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Ⅱ 慎重結果(め

Ⅱでも引き続き､調査から得られた知見とその含意について考えていく｡Ⅱではもっぱら調査票の質問

群ごとに叙述 ･分析していったが､Ⅱでは､一方で質問群ごとの叙述 ･分析をさらに追加しつつ､加えて

質問群間の関連をも浮かび上がらせていきたい (1､2)｡その上で最後に､全件のまとめを行う (3).

1 田子得点尊の rランクJ間比較

表3.1は､Ⅱで言及してきたいくつかの因子分析によって抽出された因子各々の因子得点の平均値を､

生徒の所属 ｢ランク｣ごとに算出した結果を示したものである.太字網掛け及び締 まそれぞれ､各因子

の因子得点の最も高いもの及び最も低いものを表している｡因子名の欄の*は､各因子の因子得点の平均

値について ｢ランク｣間の統計的有意差の有無を､一元配置分散分析によって確課した結果を示すもので

あり､叫まp<0.05､叫 まp<0.01､科叫まp<0.001の水準で統計的に有意な差が見られることを意味してい

る｡なお､この表の最下行の ｢家族文化資本｣とは､Ⅱ5で見た ｢家族の文化資本｣質問群の 10項目-

の回答に対して主成分分析19を行い､それによって抽出された成分得点の平均値を ｢ランク｣間で比較し

た結果を示しているo表示されている射直から､以下のようなことが読みとれる｡

暮3.1 ■EE手書Jitのrランク｣ごとの平均暮
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19 項目(1)～(3)については､｢ない｣0,札 ｢ある｣1点､項目(4)～(10)については､｢ない｣1点､rあまりない｣2点､｢と

きどきある｣3点､｢ある｣4点とし､また成分数を1として計算を行った なお､これら10項目のCmnbchのα値は0.703

であり､尺度としての ･貫性は高い｡
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① ｢学校観｣に関して :｢フォーマルな学校秩序｣｢インフォーマルな学校秩序｣いずれにおいても､

｢ランク｣2の学級の生徒が最も適応度が低く､前者では ｢ランク｣5､後者では ｢ランク｣4が

最も適応度が高い.｢学校からの被拘束感｣については､｢ランク｣間の統計的な有意差は見られな

いが､上記の2つの適応度が最も低い ｢ランク｣2で最も高くなっている｡なお､この感覚が最も

低くなっているのは ｢ランク｣1の学級の生徒である20.

