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青年期における蓋恥感情に関する研究
一青年期危機との関係から一
安田 郁 九州大学大学院人間環境学府

AStudyof以sHtJCⅡⅠ〃inAdolescence
−TheAnalysisofRelationsBetween〃sHIJCⅢ

andAdolescentCrisisState−

KaoruYasuda（Graduateschoolqfhuman−enVironmentstudies，均WhuunivelTiO，）

ThepurposesofthisresearChistoarrangeandclassify shuchi （shame，Shyness，embarrassment，etC・）in
adolescenceandstudytherelationbetweenushuchiガinadolescenceandanadolescentcrisisstatewithtwosides，
standardcrisisstate and maladjustivestate ． standardcrisisstate isthementalinstabilitythateveryone
mayexperienceinadolescence． Maladjustivestate suchaswithdrawalandneurosisiscausedbypersonal

factorlikeaselfweakness・Accordingtotheresultsof187collegestudents，αshuchi
wasclassinedintofour
factors，〝inftriorandfailure，SeXandgenderdifftrence，PerSOnalstrainandembarrassment〃，and化self− 刀〝ガ〃
reflectionガ．Thefb1lowingfourthingsbecameClearasaresultofconsideringtherelationbetween〃shuchinand
adolescentcrisisstate・Beingsensitiveto〃inftriorandfailure and

personalstrainandembarrassment had 〃

a脆ctedtwosidesofadolescentcrisisstate・Beingsensitiveto sexandgenderdiffbrence乃hadonlyinnuenced

〃 the standard crisis state ．There was no relation between

（（

self−reflection and adolescent crisis state．

shuchi in adolescence was classinedintofour，andit became clear that theinfluence which each has on
adolescentcrisis stateisnotunifbrm．
Keywords：〟shuchi〃，adolescentcrisisstate，EgoDevelopmentalCrisisStateScale

l．問題と目的
1．蓋恥感情について

蓋恥感情は，私たちが日常的に感じる一般的な感情の
ひとつである。またそれは，「人類に普遍的であり，か
つ人類に特有の感情」である一方セ，「その表れ方や働
きは極めて複雑で，文化，社会，時代と相互に作用し合
いながらその様相を大きく変化させる」感情でもあり

面恐怖や視線恐怖などの対人恐怖症は蓋恥をめぐって展

開される（内沼，1977）病理とされ，羞恥感情との関係
への言及が多くなされている（笠原，1977；清水，1996；
鑑，1996など）。岡野（1998）は，その対人恐怖症との
関連から羞恥と自己愛の関係に注目し，自己愛性格障害
を羞恥感情との関係から論じている。有光（2002）は19

70年代以降の精神分析的理論では「恥が感情障害につな

（菅原，2002），ある文化では適切かつ当然とみなされる

が」ると考えられていることを指摘し，「恥が攻撃性を
促進し，不安や抑うつにつながる」（有光，2001）とい

行為が，違う文化では恥ずかしい行為とみなされたり，

う調査結果を報告している。また，E．J．Anthony

ある状況ではとくに何の抵抗もなく行えることが，べつ

（1970）は，青年期に現れるうつ病の特徴のひとつとし
て恥の感覚が強いことをあげている。このように，羞恥

の状況では恥ずかしくてできなかったりということが蓋

恥感情に関係して起こる。どのような状況でどの程度の
恥ずかしさを感じるか，それがどのように表出されるか
などは個人によって大きく異なる（託摩，1991）のも羞
恥感情の特徴のひとつである。また，蓋恥感情は人に基
本的に備わった身近な感情であるが，ひとことで羞恥感

感情を理解することは人の基本的な心理の理解に限らず

臨床の現場においても重要な意味をもつと思われる。実
際に，蓋恥感情研究では何らかの形でこれら心理的な障
害との関係を想定している場合が少なくない。
蓋恥感情は人の発達段階の非常に早い時期から生じる

情といっても「はにかみ」や「恥じらい」といった一時

とされる一方で，その内容はそれぞれの段階において変

的で表層的なものから，自分の劣等性によって引き起こ
されるものや，自分の存在意義に関わるものまで，その

化し，その内容や程度はそれぞれの時期に特徴的である
とされる（堤，1983）。「幼児期においてもすでに蓋恥心

感情的幅は広く，程度・内容も多種多様である。
心理的・精神的な障害や病理の研究において，蓋恥感
情との関係性が論じられることも少なくない。とくに赤

はあるが，他人の目を敏感に意識し，しかも自己省察が
鋭くなる青年期に蓋恥心は一段と強くなる（託摩，1991）」
とされ，とくに青年期における心理的な問題と関連して
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蓋恥感情が取り上げられることは多い。このような青年
期において蓋恥感情は鋭敏化し，この時期に特有の様々

