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本研究は，人々の持つ素朴な努力観・能力観の概念の構成要素を検討することを第１の目的として

いる。具体的には，嘉数他（1996）の結果を再分析し，「頭の良い子」と「努力する子」の類似点と
非類似点の構成要素を明らかにした。因子分析の結果をまとめると，「頭の良い子」の因子はスタテ

ィックな抽象的な概念が多いのに対し，「努力する子」の因子は動詞型で具体的な行動様式をふくむ
ものが多かった。

本研究の第２の目的は，「頭の良い子」と「努力する子」概念における群間差を検討することであ
る。具体的には職業（教師と学生）と性の違いによる両概念の認知の差を検討する。群間差について

は，顕著な性差があった。女子の方が男子よりも「頭の良い子」・「努力する子」の両方で評価が高

かった。特に，「努力する子」で女子の評価が高かった。職業における群間差も大きかった。教師の
方が，学生よりも「努力する子」・「頭の良い子」の両側面で評価が高かった。

背景と目的

知能観についてのより多面的な検討がなされる

本研究は，人々の持つ素朴な努力観・能力観

ようになってきた。

の概念の構成要素を検討することを目的として

曰本における青年を対象にした研究では，

いる。すなわち，努力することについてのイメー

｢頭の良い人」に賦与する属性が男性と女性で

ジを，頭の良さについてのイメージと対比させ

異なり，男性には積極的問題解決能力を，女性

ることによって明らかにし，学校現場での学習

には社会的能力を賦与することが明らかになっ

指導に役立てるために計画された研究の一環で

た（Ａｚｕｍａ＆Kashiwagi，1987）。また，評

ある。

定者が男性の場合，読み書き能力や相手に対す

Nicholls（1992）は，心理学におけるポスト

る配慮をあらわすものを「頭の良い女性」とし，

モダンな展望として，科学理論と素人理論をた

評定者が女性の場合は，学業能力や仕事処理能

えずつきあわせていくことが重要であると主張

力をあらわすものを「頭の良い女性」とするこ

している。彼はまた，教育理論家としての生徒

とから，評定者の性の違いによっても「頭の良

の認知を研究することの重要さを強調している。

い人」に賦与する属性が異なることがわかった

素人理論の中でも，知能概念に関しては多くの

(石田・藤永，1988）。さらに，９歳から92歳

研究がなされている（Sternberg,ｅｔａｌ,1981)。
近年，－側面のみを強調する従来の知能観から

て「頭が良い人」の特徴としてあげる項目に違

の転換をはかる試みとして，一般の人々のもつ

いがあり，若年層では学業成績を，中高年では

を対象とした発達的研究では，各年齢層におい
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思考や言語に関する属性を賦与することが示さ

