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日本における父娘関係研究の展望

一陣にとっての父親一

か 日 由 美

THE　FArHER－DAUGHTER　RELArIONSHIPS　IN　JAPAN

　　　－The　meaning　of　fathers　to　their　daughters一

YUMI　KASUGA

　　The　purpose　of　this　study　is　to　provide　an　overview　on　the　relationships　between

daughters　and　their　fathers　in　Japan．

　　The　main　contents　are　as　follows：

　　（1）The　father－daughter　interaction　is　significantly　important　to　daughters．　The　father－

　　　　daughter　relationships　have　great　impacts　to　daughters丘om　the　aspect　of　their

　　　　personal　development　and　their　fathers’af8ection　to　them，which　is　their　psycho－

　　　　logical　supPort．

　　（2）In　Japan　fathers　are　tenderly　a舐ectionate　for　their　daughters．　The　af£ection　is

　　　　like　mothers’，but　it　is　more　distant　than　mothers’．　The　af〔bction　is　like“eyes　watch－

　　　　ing　ffom　distance”．

　　（3）Daughters’father－image　is　partly　influenced　by　their　parents’relationships　and

　　　　their　mothers’behavior　to　their　fathers．　Fathers　as“1）α漉。肋わα8痂rα”（central

　　persons　in　their　families）make　fathers’attraction　for　their　daughters　higher．

Key　words：father－daughter　relationship，　fathers’affection，　parents’relationship，

　　　　　Dα漉。勧δαsんlrα

　本論文では，これまでの発達心理学・臨床心理学における研究や指摘などを振り返り，日本

における父娘関係を考察するものである。主な内容は次のとおりである。（1）父娘関係は娘に

とって2つの側面から重要であると考えられる。その1つは娘の人格形成の種々の側面への影

響である。そしてもう1つは父親から娘への愛情面であり，それは娘にとって重要な心理的支

えになると考えられる。（2）日本では父親も娘も，父親は娘にとって「やさしい」存在であると

捉えている。またそのような日本における父親の「やさしさ」を，子ども達は「母親的やさし

さ」であると感じている。けれども父親から娘への愛情は，母親から娘への愛情よりも距離を

保った，「見守る眼」のようなものである。（3）娘の持つ父親イメージは，彼女達の両親の夫婦

関係に影響を受ける部分がある。また家庭における父親が「大黒柱」としてイメージされるこ

とが，娘にとっての父親の魅力を高めていた。

　近年，親の子に及ぼす影響を考える中で，父

子関係についても注目され研究されるように

なってきた。しかし父子関係の重要性は母子関

係に比べ，まだ十分に検討されているとは言い

難い。そしてこれまでの親子関係，特に女子・

女性に及ぼす親の影響については，父子関係よ
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りも，同性の親である母親の重要性が研究され

