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〔資　料〕

「ふつうさ」の固有文化心理学的研究：

人を形容する語としての「ふつう」の望ましさについて 

1）

大　橋　　　恵 山　口　　　勧

東京大学2） 東京大学

要　　　約

日本人には自分を「ふつう」よりも「ふつう」であると知覚する傾向がある（Ohashi & Yamaguchi, 2004）。

このように自分の「ふつうさ」を過大視することから，日本では人を形容する言葉としての「ふつう」に望

ましい意味が付与されていると考えられる。本研究は，「ふつうであること」は好意及び望ましい特性と結び

ついてとらえられているという仮説を立てた。大学生 150 名及び社会人 61 名にある一定の条件にあった人物

を想起させ，その印象を測定する方法で，「ふつうの人」は，「ふつうではない人」よりも好かれていると知

覚されていることを示した。さらに，「ふつうの人」の印象は「良い意味でふつうの人」の印象に近く，「ふ

つうではない人」の印象は「悪い意味でふつうではない人」に近いか（大学生）「良い意味でふつうではない

人」よりも悪かった（社会人）。固有文化心理学の立場から理論的な考察を行った。

キーワード：固有文化心理学，日本人，ふつう，対人認知

心は基本的に社会的な産物であり，心理学の理論や方

法を考えるためには文化的背景を考慮することが大切で

あることが近年再認識されつつある。このような認識に

理論的な基礎を提供するのが，文化心理学（cultural

psychology, e.g., Cole, 1996; Shweder, 1990）と固有文化心

理学（indigenous psychology; e.g., Kim & Berry, 1993）であ

る。どちらの立場も，心性単一性の前提を無条件におく

従来の一般心理学を批判し，文化的な文脈において心性

を理解する必要があることを強調する。この二つの立場

には理論的に大きな違いはないが（Yamaguchi, 2003），固

有文化心理学は日本における社会心理学的研究で採用さ

れる方法論に大きな変換を迫る。この立場では，研究対

象となる文化に育った研究者がその文化で用いられてい

る概念を用いた研究をまず行うべきであると主張する。

すなわち，ある文化に固有の心理的な法則性をその文化

に生まれた研究者がその文化で使われている概念を用い

て研究するという，ボトムアップ式のアプローチの重要

性を強調する。本研究は，少なくとも日本人にとっては

「ふつうであること」（以下，「ふつう」又は「ふつうさ」

と略す）が特別な意味を持っていると考え，固有文化心

理学の主張する方法論によって，「ふつう」のもつ心理学

的な意味を実証的に吟味する。

「ふつう」の固有文化心理学

日本文化における「ふつう」

「ふつう（普通）」は，我々の日常生活の中で頻繁に使
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われる語のひとつである。社会言語学によれば，ある言