このように従来の研究結果を検討してくると，

れた（唐澤・東，1992）。文化による違いにつ

両方の概念は不可分であり，すっきりと分離で

いては，石田・小笠原・藤永（1991）が，６カ

きるものではないことが分かる。したがって，

国を対象にした研究において，「頭の良い人」

共通項は何か，努力の特性は何か，能力のみが

の属性には文化差があることを明らかにした。

強い特性は何かという問題のたてかたをしたほ

このように，「頭の良い人」として賦与する属

うがより生産的である。本研究の第１の目的は，

性には性差，世代差，文化差があることがわかっ

「頭の良い子」と「努力する子」の概念の類似

ている。属性のなかでも，職業は重要である。

点と非類似点を明らかにすることである。その

生徒と教師では明かに異なることが報告されて

ために，嘉数他（1996）で用いた能力・努力観

いる。

尺度５４項目を次のような方法で再分析する。

ところで，現代の学校教育においては「頭の

あらかじめ，中央値から４分割し，頭の良い子

良い子」の育成よりも，「努力する子」の育成

と努力する子の２側面において高い項目群，頭

に焦点があてられるように思われる。能力と努

の良い子の得点が高い項目群，努力する子の得

力の概念についての研究では，能力と努力の分

点が高い項目群，どちらも高くない項目群にわ

化が11歳前後で生じることが明らかになってい

ける。その上で４群ごとに因子分析を行う。こ

るが（Nicholls，1978），「努力する子」につ

の手続きをとることによって，「頭の良い子」

いての具体的イメージについて検討した研究は

と「努力する子」の類似点と非類似点の構成要

ない。これからの教育を行っていく世代の「努

素を明らかにすることができる。

力する子」についてのイメージを明らかにする

本研究の第２の目的は，「頭の良い子」と

ことは，学校現場での子どもへの教授活動とも

｢努力する子」概念における群間差を検討する

直接関連していくと考えられ，意義があると思

ことである。具体的には職業（教師と学生）と

われる。

性の違いによる両概念の認知の差を検討する。

両者の概念を考えてみると，重なっている所

がある。知能観や頭のよい人の研究を吟味して

方法

みると，頭の良い人のなかにも，努力と能力

被験者沖縄県公立小学校の現職教師74名

(生まれつき）の側面があることがわかる。例

(小学校の中堅教師の夏期講習会において集団

えば，石田・小笠原・藤永（1991）の因子では，

で実施した）琉球大学大学生106名が被験者で

第３因子「知識の把握・処理能力」は「よく本

あった。

を読む」「よく勉強する」「時間の使い方がう

調査尺度能力・努力観尺度としては，石田・

まい」などが高く負荷しており，具体的な行動

藤永（1988）の－「頭の良い人」の属性に関す

様式である。それに比べて，第４因子｢判断力・

る比較文化的研究Ⅲ－の67属性のなかで因子分

決断力」には「頭の回転が早い」「鋭い」など

析後，５因子が抽出され，４７項目が負荷してい

の項目からなっており，より生得的なスタティッ

た。この47項目に，本明（1987）の「努力の心

クな特性である。

理学」の中から「努力に関する特性語」を17項

嘉数他（1996）は，努力の具体的イメージ曰

目抽出したが，内10項目は石田の項目と同一で

常概念を明らかにするために，「頭の良い子」

あったので，最終的には７項目を追加し，合計

と「努力する子」を対比させて，質問すること

54項目を採用した。評定は「頭のよい子」と

によって，両者の概念の構造を明らかにしよう

｢努力する子」のそれぞれについて，５４の項目

とした。両概念の因子分析の結果，両概念は重

それぞれがどの程度あてはまると思うかについ

なりが多く，努力の具体的なイメージをとりだ

て５件法で回答を求めた。

すことができなかった。
－５２－

結果と考察

が含まれていた。因子分析の結果，３因子が抽

１，因子分析

出された(表２参照)。第１因子には，

はじめに，「頭の良い子」，「努力する子」

「ねばり強い」，「持続的な」，「努力家」，

の能力・努力観尺度でのそれぞれの中央値から

｢まじめな」，「地道な」の６項目が順に高く

折半し４分割した。その４つのセルのそれぞれ

負荷しており，「持続性」の因子と命名した。

にあてはまる４つの項目群で，それぞれに因子

分析を行った。