② ｢高校についての主軌的レリバンス｣に関して :｢友人関係レリバンス｣を最も強く感じているの

は､｢ランク｣2の学級の生徒である｡これは､Ⅱ2での関連する点についての分析とも符合して

いる｡また①で ｢インフォーマルな学校秩序｣-の適芯度が ｢ランク｣2で最も高くなっていると

した点とも整合していると言っていいだろう｡｢進路レリバンス｣や 同会生活レリバンス｣につい

ては (後者にt㈹ ま見られないが)､高 ｢ランク｣の生徒にはそう感じている傾向が相対

的に弱く､低 ｢ランク｣の生徒にはその傾向が相対的に強くなっている｡このことも､Ⅱ2での関

連する点についての分析と符合している｡

③ ｢自己意識 ･対他関係観 に関して :抽出された7因子のうち ｢目標連荘志向｣を除く6つの因

子において､その因子得点の平均値が最も高いのは ｢ランク｣4の学級の生徒である (ただし､｢自

律性志向｣では ｢ランク｣4･5の差はごくわずかである21)｡また ｢目標達成志向｣が最も強いの

は ｢ランク｣5の学級の生徒であるが､｢ランク｣4も第2位となっている｡つまり､｢ランク｣4

の生徒は､自己意識の面では､｢自己肯定感｣を強く抱くことができ､｢自律｣的であろうとし､自

己の ｢欲求｣を ｢充足｣しようとすることに鵡拷なく､自分の掲げた ｢目標｣を ｢適乱 しようと

する構えをもち､また対他関係の面においても､｢共同 ･協同志向｣的であり ｢社交性｣もあり ｢全

面的関係性｣を取り結ぶことができている- このような候向が相対的に強いのである｡逆にこう

した候向が弱いのは､自己意識に関する因子 (第1･2･6･7因子)では ｢ランク｣1･2の生

徒､対他関係意識に関する因子 (第3･4･5因子)では ｢ランク｣3の生徒となっている｡

㊨ ｢社会観 ･社会規範軌 に関して :｢能力主義肯定｣や ｢成功肯定｣では､｢ランク｣5が最もそ

の傾向が強く ｢ランク｣1で最も弱し㌔逆に ｢平等主義肯定｣では､｢ランク｣1が最もその傾向が

強く ｢ランク｣5で最も弱くなっている｡｢能力主義肯定｣｢平等主義肯定｣に関するこうした傾向

は､Ⅱ7で見た結果と符合している｡これは､｢能力主義｣によって利益を得られる蓋然性の高低

と､また多分にそれを原理として人々の配分される ｢成功｣を手に入れられる蓋然性の高低と､そ

れらの肯定する､あるいは否定する傾向の強弱とが対応していることを意味していると見ていいだ

ろう｡ただし､｢能力主義肯定｣は､その程度が ｢ランク｣の高低と系統的に対応しているが､｢平

等主義肯定｣や ｢成功肯定｣はそうでもなく､前者では ｢ランク｣4が ｢ランク｣1に次いでその

程度が強く､後者では弱くなっている｡なお､｢ランク｣5は ｢人間の尊蕨等露志向｣も最も弱くな

っている (最も強いのは ｢ランク｣2)｡｢対他不信｣に関しては､｢ランク｣4でその程度が最も低

く ｢ランク｣3で最も高くなっている｡これは､③で述べた僚向と対応しているように思われる｡

⑤ ｢放争観(1)｣に関して :｢錬争の正統性承訊｣は､④で見た ｢能力主義肯定｣･r成功肯定｣と同様

に､｢ランク｣5が最もその幌向が強く ｢ランク｣1で最も弱V㌔ かつ､その程度と ｢ランク｣の高

低との間に系統的な対芯が見られる｡それが意味するところも､④で述べたことと同様であると考

えていいだろう｡なお､｢錬争の帰趨の固定祝｣に関しては､｢ランク｣1でそうした傾向が最も強

くなっている (最も弱いのは ｢ランク｣4)｡この場合も､学校制度世界における掛 こ関わるこれ

までの体験が､彼俊女らにそうした感覚をもたらしていると考えていいだろう｡なお､以上の結果

20 Ⅱ2では､｢学校からの被拘束軌 因子-の負荷量が高い r(5)学校はいろんなきまりがきびしい｣について､｢ランク｣

4･5の学級でそう感じている程度が低くなっていることを示した｡しかしこの箇所の本文中に示したように ｢学校からの被
拘束軌 因子得点が最も低くなっているのが ｢ランク｣ 1の生徒となっているのは､同じくこの因子-の負荷量が高い ｢(7)

学校ではいろいろな場L前で､｢できる･できない｣とか ｢良い･悪い｣とかいった ｢評価｣の目を向けられている｣が､｢ラン
ク｣とのクロス集計のカイ二乗検定でl淵 十的有意差が出ていなかったが､rランク｣1でその程度が最も低いことの影響が
現れているからだと恩われる｡
2. この因子-の因子負荷量が大きい｢Czo)自分の間短は､最後は､自分で解決しなければならないのだと恩う｣｢(24)自分が
どう牛きるかは自分自身で決めたいと思う｣｢(27)自分の力ではどうすることもできないことがあると感じている｣｢㈲自分の
将来に関して､不安を感じる｣の四項目のうち､前二者は ｢ランク｣5のほうがむしろ｢あてはまる｣とする傾向が強く､｢ラ
ンク｣4で ｢あてはまる｣とする傾向が強いのは後二者のほうである｡Ⅲ6の表2.6.2､2.6.3参照｡
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は､この点についてⅡ8で示したことと｢致している｡