恥感情の範囲がまちまちであることと，分類の最終的な

な心的現象や心理的問題を引き起こすとされている。

段階において研究者の主観的解釈が介入することで分類

「恥ずかしさ」が強く意識されることが共通の特徴であ

の幅や数に違いが出てくるのではないだろうか。

る赤面恐怖や視線恐怖などが他の年代に比べてとくに多

く報告されている（清水，1996）ことからも，青年期の

それぞれの研究に用いられた質問紙がカバーしている蓋

また，客観的基準による研究では主観的分類による研

ことがうかがえる。

究とは違い，対象の年代を特定の発達段階に限定してい
る場合が多いが，その年代における羞恥感情の特徴といっ
たことについては論じていない。このことは，つまり，

このように，蓋恥感情は様々な心的現象と関わりを持
ち複雑かつ多様であるが，その研究もまたバラエティー

客観的基準によるか主観的分類によるかに関わらず，多
くの先行研究では羞恥感情を分類することに終始し，そ

心理を理解する上で蓋恥感情の理解が重要な意味を持つ

に富んでいる。しかし，それらを研究方法という視点か

れら分類された蓋恥感情の持つ違いの内容については検

ら概観すると革観的アプローチと客観的アプローチの大

討されていないということである。「他人から自分の評

きく二つに分類できるものと思われる。前者はおもに研

価が低下するような判断を下される」ことで感じる蓋恥

究者の知識や経験などから主観的に蓋恥感情を分類する

と「性的な刺激を受ける」ことで感じる蓋恥とでは，そ

もので，研究の数が最も多い。主観的分類では羞恥感情
は，理想と現実の自分の間にある差異を自覚することに
よって自らを恥じる感覚である「私恥」，所属集団によ
り劣った評価をされることで生じる感情である「公恥」，

の質や心理・行動に与える影響などには違いがあるもの

と思われる。とくに，羞恥感情は発達段階によってその
様相が異なるとされるが，これまでの研究では対象とし
た年代における羞恥感情の特徴や性質について検討され

恥じらいや困惑といった感情に代表される「蓋恥」の凡

ることがほとんどなかった。よって，成田（1993）が指

そ3つに分けられており（作田，1967；井上，1977；内
沼，1983など），その分類の基準は差恥感情が発生する
メカニズムの違いによると考えられる。また主観的アプ

摘するように，それら分類された蓋恥感情の何がどのよ
うに異なっているのかをさらに検討することが必要であ

れらの研究はあくまでも研究者の経験や知見に基づいて

ろう。
以上より，蓋恥感情の先行研究の問題点は，①研究対
象の発達段階を考慮に入れた上で，羞恥感情を実証的に，
かつ網羅的に検討した研究が少ないこと，②蓋恥感情の

主観的になされたものであり，多くの場合実証的な検討

分類に終始し，分類された羞恥感情の何がどのように異

はなされていない。また，主観的分類による研究の多く
は，ゼの年代の蓋恥感情について論じているのかは不明

なっているのかについての検討がなされていないという

ローチの研究には，先述した対人緊張や対人恐怖症など
と羞恥感情との関連を検討したものがある。しかし，こ

2点にまとめられるだろう。

である。

先行研究の第二のアプローチは，質問紙調査などの結
果を統計的な手法等により処理し，客観的に蓋恥感情を
分類しようとするものであり，その基準はおもに蓋恥感
情が生じる場面の違いである。つまり，様々な羞恥感情
のうち特定のものは特定の場面一状況に結びついている

（成田，1993）という前提でその生起場面・状況ごとに
羞恥感情を分類している。この手法により蓋恥感情は凡
そ，「自己不全感」（内面化した基準に照らし合わせたと
きに自らの不甲斐なさを恥じる感覚），「かっこ悪さ」
（失敗などにより生じる羞恥感情），「異性」（異性の存在
により「自」と「他」を意識することと，性に対する本
能的な恥の感覚による蓋恥感情），「注視」（他人の目に