第２因子には「きちんとした」，「計画的な」

「自分の分を知っている」「自制心のある」

１「頭の良い子」と「努力する子」の両方が高

｢まじめな」の自己コントロールに関連した５

い項目群

項目が負荷しており，「自制心」の因子と命名

このセルは11項目からなっていた。因子分析

した。

を行い，固有値１以上の因子についてパリマッ

第３因子には「やりがいをもつ」，「希望の

クス回転し単純構造を求めた結果，一因子構造

ある」，「地道な」の将来の目標をあらわす項

をなしていることが分かった（表１参照）。負

目が集まり「目標志向性」の因子と命名した。

荷量の高い項目から並べると，「頑張りや」，
表２「努力する子」が高い項目群での因子分

｢熱心な」，「勤勉な」，「向上心のある」，

｢よく考える」，「勉強家」という項目が続い

析表

ている。最も低い負荷量の項目でも.6763と高

FＡＣＴＯＲ１ＦＡＣＴＯＲ２ＦＡＣＴＯＲ３ｈ２

ねばり強い

.7696

コンピテンス」の因子と命名した。

地道な

.5237

持続的な

.7205

まじめな

.6640

表１「努力する子」と「頭の良い子」の両方が

高い項目群での因子分析表

計画的な

h２

希望のある

.6027

自制心のある

5668

.6111

きちんとした

.7938

.4700

自分の分

.4574

がまん強い

.6436

固有値

3.1259

2.1818

1.95537.2631

.5313

寄与率

２６．０

１８．２

１６．３60.53

6.6266

6.6266

寄与率

60.24

60.24

集中力のある
本を読む
目標のある
話を聞く
熱心な

意志の強い

勤勉な
頑張りや

●●●●●●●●●●●

固有値

よく考える

､8418

ＦＡＣＴＯＲ１

.6445

勉強家

､4252

やりがいをもつ

８２７５３２９０８７４
２６１５６２８２２９５
０７８８７０２４４０６
８７７６６８７８７８８

向上心のある

､4455

０●●●●●●●●●●●

志の強さなど多方面の要素を含むので「一般的

９７４２２９６２１２４７

6827

ｎ冊切開皿別別柵別、羽測

努力家

５６４５６７５６４６５６

かった。これらの項目は，持続性，集中力，意

.6726

､7954

.6599
､7779

.7090
.5518

３「頭の良い子」が高い項目群

.6556

「頭の良い子」の項目平均のみが高く，「努

.7490

力する子」の項目平均が低いセルには11項目が

含まれていた。因子分析の結果，３因子が抽出
された(表３参照)。第１因子には，「回転が速
い」，「判断力のある」，「判断がはやい」，

｢知識が豊富」の４項目が負荷しており，仕事

２「努力する子」が高い項目群

「努力する子」の項目平均のみが高く，「頭
の良い子」の項目平均が低いセルには１２項目

処理能力をあらわす項目に高く負荷していたの
で「判断力」の因子と命名した。

－５３－

第２因子には「語彙が豊富」，「見通しをも目が高く負荷しており，持てる知識の豊富さを

っ」，「要点の把握」，「知識が豊富」の４項示す項目に高く負荷しているので「知識」の因
子と命名した。

表３「頭の良('千」が高い項目群での因子分析表第３因子には「自主的な」，「視野の広い」，
「自信をもつ」，「見通しをもつ」，「察しの

FACTOR1FACTOR2FACTOR3ｈ８

回転が速い、8231、7246よい」の６項目が高く負荷しており，自信を持つ
要点の把握、6499．5958て自らとりくむ内容を示しているので「自主性」

知識が豊富、4971.5734、6101の因子と命名した。

判断力のある７８５５、6855以上のような３因子からなる「頭の良い子」
語彙が豊富８９１１８２３６のイメージは，判断力と知識と見通しをもった
自信をもつ6697.5752子どもであることが分かる。
判断がはやい６３６３．5542

察しのよい、4647.4687４「頭の良い子」と「努力する子」の両方が低
見通しをもつ、6266.4677.6317い項目群

視野の広い6851.5663このセルには18項目が含まれていた。因子分
自主的な、7503.6496析の結果,４因子が抽出された（表４参照）。

固有値2.41632.32772.13476.8787第１因子には「話題が豊富」，「話じょうず｣，
寄与率２１９２１２１９．４６２．５「話がおもしろい」，「ユーモアのある」など
隷