てきた。菅（1984）は父娘関係について，「社会

一般の風潮として，父と娘の結びつきが強く，

それが美徳として宣伝されてきたため，」「とに

かく，父親にとって娘とは『目に入れてもいた

くないほどかわいいもの』というのが，社会通

念となっている」と指摘している。そしてこれ

までは菅が述べるような社会通念のために，あ

らためて父娘関係について問い直す意味が，母

娘関係よりは重視されなかったのかもしれな

い○

　しかし父娘関係が美徳として語られてきた一

方で，菅（1984）は，父親にとって娘は目に入

れてもいたくないほどかわいいもの，という社

会通念の「将外に置かれた娘は，まさに市民権

のない，肩身の狭い存在として自分をネガティ

ブなものと感じざるを得なくなるのではないだ

ろうか」と述べている。また実際に父親が厳し

い，あるいは恐いと言う女子・女性の話を聞く

と，自分にそのような経験がない者には想像す

るのが困難ではないかと思うほど，彼女たちの

父親に対する「厳しい」「恐い」という感情は，

強烈なものである。つまり父娘関係と言っても

当然様々な父親がおり，様々な父娘関係がある

はずである。そして母娘関係に比べれば数は少

ないが，父娘関係の重要性を指摘する研究もい

くつかの側面から試みられ，興味深い報告がな

されている。

　これらのことから一度父娘関係についてこれ

までの研究や指摘を振り返り，心理学，特に発

達心理学や臨床心理学の中での父娘関係の意味

を考えてみたい。そして本論文では特に日本に

おけるこれまでの研究や指摘を取り上げること

とする。これは発達心理学や臨床心理学に役立

つ視点を見出すためには，一度「日本という風

土の中の父親や父娘関係」について詳しく振り

返ることが有益であると考えるからであるω。

　また本論文ではこれまでの研．究などの中から

特に父娘関係に注目して考察するが（2），論文中

に挙げた研究などの中で父子関係のみに限って

検討したり述べたりしたものは4分の1程度で

あり，その他は母親も含めた親子関係について

研究・考察したものである。そして今回はそれ

らを元に，父娘関係に関する結果・考察を取り

上げ検討する。これは母子関係に比べ，これま

でその影に隠れがちであった父子関係，特に父

娘関係について光をあてるためである。

1．女子・女性への父娘関係の影響

　まず1では，女子・女性への父娘関係の影響

を，女子・女性の女性らしさ，自我同一性，男

性性，男らしさ，Self－Esteem，性行動・性非行

という点から検討していくこととする。

1．女子・女性の女性らしさ

　女子・女性の女性性・性役割・性同一性の獲

得について，父親の重要性を指摘するものは多

い（西沢ら，1995など）。

　例えば馬場（1984）は，娘の女らしさの発達

には母親よりむしろ父親の方が重要な役割を果

たすとし，小川（1985）は「心の中で常に父親

を意識し，父親との内的対話を繰り返すこと

で，父親という人が自分に何を期待しているか

を敏感に察知しようとして女性独特の感受性を

ω日本における研究の多くは，元々海外での研究を踏まえた形で発展しており，日本においての，日本人を対

象とした研究であっても，その視点は海外での研究の視点の影響を受けていることは否定できない。

②本論文中で「父親」を検討する際，実証的研究や事例研究や臨床経験から指摘された「父親」を，同じ「父

親」として検討している。しかしこのような「父親」について述べる際に，「現実の父親」「娘の心の中にある，

イメージとしての父親」「個々の父親を越えた，象徴としての父親像」という父親が考えられる。それら父親の

本論文での関係について，筆者は，実証研究における父親は，大谷ら（1992）や深谷ら（1990）のように被験

者が父親である場合以外は，被験者が娘である場合は，「娘の心の中にある，イメージとしての父親」と考える。

そして被験者が父親である場合は，「父親のイメージとしての自分自身」と考える。また事例研究や臨床経験か

ら指摘された父親は，それが娘との関係において考察されたものであり，「娘の心の中にある，イメージとして

の父親」と考える。そして「イメージとしての父親」であれ「現実の父親」であれ，それを述べる際には，話

し手の内にある「個々の父親を越えた，象徴としての父親」が，背後から少なからず影響を及ぼしているだろう。
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発達させる」と述べている。同様に宗内（1989）

も，女子は父親（男）の立場から自分（女）を

見ることによって女性役割を学ぶと指摘してい

る。

　また戸田ら（1987）は，父母とよい関係を持

つ女子青年ほど女性役割を受容し，特に父また

は母のいずれか一方だけを受け入れる者の中で

は，父とよい関係を持つ者の方が健常なプロ

フィールであることを報告している。同様に松

本ら（1985）は女子大学生を対象に世づけ面接

法と投影法を行い，女子の性同一性に葛藤があ

る者は父親がnegativeな存在であることを指摘

している。そして伊藤（1988）は，父親から保

護されるイメージが，女性が女性らしさを発展

させ，性同一性を獲得するのに重要な条件であ

ると述べている。

　これらのことから考えて，まず父娘関係が良

好であること，そして娘が父親から保護されて

いると感じることが，女子・女性が自分の女性

という性を受け入れることを促進させるようで

ある。そしてそれらを前提条件とした，父・娘

どちらか一方方向からではなく，父から娘へ，

あるいは娘から父へという父と娘の相互の関

係，あるいは娘の心の中での父親との内的対話

が，女子・女性の性役割・性同一性に影響を及

ぼすと考えられる。

　しかし父娘関係が娘の性役割や性同一性に影

響を及ぼすと言っても，それは父親が娘に対し

「女性らしさ」や「女性である」ことを現実的に

強いているということではなく，父娘の相互作

用が，結果的に娘の性役割や性同一性の獲得を

促すと言う方が適切ではないかと思われる。

　例えば，猪野ら（1985）の中学生とその父親

を対象とした研究によると，父親は娘を女らし

く育てることよりも，息子を男らしく育てるこ

とに力を注いでおり，父親は息子に対するより

も，過剰に娘に女性らしさを強いてはいない。

また小野寺（1984）は女子大学生を対象に調査

を行い，父親は娘の目を外界へ開かせる重要な

役割を持つが，その際に，父親が女子には社会

のことについて語っても無駄だという態度を示

すか，それとも男女の差別なく（個人として）真

剣に話す態度をとるかが，娘の性役割観を大き

く左右することを述べている。

　以上のことから，父親が娘を女性である前に

個人として肯定するとき，女子・女性が自己の

性を受け入れることが容易になると思われる。

また先述した様に，父親から保護iされているイ

メージが，娘の自己の性への自信となり，その

ことが女子・女性の女性らしさの獲得を促進さ

せると考えられる。そしてそれらを基盤とした

父と娘の相互の関係あるいは娘の中での父親と

の内的対話が，女子・女性の性役割・性同一性

に影響を及ぼすのである。

2．女子の自我同一性・男性性

　次に女子の男性性や自我同一性の獲得と，父

娘関係との関連を見ることにする。佐藤ら

（1996）は女子青年において自我同一性尺度の

得点が高い者ほど女性性だけでなく，男性性の

ポジティブな面を持つことを示し，高橋（1988）

も同様のことを報告している。この佐藤ら

（1996）の研究における男性性とは，「自己主張

できる，意志の強い，頼りがいのある」などの

積極的な態度のことである。また宗内（1989）

は，女子は父親と同一視することによって男性

役割を学ぶと述べ，古澤（1968）は中・高校生

の女子において，母親よりもむしろ父親との同

一視が自我同一性の形成に寄与することを示し

ている。そして辻井ら（1992）は非行少年を対

象とした研究から，女子では特に父親からの愛

情供給・援助にまつわる葛藤が，自我同一性形

成の阻害要因となっていると述べている。

　これらのことから，次の2つのことが考えら

れる。一つは自我同一性や従来男性性や男性役

割と言われてきた積極的な態度は，父親と同一

視することで獲得されるということである。そ

してもう一つは女子の自我同一性形成の過程に

は，父親からの愛情供給・援助が重要な役割を

果たしているのではないかということである。

3．女子・女性の中の男性らしさ

　ところで小川（1985）が「エディプス期にお

いて父親を『愛情対象』として選択できなかっ
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だとすると，愛情の『対象』はいつまでも母親