2．青年期危機と蓋恥感情について
青年期危機とは，およそ青年期という人生の移行期に
おいて心理・身体的要因により均衡が崩れ心身が不安定

な状態になることを指すが，確立された定義があるわけ
ではない。本研究では青年期危機を，（D青年期に誰もが
体験する可能性のある心理的な不安定状態である 標準

的な危機状態 と，②そのような標準的な危機状態にお
いて自我の脆弱さといった個人的要因の存在により引き

起こされる 不適応状態 （長尾，1989；下山，1998）
という二つの側面から捉えた。青年期において若者は不
可避にある程度の心理的な不安定状態を体験するのであ

るが，誰もがこの時期に危機的というほどに心理的に不

晒されることによって生じる蓋恥感情），「対人困惑」

安定な状況に陥るわけでない。そのような危機的な状態

（他人と相対するときに感じる緊張や不安に彩られた蓋

にまでなるかどうかには様々な要因が考えられるのであ

恥感情），「性」（性的なことに対する反応としての蓋恥
感情）といった分類がなされている（成田ら，1990；菅

り，感受性の鋭さ，内省力あるいは差恥の感覚への敏感

原，1989；橋本，1980など）。しかし，これらの分類は
あらゆる研究に共通に現れるわけではなく，蓋恥感情が
十分に網羅されている単独の研究は見当らない。これは，

さといった個人的要因が（標準的な危機状態を含む）青
年期危機の程度を規定するひとつの要因であることを多

くの青年期心理に関する研究が指摘している（村瀬，19
76など）。このように，青年期危機と蓋恥感情の関係性
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はこれまでにも示唆されてきており，それについて検討
することで青年期における蓋恥感情をより具体的に明ら

かできるものと思われる。しかし，そのような研究は見
当らない。

3．本研究の目的
そこで本研究では＜研究1＞において，先行研究で分
類されている蓋恥感情のカテゴリーを網羅した形で，客
観的に青年期の蓋恥感情を整理・分類するための「墓恥

感情尺度」を作成することを目的とする。その際，先述
したように，差恥感情の研究では発達段階の違いを考慮
する必要があることと，蓋恥感情が青年期の心理（や病

提示し，蓋恥感情を感じる場面として不適当な内容の項
目の有無を訊ねた結果，とくに不適当と指摘された項目
はなかった。仝41項目を本調査のための「蓋恥感情尺度」
（暫定版）の項目として採用した。これらの質問項目は
客観的手法による先行研究に倣い，被験者に対して蓋恥
感情を生起する場面を提示する内容となっている。
b）調査の実施

A県内の大学生203名（男子86名，女子114名，不明3
名，平均年齢20．3歳）を対象とし，2002年11月中旬から
12月中旬に大学の講義の前後に調査を行った。「青年期
の意識に関するアンケート」という名称の質問紙を配布

し，その中の「質問I」として「羞恥感情尺度」（暫定

理）の理解に重要な意味をもつであろうという点に注目

版）の41項目について「質問項目に示されている状況・

し，研究の対象を大学生とする。
また＜研究2＞では，＜研究1＞で作成された「蓋恥

年期危機という概念を青年期心性のひとつの特徴的な側

場面に自分がいるとするとき，どれくらいの恥ずかしさ
を感じるかについて」答えてもらうように教示した。回
答は4件法（「1＝まったく恥ずかしくない」から「4＝
とても恥ずかしい」。2と3にはとくに恥ずかしさの程
度を示す言葉は記載せず，目盛のみを標した）とし，蓋

面を捉える指標として用い，＜研究1＞において整理・

恥感情に敏感であるほど素点の合計得点が高くなるよう

分類されたそれぞれの蓋恥感情の青年期における特徴や

に得点化した。

感情尺度」を用いて，蓋恥感情と青年期心性（青年期危
機）との関係を検討することを目的とする。その際，青
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性質を青年期危機との関係から検討する。蓋恥感情が青
ことで，青年期における蓋恥感情の何がどのように異なっ

3．結 果
回収した203名分のうち，記入洩れなどのあった16名

ているのかをより詳しく具体的に明らかにすることがで

分を除外した187名分の「羞恥感情尺度」（暫定版）の評

きるであろう。

定値に対してパソコンの統計ソフトSPSSを用いて因子
分析を行った。データの内訳は男子80名（平均年齢20．9

年期の心理状態とどのように関係しているかを検討する

l】。研究1
1．目 的
青年期の羞恥感情を整理・分類するための「差恥感情

尺度」を作成する。

歳，SD＝1．3），女子107名（平均年齢19．8，SD＝1．4）全
体の平均年齢20．3歳。
a）因子分析の施行

固有値1で因子の抽出を行ったところ，因子4と5の
固有値に大きな差が見られた。そこで，確認のために探
索的に5因子から8因子を抽出する設定で因子分析を行っ

2．方 法
a）暫定項目の作成

先行研究（橋本，1980，1981；境，1983，1988；成田，
1993；樋口，2000）から引用した項目（30項目）と，3
名（30歳・男性，20革・女性，17歳・女性，）に対して
行った聞き取り調査をもとにして自作した項目（11項目）