表４「努力する子」と「頭の良し､子」の両方が低い項目群での因子分析表
ＦＡＣＴＯＲ１ＦＡＣＴＯＲ２ＦＡＣＴＯＲ３ＦＡＣＴＯＲ４

話題が豊富

.7964

実行力のある

.6526

自発的な

､5756

､7272

話じょうず

､7628

人の立場にたつ

.4040

器用な

.5479

ユーモアのある

.5899

どう見られるか

.4389

話おもしろい

.7488

機敏

.4798

思いやりのある

.4299

つき合い上手

.4950

６５９４

､5462

､6186
､4487

過ちを認める

､7205

謙虚な

.5451

筆まめ

､4688

.8217

おしゃれ

､7693

字がきれい

､7763

旧冊船冊肥叫開仏似皿開別朋胆仏Ⅲ妬皿

､4868

１９５６４３４７９７０９５８０６２４
６６５５７７５４３６６６５６６７７７
●●●●●●●●●●●●●●●●●●

文章がうまい

h２

固有値

4.2792

2.8692

2.1859

2.0215

11.3559

寄与率

２３．８

１５．９

１２．１

１１．２

63.10

－５４－

の12項目が高く負荷し，「社交性」の因子と命

第４因子には「おしゃれ」，「機敏」，「謙

名した。

虚な」，「つき合い上手」の社交上の外面的な

第２因子には「自発的な」，「過ちを認める｣，

態度をあらわす４項目が高く負荷していたので

「人の立場にたつ」，「思いやりのある」，

｢体面性」の因子と命名した。

｢謙虚な」の５項目が負荷し，社会的場面での

これらの４因子をまとめると，「頭の良い子」

同調性を示す項目が多いので「従順性」の因子

や「努力する子」を表現する項目の中で，両方

と命名した。

の尺度の項目平均が平均以下の項目は，どちら

第３因子には「筆まめ」，「字がきれい」，

かというと，表面的な態度や外見，書字力のよ

｢文章がうまい」の３項目が高く負荷していた

うな外から観察可能な，社交的な態度であるこ

ので，「書字力」の因子と命名した。

とがわかる。

表５「頭の良い子」と「努力する子」の各下位因子における性×職業の分散分析の結果表
項目群名

性

「努力する子」と
「頭の良い子」が
両方高い項目群

ＡＥＦ+Ｆ

「努力する子」が
高い項目群

ＥＦＩ

平均値

Ｆ値

因子名

職業相互作用

8.01＊＊０．３３

0.判

53.79
ａ

53.26
ａ

コンピテンス
6.67＊

０．０６

０．０７

持続性

ＥＦ３

7.45＊＊４３３＊

0.80

０．０５

2.75↑3.80↑０．０８

目標志向性
ＡＦ１

5.47＊５．１３＊１．１６

0.933.61↑０．１３

ＡＦ３

0.91２．６３

0.11

ＡＥＦ－１

2.436.40↑０．０３

ＡＥＦ－２

従属性
ＡＥＦ－３

４６９＊

0.87

(005）
1.7417.32＊＊０．５５

学力
ＡＥＦ－４
体面性

12.23

12.62
ａ

15.8716.67

16.53

19.07

38.46
ａ

1.99

0.1420.53＊＊０．４６

16.59

－５５－

16.89
ａ

19.50
ａ

40.05
ａ

17.31

12.1721.69
ｂ
17.10

〈ａ
16.05

ａ〉ｂ
17.2916.51

ａ〉ｂ
19.91
ａ

19.08
ａ

41.0338.77

ａ〉ｂ
17.61

１６．８

ａ

ａ

ａ〉ｂ

9.08

9.67

10.30９．０６

ａ

ａ

ａ〉ｂ

12.03

12.33

13.1511.78

ａ

注）↑ｐ＜､１０
＊ｐ＜０５
＊＊ｐ＜０１

ａ

ａ〉ｂ

ａ

社交性

27.17

20.2819.45

ａ

自主性

ａ

ｂ〈ａ

ｂ〈ａ

判断力

27.18

18.8420.19

ａ

知識力
ＡＦ２

26.5427.51

ｂ〈ａ

自己統制

「努力する子」と
「頭の良い子」の
両方が低い項目群

51.5254.48

ｂ〈ａ

一般的

ＥＦ２

「頭の良い子」が
高い項目群

男女教師学生

ａ

ａ〉ｂ

因子分析の結果をまとめると，頭の良い子の

ここでは３因子からなっていた。第１因子

因子はスタティックで抽象的な概念が多いのに

｢知識」においては性と職業の主効果が有意と

対し，努力する子の因子は動詞型で具体的な行

なった。性の主効果については女子のほうが高

