
（２）とき
どきあった，
（３）よくあった，
（４）わからない，で回答し，回答の（１）
（４）は０点，
（２）
（３）
は１点として集計した。DSM-Ⅳの基準に従い，
「不注意関連」で計 9 点，
「多動衝動性関連」で 9 点と
し，合計得点は０-18 点の値をとる。松浦らの研究により信頼性と内的一貫性が確かめられ，標準化
作業が進められている(松浦 et al, in press)。また，男子の cutoff point は 14 点であることが示
されている。本研究対象群 114 名の内，14 点以上の AD/HD 疑いあり群は 28 名(24.6%)であった。
日本版 Buss-Perry 攻撃性尺度

Buss (1992)の質問紙を日本版に標準化した日本版 Buss-Perry 攻撃

性質問紙（Buss-Perry Aggression Quesionnaire, BAQ）(安藤 et al, 1999)を用いた。この質問紙
は言語的攻撃(verbal aggression)，身体的攻撃(physical aggression)，敵意(hostility)，短気
(anger)の４尺度において得点化される尺度構成を持っている。攻撃性の概念の細分化については統
一した見解がないのが現状であるが(山崎, 2002)，この質問紙により少年院在院者の全体的な攻撃性
が測定されると考えられた。
インフォームド・コンセント

対象群における調査では，少年の発達特性を捉えた上で効果的な矯正

教育を実施していくことや，テストで得られた結果は統計的に処理して研究に使用することについて，
保護者会で十分に説明を行っている。少年本人の記載にあたっては，記入内容が本人にとって不利益
にならないこと，不明な点が存在すれば担当教官に遠慮なく質問できること等が確認される。また，
質問紙実施の手順や管理については，全体の管轄である法務省矯正局と厳密な協定書を交わした上で
適正に処理されており，最大限に倫理的妥当性を考慮している。
解析の手順と統計学的検定

解析にあたっては，入院時・仮出院時の自尊感情の変容を捉えるために

対応のあるｔ検定を行った。相関分析により変数間の相関係数を表し，発達的問題性と自尊感情の関
係性を見た。更に自尊感情の得点の高さと発達的問題性との関連を分析するため，自尊感情尺度得点
を高得点群・中得点群・低得点群の 3 群に分類した。3 群に分類する基準として cutoff point を M
±1.5SD とした。このような cutoff point の設定は諸領域で使用されている(Glass et al, 1987;
Sakata et al, 1996; Squires et al, 1997; Kristen et al, 2005)。次に，導かれた cutoff point
を適用した上で，群間比較を行った。有意水準は 5%未満とした。統計分析は SPSS13.0J for Windows
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を使用した。

結 果
表 1 自尊感情尺度における入・仮出院時の変化

入院時
仮出院時

度数
平均値 標準偏差
114
30.1
6.0
114
30.9
6.9

ｔ値

df

P value

1.28

113

.204
n.s

入・仮出院時の自尊感情の変容
Rosenberg 版自尊感情尺度を使用して対象群に実施したところ，入・仮出院時で自尊感情の有意な
変容は認められなかった

[t（113）=1.28，p=.204]（表１）
。すなわち矯正教育期間に於いて，自尊

感情の変化は限定的であった。

表 2 各因子の記述統計量および変数間の相関係数
相関係数
平均値 標準偏差 度数

１．
２．
３．
４．
５．
６．
７．
８．

不注意合計点
6.2
2.5
多動衝動性合計点
4.2
2.4
ＡＤ／ＨＤ合計点
10.4
4.1
田中Ｂ式ＩＱ
4.1
13.4
入自尊心
30.1
6.0
入攻撃性
78.2
13.1
仮出自尊心
30.9
6.9
仮出攻撃性
81.9
15.2
注１） *p<.05， **p<.01，***p<.001

１．

114
114 0.46
114 0.86
114 -0.13
114 -0.24
114 0.45
114 -0.10
114 0.14

２．
***
***
**
***

0.85
0.07
0.04
0.39
-0.01
0.27

３．

***

***
***

-0.03
-0.12
0.49
-0.06
0.24

４．

***
**

0.03
-0.07
0.20
-0.01

５．

*

-0.20
0.47
-0.02

６．

*
***

-0.15
0.50

７．

***

-0.08

８．

-

記述統計量および相関係数
各因子の記述統計量及び変数間の相関係数を表２に示す。AD/HD-YSR と自尊感情に特徴的な関係性
が検出された。すなわち，入院時の自尊感情と AD/HD-YSR の不注意得点に負の相関関係が見られたが，
仮出院時の自尊感情と AD/HD-YSR 得点には相関関係が見られなかった。
入院時の攻撃性は，AD/HD スクリーニングテストの不注意，多動衝動及び合計点と強い相関関係に
あった（p<.001）
。一方で入院時の自尊感情とは負の相関が認められた（p<.05）
。
仮出院時の攻撃性と多動衝動得点には正の相関関係が認められた一方で，自尊感情との関連性は認
められなかった(n.s.)。すなわち入院時と出院時の攻撃性と他の特性の関連に変化が見られたといえ
よう。
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表 3 因子別に見た各群の平均値及び分散分析の結果
不注意得点
A1
度数
平均値 標準偏差
10
4.3
2.6