⑥ ｢職業観｣に関して :｢ランク｣1の学級の生徒は､｢職業による自己実額志向｣｢職業上の成功志

向｣が最も強く､｢職業上の安定性志向｣や ｢反勤労志向｣が最も弱い.｢職業による自己実勢志向｣

に関しては､Ⅱ11で見たこととも一一致しているo職業における ｢自己実現｣｢成功｣の蓋紬 ミ高

く､また必ずしも ｢安組 がなくてもやっていけそうであるという､｢ランク｣1の生徒がおかれ

ているポジションに由来する見込みが､このような回答傾向につながっているのであろう｡そのこ

とは､基本的に㊨9で推測したことと同様である｡なお､｢職業上の安定性志向｣が最も強いのは｢ラ

ンク｣4の学級の生徒となっている｡それは､｢安馳 なくしてもやっていけるという見込みは抱

けないが､しかし ｢安組 を追求して得られる蓋然性は高いという､このポジションと見合った

志向性であると考えていいだろう｡

⑦ ｢人生観｣に関して :抽出された4因子の因子得点のうち ｢ランク｣ごとの平均値の間に統計的有

意差が見られるのは､｢成功志向｣｢自分らしさ志向｣である｡前者については､｢ランク｣5で最も

高く､｢ランク｣の高さと平均値の高さとの間におおよその対応関係があるが､しかし平卿直が最も

低いのは ｢ランク｣4においてである｡この結果は､Ⅱ12で述べた点と十致しており､また④で述

べたこととも整合的である｡後者についても､｢ランク｣5で最も高く ｢ランク｣1で最も低くなっ

ており､｢ランク｣と回答傾向との間のおおよその対応関係がうかがわれる｡

⑧ ｢家族二村ヒ資本｣に関して :｢ランク｣と ｢家族文化資本｣とは系統的に相関関係が見られ､前者

が高くなるほどそれにつれて後者も高くなっている｡それは､Ⅱ5で ｢家族文化資本｣に肝する各

項目-の回答と ｢ランク｣との間のクロス集計で見た点と十致している｡

2 回子得点等の間の相綱開体

表 3.2(1)･表 3.2(カは､Ⅱ及びⅡ1で言及した諸因子の因子得点､Ⅱ1で見た ｢家族文化資本｣の成分

得点､｢成績自己評価｣得点 (｢あなたは学校の勉強がどのくらし剛 ,Jという問いに対する回答で

ある ｢まったく得意でない｣｢あまり得意でない｣｢ふつう｣｢やや得意｣｢とても得意｣をそれぞれ1点～

5点とする)､｢試験-のコミットメント｣得点 (｢あなたは､中間･期末テストにむけて､ふつうはどれく

らいを目標として勉強していますか｣という問いに対する回答である ｢どんな成績でもかまわない｣｢落第

点でなけれt乱 ､い｣｢平均点くらいが取れればいい｣｢少しでも成観上位を目指す｣をそれぞれ1点～5点

とするとする)の間の相関係数を示したものである｡太字網掛けは絶対値0.3以上､太事潮 値0.2以

上の値であることを意味している｡

この表に示されている情熱湖彰大なので､ここでそれらすべてについて言及することはできなし㌔ そこ

で､本報告書の ｢はじめに｣や Ⅰ(1)で述べた今回の調査の課矧 こ照らして､特に ｢社会観･社会規範意識｣

質問群の ｢能力主義肯定｣因子､同じく ｢平等主義肯定｣因子､及び ｢m (1)｣質問群の ｢鎗争の正統

性承認｣因子の3つの因子に着目し､それらについて分析する中で他の諸因子等にも言及するという方針

をとることにする｡そうした方針に基づいてこの表を読みとりわかったことは次の通りである｡