動様式をふくむものが多い。この点からすると，

く，職業の主効果については教師のほうが学生

能力と努力の概念は次元の違うものである。人

よりも高いとい結果であった。

が学習する過程で考えると，時間的位置関係も

第２因子「判断力」においては，職業の主効

違う。努力概念は過程であるし，能力概念は努

果のみが有意となった。職業の主効果について

力の結果としての能力評価である。その意味で

は教師のほうが学生よりも高いという結果であっ

は，両者の概念は質的にも次元的にも違いがあ

た。

るので，両者を併置して，比較することではな

第３因子「自主性」については，有意な主効

い，違う分析の仕方が必要だろう。

果も交互作用もえられなかった。ここでの結果

２，群間比較

面では教師の方が学生よりも高く評価していた。

をまとめると知識・判断力という能力評価の側
各セルの下位因子について，性×職種(教師・

学生）の分散分析を行った結果を表５に示す。

性差については，知識の側面でだけ，女子の方
が高い能力評価をしていた。

１「頭の良い子」と「努力する子」の両方が高
い項目群

４「頭の良い子」と「努力する子」の両方が低

ここでは一因子構造であったので，第１因子

い項目群

の「一般的コンピテンス」についての分散分析

ここでは４因子からなっていた。第１因子

の結果，性の主効果のみが有意であった。女子

｢社交性」においては職業の主効果が有意となっ

の方が男子よりも高かった。努力評価と能力評

た。職業の主効果については教師の方が学生よ

価の両側面で，女子の方が男子よりも高いとい

りも高いという結果であった。

う結果であった。

第２因子「従順性」においては，職業の主効
果のみが有意となった。職業の主効果について

２「努力する子」が高い項目群

は教師の方が学生よりも高いという結果であっ

ここでは３因子からなっていた。第１因子

た。

｢持続性」の因子においては性の主効果のみが
有意であった。女子の方が高かった。

第３因子「書字力」については，職業の主効
果のみが有意となった。教師の方が学生よりも

第２因子「自己統制」においては，性と職業

高かった。

の主効果が有意となった。性の主効果について

第４因子「体面性」については，職業の主効

は女子が男子よりも高く，職業の主効果につい

果のみが有意となった。教師の方が学生よりも

ては教師の方が学生より高い評価をしていた。

高く評価していた。

第３因子「目標志向性」については，有意な

ここでの結果をまとめると，教師の方が全因

主効果も交互作用もえられなかった。

子で評価が高いことが明らかになった。言い替

ここでの性差の結果をまとめると，女子の方が

えると，教師または職業人は礼儀正しさのよう

コツコツした持続性や自己統制の側面で努力評

な社交的・外面的な側面を学生よりも重要視し

価をする，すなわち女子のほうが努力の側面を

ているといえる。

高く評価することが明かになった。職業につい

ては「自己統制」の因子のみで教師のほうが高

全体的考察

い努力評価をしていることが明らかになった。

３「頭の良い子」が高い項目群

本研究は，学校現場での学習指導に役立てる

ために，人々の持つ素朴な努力観・能力観の慨
－５６－

念の構成要素を検討することを第１の目的とし

の質問の仕方が二者択一でなかったことに起因

ている。具体的には，嘉数他（1996）の結果を

しているだろう。

再分析し，「頭の良い子」と「努力する子」の

本研究では，群として性と職業をとりあげた

が，社会のもつ価値観によっても能力・努力観

類似点と非類似点の構成要素を明らかにした。

因子分析の結果をまとめると，「頭の良い子」

は変化するだろう。階層や地域差などのサブカ

の因子はスタティックで抽象的な概念が多いの

ルチャーも重要な要因になりそうだ。階級間の

に対し，「努力する子」の因子は動詞型で具体

移動の少ない固定社会，伝統的社会と階級間の

的な行動様式をふくむものが多かった。この点

移動のはげしい流動社会とでは，努力・能力観

からすると，今後の研究方向として，両者を分

に差があると予想される。文化差も視野に入れ

けることには無理があるのではないか。頭の良

て今後の研究を進めていきたい。

い子のイメージは名詞型あろは形容詞型での答
が期待されるし，努力する子のイメージはより
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