度数

A1
平均値 標準偏差
10
2.7
2.8

A2
A3
度数
平均値 標準偏差
度数
平均値 標準偏差
94
6.2
2.4
10
7.2
1.6
多動・衝動性得点
度数

A2
A3
平均値 標準偏差
度数
平均値 標準偏差
94
4.5
2.2
10
3.4
2.7
AD/HD合計得点

A2
A1
平均値 標準偏差
度数
平均値 標準偏差
10
7.0
5.0
94
10.7
4.0
注１；A1＝高自尊心群，A2＝中自尊心群，A3＝低自尊心群
注２；有意な差が見られたもののみ記した
注３；＊ p<.05
度数

度数

A3
平均値 標準偏差
10
10.6
3.4

F値
4.00 *
A1＜A2>，A１＜A3
F値
3.23

n.s

F値
3.81 *
A1＜A2

AD/HD-YSR 得点が自尊感情に与える影響（表３）
次に，AD/HD-YSR 得点と自尊感情との関係を解析した。まず入院時の自尊感情尺度得点の高さを基
に対象群を分類した。M+1.5SD 以上の高自尊感情群（A1；n＝10）
，M-1.5SD 以下の低自尊感情群（A3；
n=10），その中間の中自尊感情群（A2；ｎ＝94）とした。AD/HD-YSR 得点と自尊感情との関係を明ら
かにするために，不注意得点，多動・衝動性得点，AD/HD 合計得点それぞれに於いて，一元配置の分
散分析を行った。その結果，不注意得点が自尊感情に与える影響は有意であった[F(2,111)＝4.00，
p<.05]。Tukey の HSD 法を用いた多重比較によれば，A1 と A3 群間，A2 と A3 群間に有意差があり，
不注意得点の高さが低自尊感情に与える影響が示唆された。一方，多動・衝動性得点が自尊感情に与
える影響は有意ではなかった。
更に，ADHD-YSR 合計得点が自尊感情に与える影響も有意であった[F(2,111)＝3.81，p<.05] 。多
重比較によれば，A1 と A2 群間に有意差があり，高自尊感情群は他の群と比較して ADHD-YSR 合計得
点が低いという関係性が示唆された。

考 察
入仮出院時の自尊感情の変容
大川ら(2000)は矯正協会付属中央研究所の一連の研究で，少年院生対象に入・仮出院時の自尊感情
の推移を検討している。一般群と比較検討していないが，仮退院時では有意な自尊感情の高まりが見
られ，矯正教育の効果が確認できたと報告している。しかしながら初入院群と再入院群，及び年少者
と年長者では自尊感情の変化にばらつきがあり，一定した傾向ではなかった。本研究では入・仮出院
時で自尊感情に大きな差がないことが確かめられた。若干の質問紙や手続きの違いが存在したことを
前提として，両結果には明確な違いが見られたといえよう。
一方松浦ら(2007b)の先行研究により，別の少年院で同様の質問紙と手続きにより自尊感情の推移
を評価したところ，本研究とほぼ共通した結果が得られた。この研究では性別と年齢をマッチングさ
せたコントロール群を設定しており，少年院在院者が著しく低い自尊感情を有していたことも確かめ
られている。更に 2 つの調査の入・仮出院時の平均値も近似しており，少年院在院者の特性として実
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証的資料が集積されたと考えられる。
仮出院時の少年は入院時と比較して，学力，体力や対人関係能力及び就業能力いずれの面でも秀で
ており，社会復帰に向けて臨床的には彼らの自尊感情の高まりが期待されたが，質問紙ではそのよう
な結果は得られなかった。これらの解離はどのように説明されるか，一定の見解は得られていない。
その理由として，これまでの研究成果より２つの理由が考えられる。1 つは少年院在院者の極端な
逆境的養育環境である。児童期の虐待経験や不適切養育は，青年期以降の心理的特徴に決定的影響を
与えよう。また深刻な罪を犯した後悔の念や罪悪感も微妙な影響を与えると考えられる。
2 つめは測定尺度の問題である。自己肯定意識尺度の下位尺度である「充実感」では入・仮出院時
の測定で極めて高い伸びが認められた。矯正教育期間において，
「頑張った」
「勉強ができるようにな
った」「自分もやればできる」と感じることができる体験を蓄積した現れであろうと思われる。自尊
感情の変容は限定的であった一方で，自己に対する充実感は非常に高まったのであった。
しかしながら，大川論文の結果の相違を十分に説明するに足るとはいえないであろう。
James (1982)が指摘するように，人は満足・不満足に対する客観的理由とは無関係の，ある平均的
な自己感情を持っており，自尊感情とはそのようなものである。Trzesniewski ら(2003)は自尊感情
とは生涯を通じて安定性を持っていると指摘しており，その変容は難しいのかもしれない。