語においてある言葉が存在し日常的に頻繁に使用される

ということは，その文化において，それが他とは区別す

べき重要な概念であることを意味するという（鈴木，

1973）。さらに，日常的に用いる言葉には，人の思考・行

動に 重 要 な役割を果た す 通俗的 な 考 え 方（folk

psychology）が反映されていると考えられるから（Bruner,

1990），「ふつう」は，日本人の物事の判断にとって重要な

概念であると考えられる。

実際に，「ふつう」は人や物や状態を形容するために広

く日常的に使われている。例えば，最大の国語辞典であ

る日本国語大辞典（日本国語大辞典編集委員会，2001）に

は 50種類の複合語が掲載されている。また，英語では多

様な表現によって形容する事柄を，日本では「ふつう」の

一語で表現することが多い。例えば，「普通教育」「普通

選挙」「普通預金」「普通郵便」「普通列車」など，共通し

て取り上げられる複合語の英語表現を調べると，頻繁に

用いられる common，general，ordinary などに加え，local

train（普通列車）や open check（普通小切手），commercial

bank（普通銀行）のように「ふつう」とは直接関連がない

語が使われるケースまである。このように，「ふつう」は

広く様々な日常的な事象を形容するのに使われている。

このように，少なくとも日本人にとって重要な概念と

考えられる「ふつうさ」だが，これまでほとんど実証的

な研究が行われてこなかった。そこで，本研究は固有文

化心理学的なアプローチを用いて「ふつうさ」について

考えてみることにした。

固有文化心理学は，その地域に土着で，その地域の人々

のためにデザインされた科学的な心性の研究を指す（Kim

& Berry, 1993）。このアプローチでは，人々がいかに自分

自身や世界を理解しているかについての証拠を収集し，

組織立て，解釈しようとする。固有文化心理学は特定分野

の研究を目指すものではなく，心性のどのような側面も

研究対象となりうるが，本研究で取り上げる「ふつうさ」

は，日本で重要な概念で価値も置かれているが欧米中心

の心理学においては研究がほとんどないことから，固有

文化心理学的アプローチが特に適していると考えた。

「ふつうさ」についてのおそらく最初の実証的研究にお

いて，Ohashi & Yamaguchi（2004）は，日本人が自分の

「ふつうさ」を過大評価する傾向を明らかにしている。こ

の研究では，日本人を対象に，様々な出来事について平

均的な人と比べて自分が経験する可能性を尋ねた。その

結果，日本人には自分は頻度の高い出来事（e.g.，失恋す

る，平穏な老後を過ごすなど）を平均的な人よりも経験

する可能性を高く，頻度の低い出来事（e.g.，宝くじに当

たる，不治の病にかかるなど）を経験する可能性は平均

的な人よりも低いと考える傾向を示した。高頻度の出来

事は経験するほうが「ふつう」であり，低頻度の出来事

は経験しないほうが「ふつう」であるため，この結果は

自分の将来について過度に「ふつう」であると考えてい

ると解釈できる。このようなバイアスの原因にはさまざ

まなものがありうるが，有力な原因として，少なくとも

日本文化では「ふつうさ」が良い意味を持つからではな

いか，と我々は考えた。一般的に，人は自分を望ましく

知覚する傾向がある（e.g., Taylor & Brown, 1988）ことを

考えれば，「ふつうさ」には望ましい意味が付与されてい

ると考えるのが自然であろう。

実際，「ふつう」であることは，これまでの研究で主張

されている日本文化の伝統的な価値観と矛盾しない（e.g.,

Lebra, 1976; Markus & Kitayama, 1991）。また，1980 年代

以降脚光を浴びてきた個人主義・集団主義の程度という

文化の説明軸（Triandis, 1989; Kim, Triandis, Kagitcibasi,

Choi, & Yoon, 1994）や文化的自己観という文化の説明軸

（e.g., Markus & Kitayama, 1991）からも，日本では「ふつ

う」に価値が置かれることが推測される。まず，個人主

義とは，内集団の目標よりも自分個人の目標を優先させ

る傾向を指す（Triandis, 1989）。個人主義文化では，個人

意識や個人の自立性・独自性・自由が強調され，個人の

権利とプライバシーが尊重されると考えられている。一

方，集団主義とは，集団の目標を個人の目標よりも優先

させる傾向を指す。集団主義文化では，他の人や環境と

の相互依存や集団を基盤としたアイデンティティが形成

され，周囲の人々との譲り合いや感情的な相互依存が重

視されると考えられている。このような軸を考えると，日

本人はやや集団主義的であると言われている（Hofstede,

1980）。また，文化的自己観という考え方は，自己につい

ての認識に焦点を当てて文化差を論じる。北山ら（e.g.,

Markus & Kitayama, 1991）によれば，欧米文化では，自

己を他の人々からは切り離された存在だとみなす，相互

独立的自己観が優勢である。そして，自己の望ましい特

性や他者と区別しうる特性（uniqueness）を自己の特徴と

して重視するとされている。これに対し，日本をはじめ

とする東アジア文化では，自己は本質的に周りの人々か

ら切り離すことができない存在だとみなす，相互依存的

自己観が優勢で，相互依存的自己観の持ち主は重要他者

との協調関係を志向するとされる。この二つの理論は，日