の計41の質問項目を作成した。項目の選択は先行研究で
用いられた基準を参考とし，「性」，「注視」，「劣等感」，
「非難」，「対人緊張」，「露見」，「異性」，「不注意な行動」，
「思い違い」，「ばつの悪さ」，「知識・能力の不足」，「自
己不全感」，「不適当行為」，「道徳的逸脱」，「照れ」，「公
表場面」，「孤立」，「格好悪さ」，「無様な行為」，「きまり
悪さ」，「対人困惑」，「公恥」，「私恥」，「自己否定感」，
「基本的恥」，「自責的萎縮」，「いたたまれなさ」，「はに
かみ・もどかしさ」によった。41項目からなる「差恥感
情尺度」の暫定版を，心理学を専攻する大学院生8名に

たところ，5因子目以降の因子によって説明される項目
の数は少なく，また因子の解釈も困難になったため，5

因子以上を抽出する利点はないものと判断し4因子を採
用し
対して4因子を抽出する設定で主成分分析（バリマック

ス回転）を行い，その結果から因子負荷量が．45を超え
ず，かつ共通性が．3を超えない10項目を削除し，再度主
成分分析を行った。その結果，さらに因子の内容に合わ
ない3項目を削除して主成分分析を行ったところ，全項
目の国子負荷量が．48を超えたため，最終的に4医Ⅰ子28
項目を「蓋恥感情尺度」の下位項目として採用した
（Tablel）。4因子での累積寄与率は45．703％であった。
第1因子の項目の内容は，人前で注意されたり欠点や
能力不足などが露見したりして劣等な評価をされること

（項目6，21，24，39）と，不注意などによって失敗してし
まうこと（項目4，5，19，25，27，37，38）に関係している
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Table 1
蓋恥感情尺度の因子分析結果（主成分法・バリマックス回転）
下位

因子負荷量

信口山東
項目内容

長屋

FI

F2

0．5＄7

1

25．人前で場違いなことを言ってしまう
27．自分の体格／スタイルや格好が他人より劣っていることに気づく
21．自分の能力が他人より劣っていることをひとに知られる