① ｢能力主義肯定｣匪仔の因子得点と ｢平等主義肯定｣因子の因子得点との相関係数は負の値を示し

ているoただし､その絶対値は小さく統計的に有意な値でもない (-0.α叫)｡したがって両者の間に

は､正または負の相関が見られるというよりも､無相関の関係があると考えたほうがいいのかもし

れない｡そのことはつまり､一方で能力主義原理による社会的地位や報酬の配分を肯定的に評価し

つつ､他方でそのことの鮭栗として格差があまりに大きくなることに対してはそれを否定的に評価

し､またその配分原理の下で困窮している人がいれ樹可らかの援助をすべきだと考える人が少なか

らずいるということを意味している､と見ていいだろう｡

② ｢能力主義肯定｣因子の因子得点と ｢汝争の正統性承認｣因子の因子得点との相関係数は､比較的

大きな正の値をとっている (0.350)O｢はじめに｣でも述べたように能力主義は競争という社会過

程の展開の噺 理と言ってよいであろうから､前者を肯定することと後者の正統性を肯定するこ

ととが正の相関関係を示すことは当然といえば当然のことであろう｡
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③ただ､｢能力主義肯定｣因子の因子得点に対する相関係数の中で最も高い値を示しているのは､｢競

争の正樹も轍 ｣因子のそれでi泌 ずLもなく､｢社会観 ･社会規樹 ｣質問群の ｢成功肯定｣因

子のそれ (0.613)､次いで ｢職業観｣質問群の r職業上の成功志向｣のそれ (0.426)である｡｢人

生観｣質問群の ｢成功志向｣因子の得点も､比較的高い値 (0.326)となっている (｢凍争の正統性

承瓢｣因子よりもやや低い値ではあるが)｡このように ｢能力主義｣を ｢肯定｣することは､少なく

とも今回の調査の諏査察の質問に盛り込まれた諸事項の鞄頚では､｢成功｣を ｢肯定｣し自らもそれ

を ｢志向｣することとの間に最も強い相関を示している｡

㊨それ以外に｢能力主義肯定｣因子の因子得点との間の相臓 ミ比較的大き7封直を示していたのは､

｢社会観 ･社会規街的 ｣質問群の ｢反努力志向｣因子のそれ (0.417)､及び ｢職業観｣質問群の

｢職業上の安定性志向｣因子のそれ (0.322)である｡｢能力主義肯定｣と ｢反努力志向｣との間に

正の相関関係があるというのは､一見意外なことた ただ､｢社会観･社会楓 質問群の因子

分析の結果を示した表 2.7.3を見るとわかるように､前者の ｢能力主義肯定｣には､能力とそれを

発揮しての努力によるものばかりでなく､チャンスや運を活かして上げた成果に対してもそれに相

応する報酬や地位を配分することをよしとする意味合いを含んでおり､その点が努力よりチャン

ス･運を重視する後者の ｢反努力志向｣と重なっているのであろう｡また､｢能力主義肯定｣と ｢職

業上の安定性志向｣との正の相関は､能力主義の地白旗己分原理を肯定する勢合､その原理にしたが

って安定した職業上の地位を得たいという意識がそこに伴う傾向があるということを意味している

と考えいいだろう｡
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⑤ ｢平等主義肯定｣因子の因子得点は､｢社会観 ･社会規範意識｣質問群の ｢人間の尊厳尊塞志向｣