本人が行動する際，親しい他者の心情を非常に重視する

ことを指摘した点で共通している。こうした考え方に従

えば，周囲の他者に大きな注意を払うひとつの理由は，他

の人と同じか・違うかに特に関心があるからだと考えら



大橋・山口：「ふつうさ」の固有文化心理学的研究：人を形容する語としての「ふつう」の望ましさについて

― 73 ―

れる。他の多くの人たちと同じであることは「ふつう」で

あることを意味するから，日本文化で「ふつうさ」に価

値が置かれていると推測できよう。

ただし，辞書によれば，「ふつう」は良い意味でも悪い

意味でも使われる。例えば，日本で一般的に使用されて

いる類語辞典・反対語辞典は，「ふつう」の類語として

「一般」「通常」「並み・人並み」「尋常」という中立語を

頻繁に挙げている。さらに，「ありふれた」「平凡」とい

うやや否定的な語や「ノーマル」「尋常」というやや肯定

的な語が登場する。「ふつう」の反対語は，良い意味の強

い「特別」とやや悪い意味の強い「特殊」である（e.g.，

徳川・宮島，1975）。したがって，「ふつうさ」には良い

意味と悪い意味がありうるのだが，人を記述するときの

「ふつうさ」は良い意味の方が強いだろうと考えた。

本研究の目的

本研究の第一の目的は，「人を形容するとき」という文

脈を与えた時「ふつう」には望ましい意味があることを

実験的に確認することである。辞書にもあるように，「ふ

つう」にも「ふつうではない」にも，良い意味と悪い意

味の両方がある。このうち，「ふつう」と聞いた時にまず

思い浮かべるもの（いわば「ふつう」のデフォルト値）

は，「ふつう」の悪い面よりも良い面で，「ふつうではな

い」と聞いた時にまず思い浮かべるものは，「ふつうでは

ない」の良い面よりも悪い面であると考えた。具体的な

予測は，以下のとおりである。

予測 1　「ふつうの人」は，「ふつうではない人」よりも良

いイメージを持たれており，好かれているであろう。

予測 2　「ふつうの人」の印象は，「悪い意味でふつうの

人」の印象よりも肯定的で，「よい意味でふつうの人」の

印象と同程度肯定的であろう。

予測 3　「ふつうではない人」のイメージは，「良い意味で

ふつうではない人」の印象よりも否定的で，「悪い意味で

ふつうではない人」の印象と同程度否定的であろう。

なお，「ふつう」という言葉の辞書的な意味からは，具

体的にどのような特性が人の「ふつうさ」と関連してい

るのかまではわからない。そこで，「ふつうの人」につい

て具体的にどのようなイメージが持たれているのかも探

索的に調べた。これが本研究の第二の目的である。

方　　　法

回答者と手続き

一般化可能性を検討するため，大学生と社会人という

二種類のサンプルを用いて研究を行なった。まず，首都

圏のある私立大学で心理学入門の授業に出席していた大

学生 154 名が，授業時間中にボランティアで質問紙に回

答した。その内異性を思い浮かべた 4 名は分析から除外

したため，最終的な分析対象者は 150 名（男性 83 名，女

性 67 名），平均年齢は 18. 3歳だった（標準偏差 .65歳）。

次に，通信制の大学で心理学関係のスクーリング科目を

受講していた社会人 66名が，授業の課題質問紙に回答し

た。異性を思い浮かべた 3 名と指示された人物を思い浮

かべることができなかった2名を分析から除外したため，

最終的な分析対象者は 61 名（男性 14名，女性 47 名），平

均年齢は 38. 9歳だった（標準偏差 9. 21歳）。回答者は，

質問紙の中で指示された条件に合うような同世代同性の

人物を 1人思い浮かべ，その特徴を回答した。

質問紙

同世代同性の人物（以下被評定者と呼ぶ）を 1 人思い

浮かべ，その特徴を回答するように求めた。その際，被

評定者の種類について条件がつけられていた。すなわち，

回答者は以下の 6 条件のいずれかにランダムに割り振ら

れた：「ふつうの人（=統制条件 1）」「ふつうではない人

（=統制条件 2）」「よい意味でふつうの人」「悪い意味でふ

つうの人」「よい意味でふつうではない人」「悪い意味で

ふつうではない人」。

このように具体的に人物を特定して想起させたのは，

「ふつうの人はどんな人か」と尋ねても，回答者がイメー

ジするのが難しいだろうと考えたからである。また，想

起させる人物を同年代同性の人に限定したのは，異なる

年代・異なる性別の者も思い浮かべても良いとすると結

果の解釈が難しくなるからである。例えば，「ふつうの人」

として挙げられた人の年齢が「ふつうではない人」より

も全般的に高かった場合，印象の違いの原因が年齢なの

か「ふつうさ」なのかわからない可能性が高い。さらに，

回答者が意図的に対照的な回答をすることを避けるた

め，被験者間要因デザインを用いた。

従属変数

従属変数は 3種類あった。人を形容するときの「ふつ

う」の望ましさを検討するために，被評定者についての

印象の自由記述及び被評定者の対人魅力を測定した。そ

して，「ふつうの人」にどのような印象が持たれているの

かを探索的に調べるために，性格特性語を用いて被評定

者の印象を測定した。

被評定者の印象の自由記述については，回答者に，被

評定者を表す言葉を自由に3語まで挙げるように求め，挙

げられた語の望ましさをコーディングして分析した（時

間の関係で，この質問は大学生のみを対象とした）。対人
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魅力に関しては，回答者に，「あなたはその人がどのくら