0．570

1

0．5（i＄

0

0．552

1

37．服のファスナーが開いているのに気がつく

0．540

39．自分の欠点や弱点を指摘される
6．授業中にあてられた質問に答えられない
19．人前でオナラをしてしまう
4．間違えて知らない人に声をかける

0．534

3

0 5 0 4
3 7 1 0
0 2 0 0
0 0 0 0
一

3
一

4
1
0
4
0

9 4 1 4 3
2 3 00 8 1
1 1 2 0 0
0 0 0 0 0
一
一

1
0
1

α＝．8195

0

7

3

0

0

9

3

1

2

0

0

0
0

信頼性係数

0

α＝．7524

0．222 0．162

0．73， 0．038

0．050 0，167

0． ，2 0．065

0．027

0．

0
0

0
0

0．183

0

9．知らない人に道を尋ねる
16．目上の人と一対一で話をする

0

0

5 0．217

0

−0．220 0．133

0． 53 0．093

2．自己紹介をする

0．230 −0．040

0．524 −0．080

1．人の大勢いる部屋にひとりで入っていく

0．323 −0．010

0．523 −0．090

35．店員に探しものを尋ねる

0
0

信頼性係数

0

対人緊張・困惑

20．初村面の人と会って話をする

00

2

0

0．178

0

1

0

0．4，7

2

0．242

0

18．異性からじっと見つめられる

4

−0．010

9

0．348

0．53

7

0．572

0．300

7

0．048

28．着替えているところを人に見られる

71 0．243

4

32．異性と二人きりで話をする

0．701 0．101

00

0．

1

0．206

6

0．088

15．他人とセックスに関する話をする

4

31．街でヌードのポスターを見かける

00

2

3

0

性・異性

2

2

0

−0．060

0

1

0

1

0

0．72

〇 〇 3 7 6 3 7 7

一

2

0

0，025

00

0

一

1

7．街でキスをしているのを見かける

5

1

信頼性係数

9

1

0．4＄3

5

1

0．4，1

〇8 3
6 0035 3
8
6 2 5

0．500

1
1

0． 13

0．121 0．137
0

＄5

4
3
9
3
．2 10
0

0．

〇
9

劣等・失敗

24．人前で叱られたり注意されたりする
38．気が付いたら自分だけ違うことをしている
5．人通りの多いところで転ぶ

F3

α＝．7572

自己内省

30．約束を破る

0．104 −0．050 −0．030

29．やるべきことがあるのらこ怠けてしまう

0．011 0．149

33．人にウソをつく

0．063

14．規則を破る

0．105

34．自分の手伝いが役に立たなかったことに気がつく

0．392 −0．110

信頼性係数

0．192
0．348

0．801

0．080

0．754

0．006
0．082
0．080

0．701

軋597
0．54＄

．α＝．7553
寄与率（％）

と考えられる。後者は，必ずしも直接に特定の誰かから
劣等な評価を下されるとは限らないが，行為の主体はそ
のような評価を強く意識することが考えられる。つまり，
第1因子は，能力的な劣等性によって劣等な評価をされ
ることと，能力の有無とは関係なく失敗そのものによっ
て劣等な評価が下される可能性を意識することで引き起
こされる蓋恥感情といえる。よって，「劣等・失敗」因

14．58 10．15 11．03 9．935

子と命名した。第2因子の項目は，全体としで性的要素
が基礎としてありつつ，異性との関係性も内容に含まれ
ている（項目15，18，28，32）と考えられる。とくに項目

18や32は，直接的な性（sex）的要素よりは，性別
（gender）の違いによる要素が大きいと考えられるので，
第2因子を「性・異性」因子と命名した。第3因子の項
目は，対人場面に関連した内容から構成されており，そ
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場が自分より上か下か，既知の関係かどうかなど）は異
なるものの，他人との接触において緊張や困惑すること
と関係している点が共通している。よって「対人緊張・

刺激に対して類似の反応をすることの現れと考えられる。
「対人緊張・困惑」墓恥感情は，先行研究において
「蓋恥」と分類される羞恥感情に近く，特に何らかの劣
等性が露見したり評価が下されるわけでもなく，単に他

れぞれの対人場面は対峠する人の数や関係性（相手の立

困惑」因子と命名した。第4因子の項目の内容は，自ら

人の存在により自と他の差異が露見したり自覚されたり

の行いを省みて自己嫌悪に陥ったり自己不全感を感じた

するときに感じる「恥」の感覚であって，必ずしも劣等

りすることに関係していると考えられる。規則や約束を
破ったり（項目14，30），ウソをついたりする（項目30）
行為は，基本的に他人にそのことが露見しないことを前

であることは問題にならないとされる（井上，1969，19
77；樋口，2000）点が特徴である。客観的研究において，

提として（少なくともそれを期待して）行われることで

彩られた羞恥感情であるとされる「対人困惑」に類似し，

おもに単独の他人と相対するときに感じる緊張や不安に

あり，よって他者からの直接的な評価を前提と◆していな

いわゆる「気恥ずかしさ」「きまり悪さ」といった感情と

い。また，自分が怠けていたり，役に立たなかったこと
に気づいたりすることで恥ずかしくなるのは，他者から

考えられる。
以上3つに分類された羞恥感情は，他人の存在や視線

の評価よりは内省することで内在化された価値基準に照

が意識される点や「自」と「他」の違いが意識される点

らすことにより引き起こされると考えられる。よって第
4因子を「自己内省」因子と命名した。以上の結果から，

で，他人の（実際のあるいは想像上の）存在が前提となっ
ていることが共通している。一方，「自己内省」蓋恥感
情は，自己省察することで自分の至らなさに思い至るこ
とで感じる蓋恥であり，他者との比較や他者からの視線

「蓋恥感情尺度」を28項目，4因子で決定した。
b）信頼性の検討

数で検討した結果，第1因子が．8195，第2因子が．7524，

がその生起に直接に関係しない。これは主観的研究で
「私恥」と分類される蓋恥感情に近く，「理想的自己像と

第3因子が．7572，第4因子が．7553であった。

現実自己像との食い違いから自己の劣等性に気づくもの

各因子を構成する項目の信頼性をクロンバックのα係

で，他者との比較から劣等性を自覚するものではない」
4．考 察
青年期の差恥感情が「劣等・失敗」，「性・異性」，「対
人緊張・困惑」，「自己内省」の4つの因子によって分類
されることが示唆された。