因子のそれとの間の相B抑繕如ミ最も大きい (0.531)o①で見たように､｢平等主義肯定｣の意識は

必ずしも ｢能力主義肯定｣のそれと背反するものとはなっていないことが推測されるが､しかし前

者は､後者の中に含まれる､能力やそれを発揮して上げた実績によってその人を判断するという人

間評価の価値基準よりも､すべての人間に対して生きていることそれ自体で価値を認めるという価

値基準のほうを相対的に強く伴っていると見ていいのかもしれなし㌔

⑥ ｢平等主義肯定｣因子との相関が次いで高いのは､｢自己意識 ･対他関係醜 質問群の ｢共同 ･

協同志向｣因子である (因子得点間の相関係数0.512)｡それ以外にも ｢人生観｣質問群の ｢社会的

貢献志向｣因子 (同0.413)､同質間群の ｢身近な関係性重視｣因子 (同0.375)､｢自己意識 ･対他

関係部 乳 質間群の ｢社交性｣因子 (同 0.348)との間の相関が比較的大きくなっている｡これら

諸因子は､もちろんそれぞれに異なるニュアンスを伴いつつも､いずれも人とのつながりを重視す

る志向性を表すものである点では共通していると考えていいだろう｡そういう志向性のひとつの側

面･要素として､｢平等主義肯定｣もあるということである｡｢平等主義肯定｣因子の因子得点が ｢社

会観 ･社会規範酎乳 質間群の ｢対他不信｣因子のそれとの間で絶対値の比較的大きな負の相関係

数 (-0.422)を示しているのも､同様のことを含意していると言ってよかろう｡なお､｢能力主義肯

定｣因子の因子得点は､これら人とのつながり重視志向の諸因子のそれに対して､′J､さな相関係数

しか示していないか､あるいは ｢平等主義肯定｣因子とは正負が逆の相関係数を示している｡人と

のつながりを重視する志向性との関係という点で､｢平等主義肯定｣と ｢能力主義肯定｣とはやはり

異なっている性格を帯びていると見ていいだろう｡
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⑦ ｢平等主義肯定｣因子は､｢職業観｣質問群の ｢職業による自己実現志向｣因子､｢自己意識 ･対他