い好きですか」「その人と一緒に行動することはどのくら

い楽しいですか」「その人とあなたはどのくらい親しいで

すか」と尋ね，それぞれ 0（全く［好きで／楽しく／親し

く］ない）から 8（非常に［好き／楽しい／親しい］）ま

での 9点尺度で回答を求めた。

被評定者の印象の測定には 20 対の特性語が用いられ

た。これは，多様な性格特性語を含むものという視点か

ら，本研究とは無関連の他のプロジェクトで使用中のも

のを拝借した。回答者に「その人は，以下の特性にどの

くらい当てはまりますか」と尋ね，0（否定語）から 8（肯

定語）までの 9点尺度で回答を求めた。ただし，利他的

という語が耳慣れなかったためか，「利他的・利己的」へ

回答しなかった大学生が多かった（約 10％）ため，この

対は分析から除外した（具体的な項目は表 3参照）。

類似性

人は自分と似た人に好意を持つことが繰り返し指摘さ

れている（e.g., Byrne, 1997）。したがって，被評定者と自

分との類似性を高く見積もることが原因で，「ふつうの

人」に好印象を持っているというように，類似性が媒介

要因として働いている可能性がある。この点を検討する

ため，被評定者と回答者との類似性を，「その人は，あな

たとどのくらい似ていますか」という質問で測定した（9

点尺度）。

結　　　果

サンプルの種類と性別と被評定者の種類の要因を独立

変数とした三元配置分散分析では，有意な性別の主効果

及び交互作用効果は見られなかった。そこで，以下の分

析は性別をプールして行った。

「ふつう」の望ましさ

まず，人を形容する「ふつう」に望ましい意味が付与

されているかどうかを検討した。このために，被評定者

を表す言葉の自由回答及び対人魅力に関する質問に対す

る回答を用いた。

自由回答語の望ましさ 被評定者を表す言葉を自由に

3つまで記述するように求めた結果，各条件で 66から 80

語の語が挙げられていた。頻繁に挙げられた語は，「ふつ

う」条件では，話しやすい，話が合う，おとなしい，常

識がある，まじめ，明るい，ユーモアがある，しっかり

している，落ち着いている，親しみやすい，価値観があ

う，目立たない，皆に合わせる，信用できるなどだった。

また，「ふつうではない」条件では，目立つ，変わってい

る，自分勝手，何でもないことで怒る，短気，明るい，親

しみやすい，行動力がある，マナーやルールを守らない

などだった。これらの語を独立した二人のコーダー（大

学院生）が「望ましい」「望ましくない」「中立」のうち

一つに分類した。87. 8％の語の分類について二人のコー

ダーの意見が一致した。分類の一致しなかった残りの語

については，三人目のコーダーの判断を加え，多数決に

より決定した。

自由回答の語数に個人差があったので，各人が挙げた

望ましい又は望ましくない語の数ではなく，それぞれの

割合を算出し，個人の印象の望ましさの指標とした。表 1

に示されるように 3），「良い意味でふつう」「ふつう」「良

い意味でふつうではない」人については望ましい語が，

「悪い意味でふつう」「ふつうではない」「悪い意味でふつ

うではない」人については望ましくない語が挙げられる

割合が高かった。

予測 1～ 3 を検討するために，望ましい語の割合及び望

ましくない語の割合のそれぞれについて，被評定者の種類

（6種類）を独立変数とする一元配置の分散分析を行った。

その結果，望ましい語が挙げられた割合（F（5，138）=

17. 13，p<.0001，�
2=.38）及び望ましくない語が挙げられ

た割合（F（5，138）=16. 82，p<.0001，�
2=.38）には被評

定者の種類によって有意な差が見られた。下位検定（ダ

ンカン検定，危険率 5％）の結果，「ふつう」条件では「ふ

つうではない」条件よりも，望ましい語の割合が有意に

高かった。この結果，予測 1 は支持され，「ふつうの人」

には「ふつうではない人」よりも肯定的な印象をもたれ

ていたことが明らかになった。また，「良い意味でふつう」

「ふつう」条件では，「悪い意味でふつう」条件よりも，望

ましい語の割合が有意に高く，望ましくない語の割合が

有意に低かった。したがって，予測 2は支持され，「ふつ

うの人」と「よい意味でふつうの人」には，「悪い意味で

ふつうの人」よりも肯定的な印象をもたれていたことが

明らかになった。更に，「ふつうではない」「悪い意味で

ふつうではない」条件では，「良い意味でふつうではない」

条件よりも，望ましい語の割合が有意に低く，望ましく

ない語の割合が有意に高かった。したがって，予測 3 は

支持され，「よい意味でふつうではない人」には，「ふつ

うではない人」と「悪い意味でふつうではない人」より

も肯定的な印象をもたれていたことが明らかになった。

対人魅力 被評定者の対人魅力を測定した 3項目の相

3）自由回答を挙げなかった者がいたため，分析の対象となったのは 144 名だった。
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関は非常に高かったため（rs（120）>.80，p<.0001），合計