であり，必然的に男の子と同じ心理力動を有す

ることになり，男性的な特質を身につけること

になる。…彼女らは，…虚構の自己像の崩壊に

怯え，常に男性反抗を繰り返さねばならない。

女としての『性』を受容できないでいる男まさ

りの突っぱった女性たちには，共通してこの種

の脆さが認められるのである。」と述べている

が，良好な父娘関係から娘が獲得する前述した

「男性的なものと言われてきたもの」とは，小川

がここで指摘しているような女性性を排除した

男性的なものとは考えにくい。そしてこれまで

の研究などから考えると，女子・女性が良好な

父娘関係から身につける男性らしさとは，2つ

の男性らしさがあるのではないかと思われる。

　その1つは，宗内（1989）の「女子は父親（男）

の立場から自分（女）を見ることによって女性

役割を学ぶ」という指摘にあるような，娘が「父

親の立場」を心の中に持つという，ユングのア

ニムスとも考えられる娘の中の男性の視点であ

る。河合（1977）が「アニムスにとりつかれる

のでもなく，アニムスを誰かに投影するのでも

なく，アニムスを自分の心のなかに存在するも

のとして，それと対話をつづけることによっ

て，女性の自己実現がなされる」と述べている

ように，女子・女性は父親との内的対話を繰り

返すことで自身の中に男性の視点を作り，そし

てこの視点で自分を見ることにより，自分とい

う女性がどのように振る舞うべきかを考えるの

ではないだろうか。つまりこの男性らしさと

は，「女性の中の男性の視点」である。

　またもう！つの男性らしさとは，佐藤ら（1996）

の研究にあるような，「自己主張できる，意志の

強い，頼りがいのある」などの積極的な態度の

ことである。しかしこれらは男性にとって重要

というよりも，従来は男性性と言われてきたが

男女共に必要と考えられる積極的な態度とも言

うべきものである。そして女子・女性は父親と

同一視することにより，このような男性らしさ

と言われる性質を身につけると思われる。そし

てこの男性らしさとは，女性の，従来男性らし

さと言われてきた性質であり，つまり女性自身

の特性として現われる，従来男性らしさと言わ

れてきた積極的な態度のことである。

4．女子のSelf－Bsteem

　これまで子どものSelf－Esteem（以下SE）と親

の養育態度・親子関係との関連を報告した研究

は多くなされている。蘭ら（1980）は，15～16

歳の学生を対象にした研究で，両親が子供の要

求を十分に受け入れ，子どもに注意・関心を持

つことがSEの先行条件であることを示唆し，斎

藤ら（1986）の研究では，子どもが両親に対し

てよいイメージを持つほど，子どもは高いSEを

持つことが示されている。

　また父親と母親での子どものSEに及ぼす影

響の違いを指摘した研究もいくつかある（石

川，1985など）。例えば田辺（1980）は，小学

4，6年生を対象に，子どものSEと，父親への

同一視・父親に対する親和性との関係を検討

し，女子では男子と異なり，父親が好ましい属

性を持つと認知するほど女子のSEが高いこと

を示した。そして石川（1981）は女子高校生を

対象に子のSEと親の養育態度・親自身のSEと

の関連を分析し，母親と異なり，父親自身のSE

よりも父親の養育態度そのものの方が女子のSE

と関連し，父親の統制性は負に，娘への自律性

尊重と情緒的支持は正に関連していた。高木ら

（1988）の大学生を対象とした研究では，子ども

のSEに対する両親の影響が示され，女子では父

母とも心理的圧迫が少ないほどSEは高くなっ

ており，特に父親からの精神的独立性が高い時

に女子のSEが高くなっていた。また徳田（1981）

は高校生を対象に親子関係と子どものSBとの

関連を検討し，男女とも異性の親からの同一化

傾向（親が子と一体感を持ち，親の延長線上に

子どもを自分の分身として考える傾向）が強い

ほど子のSEが低くなっており，つまり女子では

父親からの同一化傾向が強いほど，SEが低く

なっていた。

　このように，女子と男子では両親の影響の仕

方が異なること，父親と母親では子どもに対す

る影響の仕方が異なることが指摘されている。

そして特に父娘関係と女子のSEとの関連を見
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ると，娘が父親に対して良いイメージを持つほ