関係意識｣質問群の ｢自律性志向｣因子､｢競争観｣質問群の ｢努力志向｣因子との間にも正の相関

が見られる (因子得点間の相関係数がそれぞれ0.383､0.354､0.328)｡これら3つの因子はいずれ

も､自ら意思決定しその実現に向かって勤勉に生きることをよしとするというニュアンスを含んで

いる点で共通していると見ていいだろう｡そうであるとして､そうした志向性は､｢能力主義肯定｣

の意識と結びついていてもよさそうなものだが､データが示しているところでは､むしろ ｢平等主

義肯定｣意識と通じているのである (3つの因子は､｢能力主義肯定｣因子との間にも ｢平等主義肯

定｣因子と正負の点では同方向で相関関係が見出せるが､しかし相関係数の値は前者の方が小さい)0

そのことは､｢平等主義肯定｣因子が､｢社会観 ･社会規榊 ｣質問群の ｢反努力志向｣因子との

間にはやや大きな負の値の相関係数 (･0.281)を､｢職業観｣質問群の ｢反勤労志向｣因子との間に

I別 ､さいがやはり負の値の相関係数 (･0.125)を示している点にも表れている｡それらから判断し

て､ここでの ｢平等主義肯定｣とは､努力 ･勤勉といった価値に対して対抗的であるような性質の

ものというよりも､努力 ･勤勉であるにもかかわらず不遇な者に対してサポー トがなされるべきと

するような性質のものである､ということになるだろう｡

⑧ ｢平等主義肯定｣因子の因子得点は､｢社会観 ･社会規範意識｣質問群の ｢成功肯定｣因子のそれ

との間に比較的大きな負の値を示している (相関係数0.310)｡同じく｢成功｣に関係する｢職業観｣

質問群の ｢職業上の成功志向｣因子､｢人生観｣質問群の ｢成功志向｣因子との間の相関係数は､そ

の絶対値が統計的に有意ではないほどの小さな値である (それぞれ0.020､-0.004)｡このように ｢平

等主義肯定｣は､③で見たように ｢能力主義肯定｣が ｢成功肯定｣｢成功志向｣と結びついているの

と同程度の強さで正負逆方向にというほどではないが､反 ｢成功｣の傾向性を帯びていると言って

いいだろうO

⑨ ｢平等主義肯定｣因子の因子得点は､｢競争の正統性承認｣因子のそれとの間にあまり大きな値で

はないが統計的には有意ではある相関係数を示している (0.141)｡そのことは､｢平等主義肯定｣

が､①で見たように ｢能力主義肯定｣と背反するものではないのと同様に､競争の正統性を認める

ことと背反するものでもないことを含意していると考えられる｡

⑩ ｢競争の正統性承認｣因子は､次の四群の諸因子との間に正の相関が見られる｡ i)｢競争観｣質

問群の ｢努力志向｣因子 (相関係数 0.395)､｢職業観｣質問群の ｢職業による自己実現志向｣因子

(0.304)､｢自己意識 ･対他関係意識｣質問群の ｢自律性志向｣因子 (0.292)､ii)｢職業観｣質問

群の ｢職業上の成功志向｣因子 (0.371)､｢人生観｣質問群の ｢成功志向｣因子 (0.332)､｢社会観 ･

社会規範意織｣質問群の ｢成功肯定｣因子 (0.287)､iii)｢職業観｣質問群の ｢職巣上の安定性志

向｣因子 (0.309)､iv)｢自己意識 ･対他関係醜 質問群の ｢共同･協同志向｣因子 (0.300)､｢人

生観｣質問群の ｢社会的貢献志向｣因子 (0.276)､同質問群の ｢身近な関係性重視｣因子 (0.251)o

これらから言えるのは次のような点である｡ i)に挙がっている3因子は､⑦で見たように "自ら

意居決定しその実現に向かって勤勉に生きることをよしとする"という志向性と関わる因子であり､

したがってこの志向性を伴うという点では､｢競争の正統性承認｣は ｢平等主義肯定｣｢能力主義肯

定｣双方と重なるところがある ⑦ で触れたように､｢平等主義肯定｣ほどではないが ｢能力主義肯

定｣も､この志向性を伴ったものであるので)oii)に挙がっている3つの因子は､.｢成功｣を ｢肯

定｣し ｢志向｣することと関わる因子であり､そうした ｢成功｣の ｢肯定｣･｢志向｣は③で見たよ

うに ｢能力主義肯定｣と正の方向で強く関連している (逆に⑧で見たように ｢平等主義肯定｣とは

どちらかというと負の方向で相関している)傾向性であり､その傾向性を ｢競争の正統性承認｣意

識もまた伴っている.iii)の ｢職業上の安定性志向｣は､④で見たように ｢能力主義肯定｣と比較

的強い相関が見られるものであり､その志向性を ｢錬争の正統性承認｣意識も共有している｡iv)

の3因子はいずれも､⑥で見たように人とのつながりを重視する志向性という点で共通性をもって

おり､その志向性は ｢平等主義肯定｣意識との相関が強い｡それを ｢競争の正統性承認｣意識もま

た伴っている｡以上 i)～iv)より､｢競争の正統性承瓢｣の意識は､ある部分では ｢能力主義肯定｣

の意織が帯びている傾向性を共有し､また別の部分では ｢平等主義肯定｣の意識が帯びている傾向

性を共有しているというような性格のものであると言えるだろう｡

⑪ ｢能力主義肯定｣因子･｢平等主義肯定｣因子･｢疑争の正統性承認｣因子と学校に関する諸変数 (｢学
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校観｣質問群の諸因子､｢高校についての主観的レリバンス｣質問群の諸因子､｢成績自己評価｣､｢試