値を対人魅力の指標とした（�=.95）。サンプル，被評定

者の種類ごとの平均値を表 2 に示す。

予測 1～ 3 を検討するために，対人魅力を従属変数と

し，サンプルの種類（大学生，大人）及び被評定者の種

類（6種類）を独立変数とする二元配置の分散分析を行っ

た。その結果，被評定者の種類による効果が有意であっ

た（F（5，199）=11. 27，p<.0001，�
2=.22）。サンプルの

種類の主効果，被評定者の種類とサンプルの種類の交互

作用効果は有意ではなかった（F（1，199）=2. 66，ns，�2=

.06; F（5，199）=1. 73，ns，�
2=.04）。下位検定としてダ

ンカン検定（危険率 5％）をサンプルごとに行った結果，

各サンプルとも，「ふつうの人」を「ふつうではない人」

よりも有意に好意的に評価し（予測 1を支持），「ふつう

の人」及び「良い意味でふつうの人」を「悪い意味でふ

つうの人」よりも有意に好意的に評価し（予測 2を支持），

「良い意味でふつうではない人」を「ふつうではない人」

及び「悪い意味でふつうではない人」よりも有意に好ん

でいた（予測 3を支持）。ただし，社会人は「ふつうでは

ない」人を「悪い意味でふつうではない人」よりも有意に

好意的に評価しており，「ふつうではない」ことに良い意

味も悪い意味も含ませていることがわかった。この点に

おいて，「ふつうではない人」の印象が「悪い意味でふつう

ではない人」と変わらなかった大学生とは異なっていた。

以上，被評定者を表す言葉の望ましさについても，対

人魅力についても，3 つの予測が支持された。したがっ

て，人を形容するときの「ふつう」には望ましい意味が，

「ふつうではない」には望ましくない意味が付与されてい

ることが確認できた。

類似性 質問紙には，被評定者と回答者との類似性を

測定する項目も含まれていた。これは，「ふつうの人」が

好かれるのは，回答者自身との類似性を高く認知するか

らだという解釈を検討するためだった。被評定者の種類

とサンプルの種類を独立変数，回答者自身との類似性を

共変量とし，対人魅力を従属変数とした共分散分析の結

果，確かに類似性が高い被評定者ほど好かれていたが

（F（1，192）=112. 89，p<.0001，�
2=.37），被評定者の種

類の効果も有意であった（F（5，192）=7. 45，p<.0001，

�
2=.16）。したがって，類似性は「ふつうさ」と好印象と

の関係を媒介していないと言える。

「ふつうの人」の持つ性格特性

本研究の第二の目的は，「ふつうの人」とはどのような

人なのかを探索的に調べることにあった。そのために，対

になった性格特性語を用いて被評定者の印象評定を行う

よう回答者に求めた。

性格特性語による印象評定の因子分析 まず，19 対の

性格特性語について因子分析を行った。被評定者の種類

により異なる因子構造が存在する可能性を考え，サンプ

ルの種類・被評定者の種類別に各特性語への回答を標準

化した上で，一括して主因子法の探索的な因子分析を

行った（e.g., Leung & Bond, 1989）4）。固有値の減衰状況は

表1

被評定者を表す語として挙げられた望ましい語と望まし

くない語の割合

条　件 望ましい語 望ましくない語

ふつう M　 SD　 M　 SD　

良い意味で .61 a　 （.39） .14 b　 （.26）

統制条件 .51 a　 （.38） .13 b　 （.21）

悪い意味で .11 b　 （.26） .64 a　 （.33）

ふつうではない

良い意味で .70 a　 （.25） .11 b　 （.34）

統制条件 .14 b　 （.25） .61 a　 （.34）

悪い意味で .13 b　 （.22） .56 a　 （.39）

注）個人ごとに算出した割合の，条件別平均値。同一列

内で同じ英文字がふられていない条件間には，ダンカン

検定で有意な差があった（p<.05）。

表2

被評定者の対人魅力

大学生 大人

条　件 M　 SD　 n　 M　 SD　 n　

ふつう

良い意味で 18.60a　 （4.60） 25　 19.73a　 （3.52） 11　

統制条件 18.50a　 （5.70） 25　 19.44a　 （4.00） 9　

悪い意味で 13.00b　 （6.70） 23　 13.44bc　 （4.28） 9　

ふつうではない

良い意味で 19.90a　 （6.20） 28　 17.80ab　 （6.14） 10　

統制条件 14.30b　 （9.00） 23　 11.82c　 （6.88） 11　

悪い意味で 13.00b　 （9.10） 26　 5.91d　 （3.18） 11　

注）同一列内で同じ英文字がふられていない条件間には，

ダンカン検定で有意な差があった（p<.05）。

4）標準化を行った場合の結果は，行わなかった場合の結果と酷似しており，因子負荷量の相関係数は .96 以上で

あった。
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6. 85，2. 83，1. 60，.97，.91 であり，第 3因子と第 4因子

が比較的格差が大きいこと及び因子の解釈可能性より 3

因子構造と解釈した。この 3因子で全分散の 59％を説明

していた。因子間に中程度の相関があった 5）ため，斜交

回転プロマックス解を採用した。その結果，因子負荷量

は表 3 のとおりになった。第 1因子は，あたたかさ，思

いやり深さ，親切さ，協力的さなどと関連しているため，

利他性と名付けられた。第 2因子は，物知りさ，論理性，

勉強のでき，有能さと関連しているため，知的能力と名

付けられた。第 3因子は，自己主張や決断力と関連して

いるため，自己主張能力と名付けられた。以下，因子得

点（因子負荷量で重み付けした平均値）を用いて分析した。

被評定者の種類による差 サンプルの種類及び被評定

者の種類ごとに，各因子得点の平均値を算出した（表 4）。

そして，各因子について，二元配置の分散分析により被

評定者の種類によって印象がどのように違っているかを

検討した。「ふつうの人」「ふつうではない人」がどのよ

うな性格特性を持つかという疑問は探索的なもので，特

に予測は立てなかった。

まず，利他性因子には，被評定者の種類による有意な

効果（F（5，192）=11. 26，p<.0001，�
2=.23）に加え，被

評定者の種類とサンプルの交互作用効果が見られた

（F（5，192）=2. 75，p<.05，�
2=.07）。サンプルの種類の

主効果は見られなかった（F（1，192）<1，ns，�
2=.00）。

サンプルごとに行った下位検定によれば，「ふつうの人」

は「ふつうではない人」よりも利他性が高いと評価され

ていた。さらに，「ふつうの人」及び「良い意味でふつう

の人」は，「悪い意味でふつうの人」よりも有意に利他性

が高いと評価されていた。これらの結果は，「ふつうの人」

の良い面が利他性の高さであることを意味する。これに

加え，大学生は，「良い意味でふつうではない人」は，「ふ

つうではない人」及び「悪い意味でふつうではない人」よ

表3

被評定者の評定に用いられた性格特性語の因子分析結果（主因子法Promax回転解）

性格特性
因子

利他性 知的能力 自己主張能力

親切な・不親切な .83 .34 .05

創造的な・非創造的な .34 .48 .33

勉強のできる・できない .26 .74 .20

あたたかい・つめたい .87 .26 –.03

親しみやすい・親しみにくい .78 .22 .21

物知りな・物知りでない .23 .65 .31

思いやりのある・ない .87 .45 .02

論理的な・非論理的な .15 .71 .21

責任感のある・ない .55 .59 .33

自己主張する・しない .10 .24 .63

謙虚な・謙虚でない .48 .36 –.19

決断力のある・ない .33 .49 .63

合理的な・非合理的な .33 .50 .42

協力的な・非協力的な .77 .36 .20

有能な・無能な .51 .83 .43

自分に自信のある・ない –.07 .17 .60

正直な・不正直な .50 .29 .18

物事に対処する力のある・ない .50 .66 .63

人とうまくやっていける・ない .63 .28 .37

説明される分散（他の因子に説

明される部分をのぞく）
5.58 4.61 2.62

5）知的能力因子は，利他性因子及び自己主張能力因子と正の相関があった（r=.41，r=.33）。また，利他性因子と

自己主張能力因子との相関は，r=–.02 だった。
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りも有意に利他性が高いと考えていた。これは，「ふつう