ど，父親からの情緒的支持を感じるほど，娘の

SEは高くなっている。また父親の統制や心理的

圧迫，父親からの同一化傾向は娘のSEの低さと

関連を持っている。そして娘が自分は父親とは

精神的に独立の存在であると感じているほど娘

のSEは高くなっており，娘が父親から自律性を

尊重されていることも娘のSEを高めるようで

ある。

　以上から，娘が父親に対し良いイメージを

持っており，娘は自分のことを，父親から精神

的に独立した存在であり，父親から自律性も尊

重されていると感じているが，一方で父親から

の情緒的な支持を感じている，つまり父親は自

分を応援し味方していると感じているほど，娘

のSEは高くなるようである。そしてこの場合の

父親の態度は，娘の自律性を尊重し，娘から距

離を保っているが，見守る眼は向けているのだ

ということを伝えている，というものであろう。

5．愛情・人格形成

　これまで見てきたように，父娘関係は女子・

女性の様々な側面に重要な役割を果たすと考え

られるが，筆者はこれまでの研究や指摘などか

ら，女子・女性に対する父娘関係を2つの側面

から捉えることができるのではないかと考えて

いる。

　その1つは父から娘への愛情という側面であ

る。猪野ら（1995）は，男子より女子の方が父

親の愛情表出を高く評価すると報告し，辻井ら

（1992）は，女子では特に父親からの愛情供給・

援助にまつわる葛藤が，自我同一性形成の阻害

要因となることを指摘している。そして先述し

たように，父親からの情緒的支持は娘のSelf－

Esteem（以下SE）を高めると考えられるが，筆

者（1999）は，女子青年のSE・自己受容と父娘

関係との関連を検討し，その結果，父親からの

溺愛ともいうべき愛情を感じるほど娘のSE・自

己受容は高くなっていた。

　また筆者（1998）は成人女性に対し，女性の

持つ父親像とその女性の持つ恋愛観・性意識と

の関連を調査研究したが，父親が家族や娘に対

し愛情を持って接しているほど，娘は性行為を

愛情を伴うべきものと考え，性に対し慎重で自

律的な態度を持っていた。そして以前から女子

の性非行の原因としては，一般に家庭での愛野

不足，特に父親からの愛情不足が指摘されてい

るが，性的非行を行った女子たちは「こんな自

分はいやだ」「私なんてどうなってもいい」など

自己否定的な発言をしており（伊藤，1988，大

場，1993），江幡（1986）は「愛された，愛され

ているという実感の乏しさ」が問題であると述

べている。つまりこのような性非行の女子は，

親，特に父親からの愛情を十分に感じられず，

自分は愛されていない，自分は価値の低いもの

だと思い込み，それを補償するように性非行へ

向かうと考えられる。

　以上のように，女子・女性は男子・男性より

も父親の愛情を敏感に感じ，父親からの愛情は

女子・女性の自我同一性・SEなど様々なものと

関連を持っている。つまり女子・女性にとって

父親から愛されているという確信は，その存在

を支えるものとして重要な役割を果たしている

のである。そして逆に女子・女性が父親からの

愛情を十分に感じられない時，彼女たちは自己

の存在に対して否定的な感情を抱くことが考え

られる。

　また父娘関係が女子・女性に影響を及ぼすも

う1つの重要な側面として，女子・女性の人格

形成への父親の果たす役割がある。先に見てき

たように，娘の人格形成について父親は，自我

同一性・女性らしさ・男性性・SEなど様々な面

で影響することが指摘されている。例えば古澤

（1968）が女子では母親よりもむしろ父親との

同一視が自我同一性の形成に寄与することを指

摘したり，先述した様に，女子・女性は父親と

の内的対話を繰り返すことで自身の中に男性の

視点ともいうべきものを作り，父親と同一視す

ることで従来男性性と言われてきた積極的な性

質を取り入れるなどである。

　しかし愛情という側面と人格形成への影響と

いう側面は切り離すことが出来るものではな

く，密接に絡み合って娘に影響を及ぼすもので

ある。父親からの愛情は女子・女性が自己の存
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在に対して肯定的な感情を持つための基盤とな

り，それを支えとして女子・女性は父親との関

係の中で自己を形成していくと考えられる。

6。女子の性行動・性非行

　これまで女性らしさ・自我同一性・男性性・

男らしさ・Self－Esteemなどの概念において，父

娘関係が女子・女性の人格形成に対し重要な役

割を果たしていることを見てきた。そしてそれ

らの概念を実際の女子・女性の行動の中で考え

る一例として，以下に女子の性行動・性非行を

挙げてみたい。

　女子の性行動の進行と家庭環境との関連は以

前から指摘されている（間宮，1976，伊藤，1985，

内由，1988）。そして女子の性非行は，先述した

ように親子関係の愛情不足を代償する行為であ

ると言われているが（内山，1986，松本，1986，

松本，1988，清水，1988，小野，1990，下山，

1996），女子の非行，特に性非行については父親

との関係を指摘するものが多い。

　例えば宗内（1989）は，家庭裁判所での非行

臨床体験から，女子非行ではそのほとんどにネ

ガティブな父子関係が見られ，父子関係が良け

れば，母子関係が悪くても非行は防げるが，父

子関係が悪ければ，母子関係が良くても非行を

防ぐのは容易ではないと述べている。同様に松

本（1988）は非行女子の家庭環境についての調

査を行い，母i親はよく話を聞いてくれるという

者が8割弱なのに対し，父親は説教ばかりした

り暴力を振るうという者が8割を占めると報告

している。また中島ら（1992）は，非行群と一

般群を比較した研究で，女子非行では父親から

の情緒的・社会的サポートの不足が顕著で，健

全な自我発達に支障を来していると指摘してい

る。そして女子の性非行については一般に，親，

特に父親の愛情不足を補う代償行為であり，少

女たちは異性の示すやさしさを求めていると言

われている。

　「現実の父親からの愛情を十分に感じられな

かったために，異性（男性）の示すやさしさを

求めて性非行に走る」という考えは分かりやす

いものである。しかし鈴木（1994）が非行女子

の内面での事柄について，「親に甘えられず，寂

しい思いをしており，そのために一人でいるこ

とに耐える自我が育っていない。また，親と基

本的な愛情関係が結べていないために人と信頼

関係が形成できない。…内心自信がなく，強い

喰うつ感があって，…少しのつまずきや障害で

すぐなげやりになりやすい。」と述べているよ

うに，そのような女子・女性の内面での事柄は，

もう少し複雑であろう。

　先に述べたように女子・女性にとって父親の

愛情は，自己の存在を支える基盤になると考え

られる。そして伊藤（1988）の事例にあるよう

に，このような女子からは「何をやっても満ち

足りた感じがしない」「こんな自分は厭だ」など

の言葉が発せられることが多い。このように非

行少女たちは，自己の存在を支えるはずの父親

の愛情を感じられず，自己に対する評価（Self－

Esteem）も低くなっていると考えられる。

　また先述したように，父娘関係は女子・女性

の自我同一性，女性らしさ，男性性と言われて

きた積極的な態度，Self－Esteemなどの人格形成

に対し，重要な役割を果たすと思われる。そし

て女子の性非行では，不適切な父娘関係が指摘

されていることから，これらの女子は父娘関係

の不適切さから，人格形成が不十分なままに

なっていることが推測される。つまり鈴木

（1994）の指摘にあるような，これらの少女たち

の自我の未熟さ，自信のなさ，抑うつ感，不信

感，耐性のなさなどは，ある部分，父娘関係の

不適切さをその背景に持つのではないだろう
か。

　女子・女性は，「個人（私）としての自分」と

「女性としての自分」という二つの面において

同一性を確立し，それらを統合する必要がある

と言われる（加茂ら，1996）。そして先に，「父

親が娘を女性である前に個人として肯定すると

き，女子・女性が自己の性を受け入れることが

容易になる」，「父親から保護されているイメー

ジが，娘の自己の性への自信となる」ことを述

べた。父親からの愛情を感じている女子・女性

は，父親から「個人としての私」や「女性とし

ての私」を認められ，同時に大切にされている
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と感じているだろう。逆に多くの性非行の少女