験-のコミットメント｣)との相関関係がどうなっているかを見てみる｡ i)｢能力主義肯定｣因子

と学校に関するこれらの諸変数との間の相関係数の絶対値はあまり大きくない (0.004-0.136)｡

並)｢平等主義肯定｣因子は､｢高校についての主観的レリバンス｣質問群の3つの因子 ｢友人関係

レリバンス｣｢社会生活レリバンス｣｢進路レリバンス｣との間に一定の相関が見られる (相関係数

はそれぞれ0.282､0.272､0.243)0iii)｢競争の正統性承認｣因子は､｢成績自己評価｣得点との間

には比較的強い相関があり (相関係数 0.364)､それ以外でも ｢進路レリバンス｣因子 ･｢社会生活

レリバンス｣因子 ･｢フォーマルな学校秩序-の適応｣因子 ･｢友人関係レリバンス｣因子との間に

ある程度の相関が見られる (相関係数はそれぞれ0.279､0.263､0.257､0.216)oこれらi)～id)

から推測できることは､次のような点である｡つまり､上記の諸変数によって示される限りでの学

校における体験は､生徒の ｢能力主義肯定｣の意識を強めたり弱めたりすることにはさほどつなが

らない｡が､｢平等主義肯定｣の意識は､生徒が ｢レリバンス｣を感じるような体験を学校で行って

いるほどより強くなる傾向が見られる｡｢競争の正統性承認｣は､三者の中では最も､学校での体験

のいかんによってその程度が強弱される傾向がある (とりわけ ｢試験-のコミットメント｣の程度

は ｢競争の正統性｣を認めるか否かの程度と強く相関している)0

⑫ ｢能力主義肯定｣因子 ･｢平等主義肯定｣因子 ･｢競争の正男対生承認｣因子と ｢家族文化資本｣成分

とは､相関関係はどれもあまり強くない (3つの因子得点各々と成分得点との間の相関係数は､そ

れぞれ0.087､0.170､0.149)｡が､3者の中では相対的に ｢平等主義肯定｣と ｢家族文化資本｣と

の間の相関が強く表れている｡したがって､少なくとも今回の調査の調査票に盛り込まれた質問-

の回答から判断できる限りでの家族の文化揮散最､そこに埋め込まれている階層的差異は､｢能力主

義肯定｣･｢平等主義肯定｣･｢競争の正統性承瓢｣の意識の程度にさほど強い影響を及ぼしてはいな

いが､その中でも ｢平等主義肯定｣意軌ま ｢家旋対ヒ資本｣が大きい家族の生徒のほうがより強く

なっている､ということが言えるだろう｡

3 まとめ

以上､今回の調査から得られた知見とその含意について示してきた｡最後にそのまとめを行いたい｡た

だ､ここまでに示してきた限りでも､調査結果のデータから引き出された知見の量棚彰大であり(さらに､

ここまでの分析とはまた異なる点に着目すれば､そこから引き出される知見もまた多数あり得､その合意

するところも様々に考えられることになるだろう)､それらに網羅的に言及した形でのまとめを行うことは

できなし㌔ 以下では私自身が特に気に留め､今後さらに精密に分析していきたいと考えているいくつかの

点を簡単に示して､本報告書を閉じたいと思う｡

(a)I(9)で今回のデータ分析の際の ｢方針｣として示した､回答者である生徒が通っている学校の ｢ラ

ンク｣による回答傾向に違いに関しては､様々な点でその違いが見出される｡

払)その違いはしばしば､ある ｢ランク｣の高校に在籍するに至ったこれまでの体験､現在の体験､さ

らにはその ｢ランク｣の高校に今在籍しているということから展望される将来像に左右される形で

生じている｡例えば ｢能力主義肯定｣の程度の強弱は､回答者の在籍学級の ｢ランク｣の高低と系

統的に対応しているが､そのことは､｢能力主義｣によって利益を得られる蓋然性の高低と､また多

分にそれを原理として人々の配分される ｢成功｣を手に入れられる蓋然性の高低と､それらの肯定

する､あるいは否定する傾向の強弱とが対応していることを意味していると考えられる (Ⅱ1④参

照)0

(C)｢はじめに｣やⅠ(1)で述べた今回の調査の課完熟こ照らしてⅢ2でも特に着目して分析した ｢能力

主義肯定｣､｢競争の正統性承瓢｣､｢平等主義肯定｣の意識は- ｢能力主義肯定｣については払)