の人」と指示された場合に思い浮かべる人が，「悪い意味

でふつうの人」よりも「良い意味でふつうの人」に近い

ことを示す。ただし，社会人は，「良い意味でふつうでは

ない人」と「ふつうではない人」の利他性は同程度で，

「悪い意味でふつうではない人」はこの 2者よりも有意に

利他性が低いと考えていた。

知的能力についても，被評定者の種類による有意な効

果（F（5，192）=6. 71，p<.0001，�
2=.15）と被評定者の

種類とサンプルの交互作用効果が見られた（F（5，192）=

3. 03，p<.02，�
2=.07）。サンプルの種類の主効果は見ら

れなかった（F（1，192）=1. 44，ns，�
2=.01）。サンプルご

とに行った下位検定によれば，大学生は，「悪い意味でふ

つうではない人」と「ふつうではない人」の知的能力は

「良い意味でふつうではない人」よりも劣っていると判断

した。ただし，「ふつうの人」と「ふつうではない人」の

間，「ふつうの人」についての 3条件間には差はなかった。

一方社会人は，「悪い意味でふつうではない人」は他のど

の人たちよりも知的能力に劣ると判断していた。

自己主張能力にも被評定者の種類による有意な効果

（F（5，192）=3. 70，p<.01，�
2=.09）と被評定者の種類と

サンプルの交互作用効果が見られた（F（5，192）=2. 89，

p<.01，�2=.07）。サンプルの種類の主効果は見られなかっ

た（F（1，192）=2. 89，ns，�
2=.01）。サンプルごとに行っ

た下位検定によれば，大学生は，「良い意味でふつうの人」

は「悪い意味でふつうの人」よりも自己主張能力が高く，

「良い意味でふつうではない人」は「ふつうではない人」

よりも自己主張能力が高いと考えていた。「ふつうの人」

と「ふつうではない人」の間には差はなかった。一方社

会人は，「悪い意味でふつうではない人」は他のどの人た

ちよりも自己主張能力に劣るとしていた。

考　　　察

「ふつう」の望ましさ

本研究は，自由回答で挙げられた被評定者を表す語の

望ましさ及び対人魅力を指標として，人物を形容すると

きの日本語の「ふつう」には望ましい意味が付与されて

いるということを示した。近年，日本人の価値観や行動

の変化が指摘されており（e.g., Matsumoto, 2002），新聞や

雑誌などで特別に優れることや個性が強調されつつあ

る。それにもかかわらず，本研究では大学生も社会人も

人を形容する時の「ふつう」を肯定的にとらえていた。

一方，人を形容するときの「ふつうではない」の評価

は，大学生と社会人とで異なっていた。特に，「悪い意味

でふつうではない」人として，社会人は，大学生と比べ，

より対人魅力が低く，利他性に欠け，知的能力・自己主

張能力も低い人物を想起する傾向があった。これは人生

経験が長いために，社会人は，極端に「悪い意味でふつ

うではない人」と身近に付き合った経験があったためで

はないかと考えられる。しかし両サンプルは「良い意味

でふつうではない人」の印象が「ふつうではない人」よ

りも肯定的である点では共通しており，「ふつうではな

い」には「ふつう」ほどの良い意味はないことがわかった。

以上の結果は，人を形容する言葉としての「ふつう」に

は良い意味も悪い意味もありうるが，人々が一番はじめ

に思い浮かべるのは良い意味の方であることを示してい

る。本研究では，「ふつうの人」「ふつうではない人」そ

れぞれについて 3種類の評価対象を設定していた。どの

表4

対象人物の印象

利他性 知的能力 自己主張能力

学生 大人 学生 大人 学生 大人

条　件 M　 SD　 M　 SD　 M　 SD　 M　 SD　 M　 SD　 M　 SD　

ふつう

良い意味で 47.14a　 （9.72） 54.56a　 （9.34）41.94ab　 （8.54） 48.91a　 （10.23）26.92ab　 （6.57） 30.74a　 （6.81）

統制条件 46.82a　 （12.18） 52.98a　 （9.30） 41.56abc　（11.50） 50.22a　 （9.35）25.49bc　 （7.32） 32.64a　 （5.83）

悪い意味で 35.59b　 （9.87） 41.19b　 （15.43）34.45c　 （9.97） 40.01a　 （14.93）22.12c　 （6.62） 27.08a　 （9.47）

ふつうではない

良い意味で 48.74a　 （14.22） 46.84ab　（10.36） 46.04a　 （11.41） 44.47a　 （9.15）30.33a　 （8.08） 29.58a　 （5.68）

統制条件 37.60b　 （15.17） 38.79b　 （14.17）36.99bc　（11.56） 42.25a　 （12.65）25.16bc　 （6.96） 29.30a　 （7.26）

悪い意味で 36.38b　 （16.34） 22.73c　 （12.84）36.68bc　（14.60） 25.92b　 （10.30）26.74ab　 （8.23） 20.05b　 （7.30）

注）因子得点を用いた。同一列内で同じ英文字がふられていない条件間には，ダンカン検定で有意な差があった（p<.05）。
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条件でも誰かしらを回答者が思い描いて回答をしたこと