先行研究と比較すると，「劣等・失敗」羞恥感情が「否
定的な自己像が他者に露呈してしまう」場面で生起する

（井上，1977）のであり，同様に劣等性が関係すると考え
られる「劣等・失敗」羞恥感情とは生起の仕方が対照的で

ある。「自己内省」羞恥感情の存在は，青年期の若者は
外的な評価を意識するだけでなく，自らの行為を評価す
るための価値基準を内在化していることの現れと考えら
れる。

（成田，1993）点が主観的研究における「公恥」（井上
1977）と共通しており，これに近い分類であるといえる。
また，この蓋恥感情は客観的研究において，何らかの失
敗や思い違いなどにより生じる蓋恥感情とされる「かっ

こ悪さ」にも近い分類である。これらの「公恥」や「かっ
こ悪さ」といった分類は多くの先行研究でも見られるも

＝．研究 2
1．目 的

研究1で作成された「蓋恥感情尺度」を用いて，羞恥
感情と青年期心性（青年期危機）との関係を検討する。

のであり，本研究でも同様の結果がえられたということ

は，自分の劣等性や失敗が露見することが青年期におい
ても羞恥感情を規定する重要な要素であるということを
示しているといえるだろう。

性的な蓋恥感情は，先行研究によっては独立したもの

2．方 法
a）測定尺度

本研究では，青年期危機の程度を測定するために長尾
（1989）の青年期の自我発達上の危機状態尺度（A水準・

として現れない（あるいは「蓋恥」というカテゴリーに

B水準）（ECS；EgoDevelopmentalCrisisStateScale）

他の要素と共に一体化して現れる）分類であるが，本研
究では「性・異性」として現れた。青年期の若者が性や異

（以下ECSとする）を用いる。この尺度は，「危機」を
「児童期までとは異なった心理状態が生じる発達上の

性に関する刺激に対して他の蓋恥反応とは異なった反応

『転換期』という意味と，社会適応の観点から，不適応

を示すということと考えられる。これは青年期において

状態や精神医学的疾病に陥りやすい『危険別犬態』とい

特徴的な反応であるかもしれない。また，橋本（1980）

う2つの意味」で捉えている。その上で，「転換期」と

の研究では「性」と「異性」がそれぞれ独立したカテゴリー

しての青年期に特有のあらゆる心的葛藤が露呈しやすい

として現れているが，本研究ではそのような現れ方はし

状態（標準的な危機状態）の程度と，そのような状態に

なかった。これは，青年期では性的刺激と異性に関する

おいて，おもに自我の強度などの個人的要因によって不
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適応状態を呈する程度を，それぞれA水準とB水準に
よって測定する尺度である。このようにA水準によって

群とした上で，それぞれの群のECSのA水準とB水準

測定される「標準的な危枚状態」とB水準によって測定

感情尺度」の各下位尺度得点のHi群とLo群を独立変

される個人に特異的に現れる「不適応状態」をそれぞれ

数とし，ECSのA水準とB水準の得点をそれぞれ従属

分けて定義しているのは，「前者と後者の危機状態は因
果関係をもつものの，その個人の置かれた状況や自我の
強さによって，前者の危機状態にあっても後者の危機状
態に陥らない者もいる（長尾，1989）」と考えられるか
らである。このECSを構成している青年期危機観は，
下山（1998）が「思春期・青年期の心理的危機としては，

変数としたt検定を行った。

の得点を算出した（Table2とTable3）。そして，「差恥

1）「劣等・失敗」羞恥感情と青年期危機の関係

ECSのA水準の得点（t＝3．73，df＝185，P＜．001，両
側），B水準の得点（t＝3．21，df＝185，p＜．01，両側）
ともに2群間に有意差が認められた。「劣等・失敗」蓋
恥感情に敏感なほど心理的・精神的に不安定であり，ま
た不適応状態にある可能性も高いといえる。「劣等・失