でも触れたとおりであるが一一-1 前二者は ｢ランク｣5で最も強く ｢ランク｣1で最も弱い､後者

は ｢ランク｣1で最も強く ｢ランク｣5で最も弱くなっている (Ⅱ1@⑤参照)0

(d)ただ､｢能力主義肯定｣､｢競争の正統性承認｣の場合はその程度と ｢ランク｣の高低とが系統的に

対応しているが､｢平等主義肯定｣の場合はそうではなく､｢ランク｣4が ｢ランク｣1に次いでそ
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の程度が強くなっている (Ⅱ1④参照)｡｢ランク｣4の位置にある生徒はそのような ｢平等主義肯

定｣志向の相対的強さに加えて､自己意識の面では､｢自己肯定感｣を強く抱くことができ､｢自律｣

的であろうとし､自己の ｢欲求｣を ｢充勘 しようとすることに頗跨なく､自分の掲げた ｢目標｣
を ｢歯式｣しようとする構えをもち､また対他関係の面においても､｢共同･協同志向｣的であり｢社

交性｣もあり ｢全面的関係性｣を取り結ぶことができている､という傾向が相対的に強い (Ⅲ1③

参照)0 ｢ランク｣の上でセカンド･ベストの位置にある生徒たちのこうした意識がどのように形成

されているのか､興味深いところである｡

(e)｢能力主義肯定｣の意識は､払)(C)で触れたように所属学級の ｢ランク｣がより高い生徒において

より強く見出されるものではあるが､しかしそうした ｢ランク｣の違いを問わず調査のサンプルと

なった高校生の間に広く見られるものである｡しかし､｢平等主義肯定｣の意識もそれに劣らぬほど

広く行き渡っている (Ⅱ7参照)｡それらに対して ｢競争の正統性承認｣の意識の場合は､生徒の

間での散らばりが大きいことが推測される (Ⅱ8参照)0

0)｢能力主義肯定｣の意識と ｢平等主義肯定｣の意識との間には､正または負の相関が見られるとい

うよりも､無相関の関係があると推測できる.そのことはつまり､一方で能力主義原理による社会

的地位や報酬の配分を肯定的に評価しつつ､他方でそのことの結果として格差があまりに大きくな

ることに対してはそれを否定的に評価し､またその配分原理の下で困窮している人がいれ樹可らか

の援助をすべきだと考える人が少なからずいるということを意味している (Ⅱ2① ｡

(∂ただしここでの分析の対象となった ｢平等主義肯定｣の意識とは､努力･勤勉といった価値に対し

て対抗的であるような性質のものではなく､努力 ･勤勉であるにもかかわらず不遇な者に対してサ

ポートがなされるべきとするような性質のものであることが推測される (Ⅲ2⑦参照)0

OJその ｢平等主義肯定｣意識は､人とのつながりを重酔する志向性のひとつの側面･要素としてある

ものだと推測される (Ⅱ2⑥参照)0

(i)今回の調査の調査票に盛り込まれた学校関連の質問-の回答からわかる限りでは､学校における体

験は､生徒の ｢能力主義肯定｣の意識を強めたり弱めたりすることにはさほどつながっていない｡

が､｢平等主義肯定｣の意軌ま､生徒が ｢レリバンス｣を感じるような体験を学校で行っているほど

より強くなる傾向が見られる｡｢競争の正樹生承認｣は､三者の中では最も､学校での体験のいかん

によってその程度が弓朗弓される傾向がある (Ⅲ2⑪参照).
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