から，「良い意味のふつう」も「悪い意味のふつう」も人

は思い浮かべることができることがわかる。自由記述の

回答に望ましい語と望ましくない語の両方が出ているこ

とからも，「ふつう」や「ふつうでない」に肯定的な側面

と否定的な側面があることは明らかであろう。しかし，

「ふつうの人」と指示された時に思い浮かんだ人物は，「良

い意味でふつうの人」と指示された時に思い浮かべた人

物と対人魅力・性格特性において似通っていたことから，

「ふつうの人」といわれて先に思い浮かんだのは良い意味

のほうであると考えられるだろう。

「ふつうの人」の持つ特性とその社会的な機能

本研究では，具体的にどのような特性が「ふつうさ」と

関連しているのかをも探索的に調べた。その結果，「ふつ

うの人」は，「ふつうではない人」と同程度の知的能力と

自己主張能力があり，「ふつうではない人」よりも利他性

に優れていると思われていた。さらに，「ふつうの人」の

利他性は「よい意味でふつうの人」と同程度で，「悪い意

味でふつうの人」より高かったことから，「ふつうの人」

の良い面は利他性が高いことだとみなされていることが

示唆された。

利他的であることは，集団の和を重視するという日本

の伝統的な価値に適合している。日本人は，周囲の重要

他者との関係に非常に価値を置くと言われている（e.g.,

Lebra, 1976; Markus & Kitayama, 1991; Yamaguchi, 1994）。

「ふつうの人」の特徴である利他性の高さは，日本で重視

される他の人たちとの良好な関係を形成・維持すること

に役立つため，この価値に合っていると考えられる。こ

の意味でも，人を形容する言葉としての「ふつう」には

望ましい意味があると考えられる。

以上のように，本研究で得られた知見は日本文化にお

ける伝統的な価値観と一貫している。しかしながら，こ

のことから直ちに，「ふつう」に肯定的な意味を付与する

現象が日本文化に限定されると結論づけることはできな

い。確かに，「ふつう」は，欧米で強調される「優秀さ」

「独自性」という価値観（e.g., Markus & Kitayama, 1991）

とは一致しないように見える。しかしながら，ある文化

の中で適切な成員に成長するためには，その文化の価値

や規範を取り入れ，他の成員たちの行動を見習い，他の

成員と同様に「ふつうに」振る舞う必要がある。逆に，も

しそうでなければ，文化内での価値・行動の類似や文化

の継承は起こらないだろう。したがって，欧米において

も「ふつうの人」は望ましくとらえられている可能性が

残されている。

日本人の自己高揚あるいは自己卑下との関連

欧米では一般に自分を肯定的に評価する傾向が見られ

ている（e.g., Taylor & Brown, 1988）。しかし，日本をはじ

めとする東アジアで同様の傾向があるかどうかについて

は結論が出ていない。自己をむしろ否定的に認知するこ

とを示す研究と（e.g., Heine, Takata, & Lehman, 2000），欧

米同様に自己高揚傾向があることを主張する研究があり

（e.g., Sedikides, Gaertner, & Toguchi, 2003），議論の余地が

残されている（Heine, 2003参照）。

本研究はこの論争に直接関わるものではないが，自己

評価の肯定性を考える際に重要な知見を提供している。

なぜなら，何が自己肯定的で何が自己否定的なのかが文

化的な文脈によって異なる可能性を本研究の結果は示唆

しているからである。すなわち，日本人にとっては，「ふ

つう」が十分に良い意味なのであるから，人並み外れて

よい特性をもっていると主張しなくても，自分は「ふつ

う」であると主張しているだけで，自己高揚していると

考えることができる。一方，「ふつう」が肯定的な意味を

持っているとしても，日本ほど肯定的な意味を持ってい

なければ，自分の肯定的な自己評価を表明するためには，

他者より優れていることを強調する必要が出てくるであ

ろう。実際，自分個人の事柄に対する明示的な自己高揚

バイアスが小さい又はないと言われる日本人が（e.g.,

Heine, Lehman, Markus, & Kitayama, 1999），暗黙の指標や

（Kitayama & Karasawa, 1997; 山口・村上，2000）や間接的

な指標（村本・山口，1997）では自己高揚傾向を示すこ

とが，「ふつう」でも望ましいという上の解釈と一貫してい

る。もちろん，こうしたことは今後の比較文化的な研究

によって明らかにされていくことがらであるが，少なく

とも本研究は日本的な自己高揚或いは自己卑下について

考える際に重要な知見を提供していると考えられる。

本研究の意義

「ふつう」が良い意味を持つという本研究の結果は，日

本社会の様々な現象を説明する。例えば，日本人は減点

主義であり，自分の良い面よりも悪い面に注目する傾向

が指摘されているが（e.g.，東，1994），この背景には自分

を「ふつう」だと見たい動機があるのではないか。欧米

人が自分の得意な面を伸ばすように努力するのに対し，

日本人は自分が不得意な面の改善を目指す傾向があるこ

とが様々な比較研究から指摘されている。例えば，Heine,

Kitayama, Lehman, Takata, Ide, Leung, & Matsumoto（2001）

は，アメリカ人は成績の良かった課題に長時間取り組む

のに対し，日本人は成績の悪かった課題により長く取り

組むことを報告している。確かに，「反省」という語にも
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現れているように，日本の学校や家庭では，できたこと