子どもから大人への正常な移行過程で生じる標準的危機

と，病理の発現としての病理的危機の両面を考慮する必
要がある」と指摘していることと共通しており，ECS

敗」蓋恥感情は，おもに他人から劣等な評価を下される

により青年期に特有な心理状態のひとつの側面である青

であると考えられる。このように他人から劣ったものと

年期危機状態を捉えられるものと思われる。

して見られるということは外的な強い負の刺激であり，
それゆえに心理的な不安定と不適応という2つの側面に

（あるいはその可能性がある）ことによって生じる反応

b）調査の実施

調査は研究1と同時に同じ対象に対して行われた。研
究1で行った調査で用いた「青年期の意識に関するアン

おいて青年期危機の程度に関係するものと思われる。本
研究の対象である大学生は青年期の後期にあたるが，こ

ケート」の「質問Ⅱ」と「質問Ⅲ」として「青年期の自我

の時期は自己像や独自の価値観が安定してくる時期であ

発達上の危機状態尺度」のA水準とB水準をそれぞれ
割り当てて試行した。得点はオリジナル通りにA水準
を5件法（5＝全くその通りである，4＝どちらかとい
えばそうである，3＝どちらともいえない，2＝どちら
かといえばそうでない，1＝全くそうでない），B水準
を3件法（3＝はい，2＝わからない，1＝いいえ）と

り，失敗などをして劣等な評価を下されることにもそれ
なりの耐性を持つようになると考えられる。しかし，逆
にこの時期に他人から劣ったものとして見られることに

対し差恥という反応を示すことは，心理的安定と不適応
状態に関係する個人的要因となる可能性が考えられる。

した。

Table 2
蓋恥感情尺度の平均得点

3．結果と考察
研究1と同時に実施された調査において回収された20
3名分の質問紙のうち，記入洩れなどにより16名分を除
外した187名分の「蓋恥感情尺度」とECSの評定値を分
析に用いた。「羞恥感情尺度」の各下位尺度得点を算出
し，その平均以上と未満をそれぞれ「劣等・失敗」，「性・
異性」，「対人緊張・困惑」，「自己内省」のHi群とLo

対人緊張
・困惑

劣等・失敗 性・異性 ′リ＿ノ諾喜㌘ 自己内省

33．88

13．58

13．36

12．57

（5．26）

（3．63）

（3．48）

（3．03）

（）内は標準偏差 N＝187

Table 3
蓋恥感情尺度の各下位尺度得点のm・Lo群におけるECSのA・B水準得点の平均値と標準偏差
劣等・失敗
Hi

対人緊張・困惑

性・異性

Lo

Hi

Lo

Hi

Lo

自己内省

Hi

Lo

（n：107）（n＝80）（n＝101）（n＝86

A水準

B水準
（）内は標準偏差

84．51

77．56

83．73

78．79

86．17

77．85

（12．21）（13．12） （11．8）（13．99） （11．21）（13．27）

43．74

40．09

（7．8）（7．畠6）

43．15

41．03

（7．76）（7．93）

43．98

40．74

（7．87）（7．64）

82．35

80．67

（13．32）（12．75）

42．34

42

（8．15） （7．64）
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ECSのA水準で2群間に有意差が認められ（t＝2．53，

df＝1鋸，p＜．05，両側），B水準の2群間の差は有意傾
向（t＝1．84，df＝185，p＜．10）であった。「性・異性」
蓋恥感情に敏感なほど心理的・精神的に不安定であり，

不適応状態にある傾向が認められた。ある程度の年齢以
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であり，そのことが青年期の心理的安定（不安定）と適
応（不適応）の両面に影響しているのかもしれない。
また，他人の目が気になるのは青年期の特徴で，赤面