のように，父親からの愛情を感じられない場

合，父親から十分に個人としての「私」や女性

としての「私」を認められていないと感じるだ

ろう。そして異性と性的関係を持つ理由の一つ

として，性非行によって，男性に（例え身体と

いう一面を，一時的にではあっても）大切にさ

れることで，女性としての自分と同時に，個人

としての自分までも認められたように錯覚する

ことが考えられる。

　このように女子・女性の性非行・性的行動は

結果的に表面に出てきたものに過ぎず，その背

後には父娘関係の不適切さからの，自我の未熟

さ，自己評価の低さ，不信感，抑うつ感などが

推測される。そしてそれらを自分だけでは抱え

きれずに，それらを補償するため，このような

女子は異性との性的関係に頼るようになるので

はないだろうか。

　そして異性との性的関係による身体的な接触

は，それが一時的なものであれ，非常に強い親

密感をもたらす（下山，1996）ことから，身体

的・物理的接触によって一時的にさびしさ・空

虚感を埋めているという側面ももちろん大きい

だろう。

H．日本における父娘関係

　次に，これまでの研究や臨床からの指摘を振

り返り，父娘関係や親の夫婦関係から，日本に

おける父娘関係や娘の持つ父親像について検討

することにする

1．父娘関係から見る，娘にとっての父親

　　一見守る父一

　まず，日本での娘に対する父親とはどのよう

な存在なのかについて考えていきたい。

（1）厳しさ・恐さ

　中島ら（1992）は男女非行少年の研究から，女

子では男子より父親から援助を受けているとい

う感覚が希薄であることを報告し，辻井ら

（1992）は，非行男女少年群と健常群（中・高校

生）の比較調査から，女子非行群は健常群より

も両親の放任の度合いが低く，侵入的で不安定

なものであることを指摘している。また神谷ら

（1995）の研究では，女子青年において父娘関係

が険悪であるほど，娘は父親を頑固と考えてい

た。そして佐藤（1998）は父親が「事例報告の

中で問題になるときには，あまりにもその存在

感がないか，逆にまったくの子どものように振

る舞うかの二つのパターンに分かれるように思

われる」と述べている。

　これらのことから娘にとって父親がマイナス

になる場合として，娘にとってその存在感がな

い場合と，逆に過干渉である場合や頑固である

場合が考えられる。つまり，娘にとってあまり

にも「存在感のない」父親や，逆に娘に対し「侵

入的・過干渉」であるような距離の取れない父

親や，あるいは娘の意見を受け入れなかった

り，子どものように自分の意見を通そうとする

「頑固」な父親は，娘にとってプラスの影響を及

ぼさないと考えられる。

　西洋における父親は「厳しさ」を持ち，「物事

を分割・分離」すると言われる。そしてそれは

父親の精神的な強さとしての「厳しさ」であろ

う。一方で佐藤（1998）が臨床経験から，摂食

障害の事例においては「アルコールの問題を

もったり，暴力的であったり」する父親が，「『恐

い父』と評されることも多いのだが，それは西

洋的な意味での父性による切り捨てる恐さでは

なく，大占に飲み込まれた（母の息子としての，

子どもつぽい）無軌道さ」（括弧内筆者加筆）で

あると述べているように，日本における父親の

「恐さ・厳しさ」とは，表面的な幼い「恐さ・厳

しさ」のように思われる。つまり同じ父親の「恐

さ・厳しさ」を述べてはいても，西洋的な父親

の「厳しさ」とは，父親の精神的な強さであり，

日本での父娘関係の事例において，娘が口にす

る父親の「厳しさ・恐さ」とは，精神的な弱さ

の裏返しとしての「厳しさ・恐さ」，あるいは父

親になりきれていない，理性的でない無軌道さ

のように思われる。

（2）やさしさ

　大谷ら（1992）の小・中学生とその父親を対

象とした調査では，父親は自分のことを，子ど

もが男の子である時は「こわい」と思われてい
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ると感じていたが，女の子である時は「やさし