記述統計量および相関係数
AD/HD-YSR の不注意，多動・衝動性，AD/HD 合計得点と，入・仮出院時の自尊感情には極めて特徴
的な傾向が確認された。不注意得点が入院時の自尊感情と負の相関があったことは，発達的問題性が
自尊感情に影響を与えていた可能性が示唆されたと考えられる。
攻撃性と不注意，多動・衝動性にも強い相関関係が示されたことにより，これらの特性は互いに影
響を与え合っていると考えられる。特に入院時において攻撃性と発達的問題性には強い関係が見られ
た。攻撃性と非行との関連研究は豊富に存在し(Trzesniewski et al, 2006)，多くの研究報告は，非
行に至る者は攻撃性が高く，攻撃的行動が頻発し，しかもそれが合理的手段であると認識している，
と結論づけている(Nasby et al, 1980; Dodge et al, 1987)。Kim-Cohen ら(2005)は大規模縦断的疫
学調査の結果，4，5 歳時点で青年期の行為障害を予知することは可能であるとし，その最も重要か
つ決定的因子は攻撃性と反社会的行動であるとしている。注目すべきは発達障害と攻撃性との関連で
ある。衝動性が障害の中核である AD/HD 児らにとっては，攻撃性が直接的攻撃行動につながりやすい
という背景がある(Halperin et al, 1992; Atkins et al, 1993)。Moffitt (1990)は Dunedin におけ
る birth cohort study で，早期に多動・衝動性等の特徴を示し，攻撃性が強い男児が非行化する比
率が高く，予後転帰も不良であることを実証的に示した。
このように多くの非行研究に於いて，非行行動と攻撃性は強い親和性があり，発達的問題性（AD/HD
の中核症状である不注意，多動・衝動を含む）の有無や深刻度は青年期以降の予後に重大な影響を与
えることが明らかにされている。深刻な非行化群と思われる少年院在院者を対象とした本研究結果で
も，早期の発達的問題性と攻撃性に密接な関連があるという先行研究と符合する結果が得られた。本
稿では初めてのこのような資料を更に蓄積し，解析していくことで，これらの複雑な関係が解明され
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ていくであろう。
AD/HD-YSR 得点が自尊感情に与える影響
高自尊心群（A1 群）は，AD/HD-YSR 得点が低いということは予想された結果と符合していた。多動・
衝動性得点において有意差はなかったが，不注意得点で有意差が認められたということは，「同じ間
違いを繰り返す」「何度言っても忘れてしまう」という行動特性がより自尊感情に影響を与えている
可能性がある。不注意・不適切な言動により，周囲から叱責・非難されるケースは多いと推測され，
対象群の多くの少年もこのような経験をしてきたと思われる。

総合考察
いくつかの横断的調査結果より，AD/HD-YSR 得点と自尊感情に関連が検出されたことから，発達的
問題性は自尊心に影響を与えていることが明らかとなった。
また，数年間にまたがる縦断的調査結果より，少年院在院者の自尊感情の推移の特徴が明らかにさ
れた。ここでも発達的問題は無視できない因子であることが確かめられたと同時に，松浦らの先行研
究と驚くほど近似した結果が得られたことから，少年院在院者の共通する特徴が導き出されたと考え
られる。
しかしながら多くの課題も残されている。本研究で使用した質問紙は，回顧式かつ自記入型のもの
である。本人しか知り得ない情報が収集可能である一方で，ある程度のバイアスがかかっていること
は否めない。また，入・仮出院時の心理特性についても，多数の因子が影響していると考えるのが妥
当であるため，安易に矯正教育評価につなげるべきではないだろう。
また，得られた結果はある程度我々の仮説と符合するものであったといってよいが，発達的問題性
や低い自尊心がどのように非行行動につながっていくのかはまだ明らかにされていない。今後心理的
特性と問題行動発現とのメカニズム解明が重要な課題になると思われる。本研究のような実証的知見
に基づき，更に研究を展開する必要がある。
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