恐怖，視線恐怖などはこの時期に特徴的に見られる症状
であり，青年期が非常に他人の「目」が気になる時期で
あるということを示唆している。「対人緊張・困惑」蓋

上になると，程度の差こそあれ，「性・異性」に関する
刺激には何らかの恥ずかしさを感じるものである。これ

恥感情が心理的安定や不適応に影響を及ぼしているとい

は，性的なことが人に本来的に備わった属性であり，そ

れるということを示していると考えられる。

れが男女という形で誰に対しても「自」と「他」の違い

4）「自己内省」羞恥感情と青年期危機の関係

うことは，このような傾向が青年期においても強く見ら

ECSのA水準，B水準ともに2群間に有意差は認め

を強く感じさせるからではないだろうか。「自」と「他」
を意識し，その間にズレを感じることが差恥感情の基本

られなかった。「自己内省」蓋恥感情の程度の違いは，

的な意識のあり方であり（内沼，1977），「性・異性蓋恥

青年期における心理的な不安定さやその結果としての不

感情は人に基本的に見られる感情であるといえるだろう。

適応状態とは関係しないものと思われる。「自己内省」
蓋恥感情は自己省察することによって生じる点で，他の

とくに「自」と「他」に対する意識が高まる青年期にお

いては，「性・異性」蓋恥感情への敏感さが心理的な不
安定さとして現れるのではないだろうか。また一方で，

3つの蓋恥感情と異なる。つまり，他の3つの蓋恥感情
はおもに外からの何らかの刺激を契機として生じるが，

性的な刺激に恥ずかしいという反応をしやすいほど神経

「自己内省」蓋恥感情は特に外からの刺激を受けること

症やひきこもりといった不適応状態にある傾向が示され

なく生じる点で，精神内界における葛藤であるといえる。

た。性的な刺激に蓋恥感情を抱くことはある程度当然の
ことであり，そのような反応が社会的にも受け入れられ
やすいということが，「性・異性」差恥感情が心理的不

「自己内省」蓋恥感情が青年期危機の程度に影響を与え

ないという結果は，「青年期の自我発達上の危機状態に
陥り，不適応状態を示す青年にとっては精神内界におけ

安定さの程度とは明確に関係している一方で，不適応状

る葛藤よりも……ライフイベントが大きく影響を及ぼし

態の程度とは関係する傾向があるという現れ方として違

ている」という長尾（1999）の指摘と一致する。

いが出たのではないだろうか。また，大学生が属する青
年期後期は，身体的な発達はほぼ安定した状態に入って

lV．総合考察

おり，身体的「性」の受け容れも安定しつつあり，異性
との関係もそれまでに比べ安定したものになる時期であ

1．「蓋恥感情尺度」の国子分析による蓋恥感情の分類に

るであると考えられる。このような身体的な安定も，

ついて

「性・異性」蓋恥感情が心理的不安定とは関係しても不

全体的に先行研究と共通する部分が多く見られる結果

適応とはその関係性が明確に現れなかった理由のひとつ

となった。特に主観的研究における分類である「公恥」

ではないだろうか。

「羞恥」「私恥」のそれぞれに相応する「失敗・劣等」

3）「対人緊張・困惑」羞恥感情と青年期危機の関係

「対人緊張・困惑」「自己内省」という分類が現れた点が

ECSのA水準（t＝4．561，df＝185，P＜．001，両側），
B水準（t＝2．839，df＝185，p＜．01，両側）ともに2群

共通していた。主観的に論じられてきた蓋恥感情の分類
が本研究で確認される結果となった。また，「性・異性」

間に有意差が認められた。「対人緊張・困惑」墓恥感情を
感じやすい者ほど，青年期において心理的・精神的に不
安定であり，不適応状態にある可能性も高いといえる。
「対人緊張・困惑」蓋恥感情は，他人の目が意識されると
いう点で「劣等・失敗」と共通するが，その生起におい

というカテゴリーが分類された点が本研究の特徴ではな

いだろうか。青年期においで性的な刺激に対する反応と
しての蓋恥感情が他の蓋恥感情と違った性質をもつこと

の現れであろう。先行研究において「他人の目に晒され
る（可能性がある）ことによって生じる蓋恥感情」と分

てとくに何らかの（劣等な）評価を下されることは前提と

類される「注視」は，本研究では単独の蓋恥感情として

ならない。それゆえに「劣等・失敗」よりも「目」とい
う要因がより強く影響すると考えられる。つまり「対人
緊張・困惑」羞恥感情は，おもに他人から見られること
によって生じる。これは，鐘（1996）の言う，特定の行動

は現れず，「劣等・失敗」蓋恥感情と「対人緊張・困惑」
蓋恥感情に取り込まれるかたちで現れた。青年期におけ
る羞恥感情にとって他人に見られるということがひとつ

とは関係なく自己が剥き出しになって自己全体を晒す体

の基礎的な要素であると考えられる。一方で，「自己内
省」蓋恥感情は他人の視線や評価によってではなく，内

験による，蓋恥の基本的な形態である。このように，村

省することにより自らの行いを恥じることによる蓋恥感

人場面での蓋恥感情は蓋恥の本質的な性質を備えたもの

情であり，青年期の若者が社会的・道徳的な価値観・基
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準を十分に内在化していることの表れではないだろうか。

2．蓋恥感情と青年期危機との関係について
「劣等・失敗」羞恥感情と「対人緊張・困惑」墓恥感

情という，他人の視線や評価が関係する刺激に対する蓋
恥感情を示すということが，青年期において特徴的に見
られる心理的な不安定と不適応の程度と関係することが

示唆された。「自」と「他」を違うものとして強く意識
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