を喜ぶよりもできなかったことに注目するように仕向け

る傾向がある（e.g., Stigler & Perry, 1988）。また，日本人

の社会的経済的地位の認知は「中」方向にバイアスがか

かっていることを示されている（e.g.，経済企画庁，1997）。

例えば，高収入者（年収が上から 5％以内の者）であって

も 84. 0％が自分を「中」と回答している（1985 年社会階

層と社会移動全国調査委員会 , 1988）。特に高収入者まで

自分を「中」とみなすこのような判断は理論的にはあり

えないため，「ふつう」であることを望ましく思っている

ためと解釈できるのではないか。

「ふつう」であることがなぜ望ましいのだろうか。東

（1994）は，数々の研究から，日本人は人の気持ちに強い

関心を寄せ，人の気持ちを察することを重視していると

述べている。察しの能力が必要になるのは，言語的に気

持ちや考えを表出することが欧米文化よりも少ないため

であろう。「ふつうの人」は，「ふつうではない人」より

簡単に多くの他者と気持ちを共有することができるた

め，他者との情緒的なつながりを得やすいと考えられる。

それは関係性を大切にする日本においては大きな利点で

あろう。

今後の課題とまとめ

本研究には，以下に述べる三つの課題が残されている

と思われる。第一に，本研究は，被評定者を回答者が自

由に想起するという手法を取ったため，被評定者と回答

者との関係が統制されていない。そのことが結果に影響

を与えた可能性がある。我々は回答者と被評定者の知覚

された類似性を分析に入れることである程度この問題を

回避したと考えているが，「ふつう」の人としてどのよう

な関係の相手を思い浮かべるのかを具体的に調べること

は興味深い。

第二の課題は個人差の考慮である。本研究は，一般的

に「ふつう」に良い意味を付与する傾向があることを示

した。このようにサンプル全体の傾向に焦点を当てた議

論には，個人差を考慮できないという問題がある。日本

の中にも伝統的な価値観を持つ程度に年代差・集団差が

ある（e.g., Matsumoto, 2002）。中には「ふつう」を望まし

く思わない者もいるであろう。今後は，個人差を考慮し

た研究が望まれる。

最後に，本研究では，一般的に「ふつう」であること

がどのように認知されているかに焦点を当てたため，全

ての文脈を捨象して議論を進めてきた。しかし，「ふつう」

にはよい意味と悪い意味とがあるため，どちらがより優

勢となるかが文脈に依存しているとは十分に考えられ

る。例えば，どのような人間関係においても「ふつう」が

望ましいとは限らない。友人グループなど内集団におい

ては「ふつう」にしていたほうが好かれるかもしれない

が，外集団と競争関係にある職場などの状況では「ふつ

う」よりも「ふつうではない」ほうが好かれるかもしれ

ない。東アジア人は内集団と外集団の区別が明確である

という知見（e.g., Kim et al., 1994; Triandis, 1989）を考慮

すればありえることである。このように「ふつう」であ

ることの望ましさは，一緒にいる相手や状況によって変

化すると考えられるので，今後は文脈や対人関係も考慮

した研究が望まれる。

本研究は固有文化心理学の立場から，日本文化におい

て人を形容する時の「ふつう」に込められた心理学的な

意味について考えた。本研究からわかったことは，辞書

では「ふつう」に肯定的な意味は強くないが，人を形容

するときの「ふつう」には肯定的な意味が付与されてい

るということである。さらに，「ふつう」の人は利他性が

高いととらえられており，これらは日本で重視される周

囲の他者との良好な関係の維持に役に立つ特性だと考え

られる。さらに，人並み外れて良い特性を持っていると

主張しなくても，自分は「ふつう」であると主張するだ

けで，日本人は自己高揚している可能性を本研究の結果

は示しており，日本人の自己肯定性を考える上で意義深

い。日本文化を独自に分析するという固有文化心理学的

なアプローチを採用したことにより，このように，米国

での研究に依存したこれまで手法では取り上げられるこ

とのなかった現象を明らかにすることが可能になったと

我々は考えている。今後，こうした手法によって，これ

までは見過ごされてきた興味深い身近な現象を明らかに

することが可能になるであろう。
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On desirability of “ordinary” as a person descriptor adjective: An approach from indigenous
psychology

MEGUMI M. OHASHI (The University of Tokyo)

SUSUMU YAMAGUCHI (The University of Tokyo)

Japanese have a biased tendency to view themselves as being more ordinary than ordinary people (Ohashi &

Yamaguchi, 2004).  The existence of such bias, which overemphasizes one’s ordinariness, suggests that being

ordinary person may be desirable in Japanese culture.  The present study hypothesized that being ordinary is

associated with desirable traits and higher likeability in Japanese culture.  Japanese university students (N=150)

and adults (N=61) were asked to evaluate one of six target persons, who were described either as ordinary,

ordinary in a good sense, ordinary in a bad sense, extraordinary, extraordinary in a good sense, or extraordinary in a

bad sense.  Results supported the hypothesis: Ordinary people, as compared with extraordinary people, are more

likeable and they are perceived as having desirable traits to a greater extent.  In addition, impressions about

ordinary people are similar to those about people who are ordinary in a good sense, whereas impressions about

extraordinary people are similar to those about people who are extraordinary in a bad sense (student sample) or at

least worse than extraordinary people in a good sense (adult sample).  Theoretical implications of the findings are

discussed.

Key Words: indigenous psychology, cultural psychology, Japanese, ordinary, person perception
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