い」と思われていると感じていた。また同調査

で子ども自身においても，男子よりも女子の方

が父親のことを「やさしい」と評価していた。同

様に石川（1985）の研究でも，大学生男子の持

つ父親イメージの第一位が「頼もしい」だった

のに対し，女子では「やさしい」が第一位となっ

ている。また深谷（1990）は！979年に総務庁の

行った国際比較調査の結果を引用しているが，

それによると母親が父親より厳しいと子どもか

ら評価された国は日本，タイであり，逆に父親

の方が厳しいと評価された国はアメリカ，イギ

リス，フランス，韓国であった。

　また深谷（1990）は深谷ら（！990）の！987年

に行った調査結果を引用し，そこでは昔の父親

（現代の父親の中の父親像）の持つ性質として，

第一位に「リーダー性」が挙げられているが，現

代の父親（父親の自己評価）は自己の父親とし

ての性質として第一位に「母親的あたたかさ」

を挙げており，また現代の高校生の中にある父

親像は「り一ダー性」「母親的あたたかさ」の両

方を備えたものであると述べている。そして河

合（1982）は，日本における昔話を元に日本で

の父娘を考える中で，「母親の否定的な面が強

すぎるとき，父親はむしろそれを補償する母性

的を愛によって，娘の幸福を願っているように

も思われる」と述べている。

（3）日本の父娘関係での厳しさ・やさしさ

　以上のことから，日本における娘から見た父

親の「厳しさ・やさしさ（愛情）」について考え

ていくことにする。まず，「厳しさ」であるが，

父親の「厳しさ」は特に西洋などでは父親の特

性の一つとして捉えられている。しかし上に挙

げた調査から考えて，日本では，特に女子に対

して父親とは，自他共に認める「やさしい」も

のである。逆に非行女子の調査から見えるよう

に，父親の「侵入的・過干渉」や「頑固」さな

ど，娘に強く迫る態度，あるいは娘がそう感じ

ることは，娘にとってプラスにはなっていない

ようである。同様に父親の統制や心理的圧迫は

娘のSelf－Bsteemの低さと関連があり，父親の

「統制・心理的圧迫」など娘に強く迫る態度も，

娘にとってよい影響を持つとは考えにくい。

　このように父親の「やさしさ」が当たり前で

ある日本の父娘関係の中で，娘の口から「厳し

さ」や「恐さ」が出てくる場合，先述した様に

西洋的な父親の一般的な特性としての父親自身

の精神的な「厳しさ」とは分けて考えるべきで

あろう。そして先に見てきたように，女子に

とって父親の「愛情」という側面は娘にとって

その存在を支える重要なものであり，逆に父親

の「侵入的・統制・心理的圧迫・頑固」などは

娘にとって自身の存在を不安に感じさせるもの

と考えられる。そして例え父の心の中では娘へ

の愛情があったとしても，現実的に厳しい・恐

い父親の態度からは，娘が「父親から娘への」愛

情を感じることは困難なのかもしれない。そし

て娘はその父親の「厳しさ・恐さ」を，「受け入

れがたいもの」，あるいは自分が「父親から受

け入れられていない，信頼されていないため」

であると感じるのではないだろうか。

（4）父親の母性的な愛情

　それでは日本の娘への父親の特徴である，父

親から娘への「愛情・やさしさ」とはどのよう

なものだろうか。

　日本では父親は娘に対して距離を保った存在

のようである。例えば猪野ら（1995）の行った

調査では，大学生男子よりも女子の方が父親の

ことを「幸せを考えてくれる人」と評価し，調

査結果から猪野らは，「父親とは男子には直接

影響与える人であり，女子には商接的に影響与

える人である」と考察している。また林（1990）

は日本における父性のイメージは「自らは何も

言わず何もしないが権威を持っており，高いと

ころがらじっと見守っている」と述べている。

そして河合（1982）は，アジア（パキスタン）に

おける昔話の中の父娘関係について「ここに語

られている神は，父なる神であるにしても，西

洋における父一息子の軸上に立つ父なる神では

なく，あくまで，娘を主人公としてその背後に

存在す為父である」（傍点筆者）と述べている。

また日本において娘が感じることのできる父親

からの愛情を，先述した深谷ら（1990）や河合

（1982）は「母親的な愛情・やさしさ」と表現し
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ている。つまり日本での娘から見た父親の「や

さしさ」とは，母親的なあたたかさを持った，娘

から距離を取った，見守るような「やさしさ」で

はないだろうか。

　石川（1985）の大学生を対象とした調査では，

女子学生で父親を男性として意識したことがあ

るものは全体の6．7％で，ないと答えた者は

82．9％であった。また同調査で，父親のような

人と結婚したいと思うかという質問に対して，

はいと答えたのは全体の17．1％（いいえと答え

たのは41．0％，どちらでもないと答えたのは

41．9％）であった。意識レベルではあるが，日

本における娘の中での父親とは，男性という

「異性」を強烈に意識させるものではないのか

もしれない。

　このように，河合が述べたり，深谷らの調査

にあるように，日本での父親の娘に対して持つ

やさしさとは「父性・男性」を強く意識させる

ものと言うより，「母性・母親的」なやさしさな

のかもしれない。そしてそれはあくまでも「間

接的」なものであり，「背後に存在する」もので

あり，娘から適度な距離を取った「見守る眼」の

ようなものである。

（5）見守る眼

　しかしもちろん，「見守る」「やさしさ」と言っ

ても，それは父親が娘に対して関わりを持たな

い，つまり「放任」であったり「存在感のない」

父親とも異なるものであるはずである。

　岩渓（1993）は女子大学生を対象に興味深い

調査を行っているが，この研究は父親から娘へ

の方向性を持つ情緒的結びつきと，娘から父親

への方向性を持つ情緒的結びつきという二方向

の情緒的結びつきについて考察している。その

調査の結果，現実の父親が娘の持つ理想の父親

像と一致しているほど，あるいは娘自身の自己

理想像と現実の父親が一致しているほど，娘は

特に「父親から娘へ」の方向性を持つ情緒的結

びつきを強く感じていた。これは娘が，「自分の

父親は，父親として理想的である」と感じてい

るとき，あるいは「娘が，自分の父親が持つよ

うな性質を，自分も持ちたい」，つまり「娘が，

自分の父親は自分自身が人間としても目標とす

るような人間である」と感じているとき，娘は

父親から自分への方向性を持つ情緒的結びつき

を感じているということである。この「父親か

ら娘への方向性を持つ情緒的結びつき」とは，

「父のことを思うと，心の休まる思いがする」

「つらいときや悲しいときに，父のことが頭に

浮かぶ」「心細いときでも，父がいてくれると心

強い」「父は，私のことをよく理解してくれてい

る」「父は，自分のために，いろいろと気を配っ

てくれている」「父は，どんなことがあっても，

私のことを信じてくれる」「私は，父に愛されて

いると思う」などの項目を含んでいる。つまり，

娘が自分の父親を理想的な父親と感じ，人間と

しても理想的であると考えている時，娘は父親

から自分への支えるような，見守るような愛情

を感じているということであろう。

　そしてこの愛情は，決して「放任」や「存在

感のない」ものではなく，常に娘を支えている

情緒的な基盤のようなものである。また娘の行

動を把握しようとしたり，制限しようとするよ

うな侵入的な態度ではない。つまり娘が自分の

父親は父親としても，人間としても理想的であ

ると考えるほど，娘は父親の，一定の距離を保

ちつつ，しかし信頼し見守りつづける眼を感じ

ているのではないだろうか。

2．夫婦関係から作られる，娘の中の父親像

　次に，夫婦関係から見る，娘の中の父親像に

ついて考察してみたい。

（1）夫婦関係が子どもに及ぼす影響について

　　の研究

　これまで父娘の関係についてのみ見てきた

が，父子，母子それぞれ単独の親子関係だけで

なく，夫婦関係が子どもにとって重要であるこ

とを示唆する研究や指摘も多い。

　亀口（1998）は，不登校や家庭内暴力の家族

療法の実践から，多くの事例で，IPと父親の関

係の希薄さが認められ，同時に夫婦関係も希薄

な傾向があると述べている。菅原ら（1998）は，

小学4～6年とその両親を対象に調査を行い，

その結果，両親間の愛情が強いほど，両親が子

どもに対して暖かい養育態度を示し，特に父親
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にその傾向が顕著であることを示している。ま

た梶浦ら（1988）は，小学5，6年生とその両

親に対し行った調査から，子どもの両親観・家

庭観は子どもの情緒的安定性・社会的適応性と

関連することを報告し，夫婦の相互理解がその

子どもの両親観・家庭観の肯定的認知とが関連

することを示している。そして導出ら（1986）は

高校生について調査し，両親の夫婦としての満

足度が高いと評価した子どもは，両親に対する

拒否度も小さくなり，不安も小さくなることを

示している。また女子と男子の違いを示した研

究として高橋（1998）は，中学生女子の精神的

健康は，両親の関係から説明される割合が男子

より高いことを報告している。

（2）父親の魅力を作る夫婦関係

　そして夫婦関係は，子どもの持つ父親への好

意・親和にも関連することが指摘されている。

　小野寺（1984）は女子大学生を対象に調査を

行い，娘から見て魅力のある父親の第一要因

は，両親の夫婦関係が娘にとって理想的なもの

かどうかということ，そして，父親から情緒的

支持を受けている母親をもつ娘ほど，父親に魅

力を感じることを示している。同様に飛田ら

（1992）は女子青年の父親への好意・満足感は父

親と母親の仲の良さと正の関連を持つことを報

告している。また先述の高橋（1998）は，中学

生を対象に調査し，両親間の関係（愛情・葛藤

解決）の良さが，両親への子どもの親和性を規

定し，特に父親への子どもの親和性が両親間の

関係から説明される割合が高いことを示し，父

親への親和性は母親と良好な関係を作れている

か否かに影響されやすいのではないかと述べて

いる。そして初口（1998）は，「父性の促進的側

面，つまり父性をいかに育成するかを考えてい

くうえでも，夫婦のパートナーシップの確立は

決定的な重要性を持っている」と述べている。

　このように，子どもの持つ父親に対する意識

には，夫婦関係がかなり重要な意味を持つこと

が考えられる。そのため家庭における父親を研

究する際には，夫婦関係を念頭に置きつつ行わ

なければ，歪んだ父親研究になる恐れがある。

つまり，要因が父親自身だけでなく夫婦関係や

妻（母親）が持つ夫（父親）に対しての意識・態

度にある場合にも，要因を父親のみに集約させ

る可能性があるのである。

（3）父親像に影響を及ぼす母親の眼

　（2）で述べたように，子どもの持つ父親に

対する意識には夫婦関係が影響を持つことが明

らかになってきているが，特に妻の持つ夫評価

が重要であることが指摘されている。

　例えば高橋（1998）は中学生を対象に調査し，

子どもが評価した両親問の関係（愛情・葛藤解

決）は，母親が父親に対して抱いている愛情を

多分に反映しており，特に女子の方が両親と同

じような視点から評価していることを報告して

いる。また内藤（1993）は女子青年において，娘

からみた父親の魅力度は，母親から見た夫の魅

力度と関係があることを示している。そして同

様に飛田ら（1992）も女子青年において，父親

が母親から肯定的に評価していると認知してい

るほど，自分も父親を肯定的に評価し，また父

親が母親から好意的に評価されることが，父親

に対する「尊敬」「好意」や，父親に対する「満

足感」と密接に関連することを報告している。

　深谷（1990）は，1978年に深谷（1979）によっ

て行われた調査から，現実の父母の姿と子ども

の中の父母像はズレを持っており，子は父親を

過大評価する傾向があると考察し，そしてそれ

ゆえ心理学者が「実物」よりも子どもの心理的

現実（子どもの中にある両親像）の方をより重

要なものとしてとらえると述べている。深谷が

述べるように，実際の親や子の姿よりも，子ど

もにとっての内的現実である子どもの中にある

「親像」の方が，親の子どもへの影響を考える際

には重要だろう。そして特に娘が持つ父親像に

は，先の研究から考えると，母親の父親を見る

眼，父親へ対する振舞い，父親への思いが多分に

反映されているようである。つまり娘の持つ父

親像には，純粋な父娘関係だけでなく，父親と母

親の夫婦関係も重要な影響を及ぼしていると考

えられる。そしてある部分，娘は母親の眼を通し

て，父親を見ていると言えるかもしれない。

（4）大黒柱としての父親

　父親と母親の持つ性質が同質化していると言
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われているが，石川（1985）の大学生を対象とし

た調査によると，女子では家庭内での父親を「大

黒柱」と考えているのが81．9％（男子77．8％）で

あり，父親の家庭の中での「大黒柱」という位置

づけは1985年においても一般的であると考えら

れる。

　神谷ら（1995）の女子大学生に行った調査で

は，父娘関係が良好・普通であるとき，父親の

大黒柱的特性が強く，父娘関係が拒否・険悪で

あるとき，大黒柱的特性が弱くなっている。そ

して同研究で，父親の大黒柱特徴が強いほど，

娘は父親を好意的に評価し，父親に魅力を感じ

ていることが指摘されている。同様に小野寺

（1984）の女子大学生に行った調査では，母親主

導型の家庭よりも父親の権威がある程度強い方

が，父親の魅力は高まることを報告している。

また木村ら（1987）は高校生を対象に調査し，妻

支配型の夫婦のとき子どもの不安が最も高くな

り，そして子どもの両親に対する受容が低くな

ることを示している。

　以上の研究から，家庭においては，父親が家

族から「大黒柱」として位置づけられていると

き，娘が見る父親の魅力は高く，父娘関係も険

悪ではないと考えられる。そしてこれらの研究

結果を見ると，日本における父親の代名詞でも

あった「大黒柱」，あるいは母親が父親を「立て

る」ということについて，その価値を考えるこ

とも決して無意味ではないと思われる。星野

（1986）は，「正常少年の母親には，『一家のある

じはおとうさん』ですといって，夫の地位を認

めるものが多い。…（中略）…だが，非行少年

の母親はこれをしない。夫をあからさまに軽べ

つし，子どもにもそれを伝える」と述べている。

　しかし，前時代的な形式的な「大黒柱」や「立

てられる父親」では，娘は母親の眼を通して父

親あるいは夫婦関係を見ることで，容易にそ

れが表面のことがらであることを見破ってしま

うだろう。そして本当の意味での「大黒柱」「立

てられる父親」の意味や価値を考えるために

は，父親・母親という以前の，夫婦という関係

を見直すことが必要となるだろう。

　これまでの研究では，親子関係の研究に重点

が置かれ，子どもを抜きにした夫婦という関係

をあまりにもおざなりにしてきた感がある。ま

た日本の家庭では特に子どもが中心であり，夫

婦という関係はその背後に追われ過ぎていたよ

うに思われる。しかし先述したように夫婦関係

の子どもに及ぼす影響は重要であることが指摘

されており，「夫婦」そのものについて今以上に

考えていくことも必要である。河合（1967）は，

「封建時代の遺物のような恐い父親を無くする

ことは必要であるが，それと同時に，家庭内に

おいて大母的な要素があまりに強力になり，父

親までもそれに呑みつくされるような愚を生じ

ることのないように注意しなければならない。

…（中略）…現在，家族制度の改革を意図して

いる日本人にとって，無視することのできない

問題と思われる」と述べている。これまで見て

きたように父親は娘にとってたいへん重要な意

味を持つと考えられる。そしてその重要な父親

の存在を左右するのは，父親自身だけでなく，

母親，そして夫婦関係なのである。

皿．今後の視点

　これまでになされた親子に関する研究では，

父親・母親・息子・娘を，親と子という側面か

らのみ検討することが多かった。或いはそこに

性差による検討を加えたとしても，多くの研究

は単に性差を「あるもの」という前提の下で，男

女間での差を検討するに留まっていたのではな

いだろうか。そして，それではなぜ男女で差が

あるのか，そのような性による差の背景にある

ものは何なのか，ということは十分に検討され

て来なかったように思われる。しかし，近年同

じ質問紙についても，父親・母親という性によ

る項目内容の意味の違いを考慮すべきであると

いう指摘もなされている（徳田，1987など）。そ

れでは性ということを考えながら研究を進める

際に，どのような点に注目して研究するべき

か，父娘関係の場合について1・Hで検討した

ことから考えてみたい。

1．父親と母親の違い

これまでの親の女子・女性に及ぼす影響を考
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えた研究では，母親が娘にとっては重要である

という前提から，多くの研究が進められてきた

ように思われる。そしてそれは母親と娘が同性

であり，娘は母親という女性（同性）をモデル

として性同一性を確立し，同様に母親との関係

が自我同一性にも重要な役割を果たすのである

と暗黙の内に考えられてきたからではないだろ

うか。しかし1・Hで見てきたように，父親も

娘の自我同一性・女性らしさ・男性性・Self－

Bsteemなどに影響を持つことが示されている。

つまり娘にとっては，同性である母親が重要

で，娘に対する異性である父親の影響について

は軽視する，ということは研究以前の思い込み

に影響を受けたものではないだろうか。

　例えばこれまでの研究では，両親の子に対す

る影響を調べる際に，「よく話をする」という質

問項目に対し，女子は母親と話をする者が，父

親と話をする者より多いという結果から，母娘

関係が重要で，父娘関係はそれより重要でない

というような考察がなされることがあった。し

かし同じ「話をする」という項目についても，

「父親と話す」ということと，「母親と話す」と

いうことは，娘にとっては違う意味を持つこと

が考えられる。そしてこれは頻度とは別の問題

なのである。

　つまり父親と母親を娘にとって同様の役割を

持つ者として，父母の差を量的な差のみで検討

するのでは不十分である。そして今後は父娘関

係と母娘関係を，異なる相互作用が起こってい

るのではないかという視点，つまり質的な差か

ら，娘にとっての影響を研究する必要がある。

2．父親と娘の関係

　それでは父娘関係について性差を考慮に入れ

るとはどういうことだろうか。

　本論文の冒頭で，菅（1984）の「社会一般の

風潮として，父と娘の結びつきが強く，それが

美徳として宣伝されてきたため，」「とにかく，

父親にとって娘とは『目に入れてもいたくない

ほどかわいいもの』というのが，社会通念と

なっている」という指摘を引用した。この様に，

父にとって娘は目に入れても痛くないほどかわ

いいものという常識の下，父親と娘は男性と女

性という関係が当たり前のこととされ，それ以

外の側面について，十分に検討されないままに

来たのではないだろうか。

　確かに父親と娘は生物学的な性としては男性

と女性である。しかし心理学的には双方共に，

「男性の部分」「女性の部分」「（男性・女性の部

分を含むものとしての，全体としての）私」と

いう側面を持つ者である。例えば1・Hにおい

て，女性の「個人（私）としての自分」と「女

性としての自分」という二側面について述べ

た。また，父娘関係が娘の女性らしさだけでな

く，男性らしさや自我同一性に影響を持つとい

う指摘も取り上げた。そして父親についても，

日本の父親は娘にとって「母親のような愛情を

そそぐ」存在であるということ，そして娘は父

親を意識的には男性としては意識していないと

いうことも取り上げた。このようにこれまでの

研究や指摘などから見ても，単に父親と娘を男

性と女性という一面的な性から捉えるだけでは

不十分である。

　そしてこれまでの研究や指摘から考えて，父

娘双方に関して「男性の部分」「女性の部分」「全

体としての自己」という側面が考えられる。つ

まり父娘関係と言っても，「父親としての男性

らしさを持つ父親」と「父親のような男性らし

さをモデルとして取り入れる娘」，「母親のよう

な愛情を持つ父親」と「女性としての娘」，「個

人としての父親」と「個人としての私」など，単

なる男性と女性という枠だけでは捉えられない

様々な側面が考えられるのである。

　娘は母親から影響を受け，また父親からも影

響を受ける。しかしそれを同一の物差しで測る

ことはできず，何らかの結果が得られたとして

も，突き詰めて娘への母親の重要性，父親の重

要性を検討したことにはならない。そして今後

は個々の研究・検討が，父親や娘の「男性の部

分」「女性の部分」「全体としての自己」のどの

側面からのものであるのかを考慮しながら，父

娘関係の研究を進めるべきである。そしてそう

することが，父娘関係，そして父親というもの

を真に理解することになるだろう。
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