
青年期集団と非行に関する研究は古くから数多く行
われてきたが（Short & Strodtbeck, 1965; Thrasher, 1927），
それは少年たちにとって仲間集団が重要な意味を持つ
ためである。平成 29年版犯罪白書（法務省法務総合研
究所， 2017）によると，少年の共犯率は 23.0％であり，
一見すると集団性が弱いように見える。しかしながら，
一貫して成人よりも少年の共犯率が高く，2012年から
2016年までの間，成人はおよそ 10%から 13%の間で
上昇と下降を繰り返し，少年はおよそ 23%から 26%

の間を推移している。これは，少年が成人と比べると，
複数の人間で非行に関与する傾向が高いことを示して
いる。
特に，共犯を伴う非行は，被害者が重傷を負うなど

の深刻な結果を招く可能性がある。こうした背景には，
責任の分散が生じている可能性があり，Deschenes & 
Esbensen（1999）は複数で非行に関与した少年は罪悪
感が弱いことを示した。実際に，ある少年は仲間と共
に別の少年に暴力を振るったが，自分はあまり強く
殴っていないので，中心になって暴力を振るっていた
主犯格の少年が悪いと考えていたケースが報告されて
いる（家庭裁判所調査官研修所， 2001）。　
以上のように，少年の共犯率の高さ，そして複数の
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悪感の希薄さといった心理的問題点から，少年犯罪の
1つの特徴として集団性を挙げることができるだろ
う。
青年期集団と非行に関する初期の理論研究は，社会
学の分野で発展してきた。著名な理論としては， 
Sutherland（1939）の分化的接触理論（differential 
association theory）を挙げることができるが，この理
論は個人と下位文化の相互作用を重視している。社会
は様々な集団（例：地域コミュニティーや会社，仲間
集団など）から構成され，それぞれは独自の規範や文
化を持っており，これが下位文化と呼ばれる。分化的
接触理論によると，犯罪行為は親密な私的集団の中で
学習されるが，特に，その中で犯罪を許容するような
下位文化が存在する場合，個人は非行に関与するよう
になる。つまり，ある青年期集団が非行を許容するよ
うな下位文化を内包しており，そこに所属する少年が
非行下位文化を学習することによって非行が促され
る。
一方，上述したような学習的視点に基づき， Dishion, 

Spracklen, Andrews, & Patterson（1996）は少年が逸脱
的な仲間と付き合う中で，どのような社会化過程を経
て非行に至るのかを検討した。Dishion et al.（1996）
は 13─ 14歳の少年 206名を対象に，二人一組の友人
同士で，身近に起こった問題をどのように解決するか
を議論させた。ビデオで記録した会話内容を「反規範
的（rule-breaking）」と「規範的（normative）」の 2つ
にコーディングし，さらに相手の発言に対する反応を
「笑う（laugh）」と「中断（pause）」にコーディングし
た。そして相手の「反規範的」発言を「笑う」という
肯定反応で強化する過程を逸脱訓練（deviancy 
training） と 定 義 し た（Dishion, McCord, & Poulin, 
1999）。分析の結果，非行少年グループ（双方に逮捕
歴がある）は一般少年グループ（双方に逮捕歴がない）
と比べて反規範的会話に対する強化の割合が高かっ
た。さらに，実験で観察された逸脱訓練量が多いほど
2年後の 15─ 16歳時の非行頻度が増加し，これは過
去の非行経験を統制してもなお見られた。
その他にも，青年期集団と非行に関する研究は数多
く（Lacourse, Nagin, Tremblay, Vitaro, & Claes, 2003; 
Patterson, Dishion, & Yoerger, 2000; Thornberry, Krohn, 
Lizotte, Smith, & Tobin, 2003; Warr, 2002），それらは反
社会性の強い仲間との付き合いが非行を促すという点
において共通しているが，その集団過程は不明瞭で
あった。
この点について，中川・仲本・山入端・大渕（2007）
は，非行集団を対象に非行の集団過程を検討した。非
行集団というと，典型的には暴走族のような集団であ
るが，田村（1977）によると非行集団は「非行を犯す
ことに対するメンバーの心理的抵抗を弱める働きを持
つ集団」（田村， 1977, p. 75）と広義に捉えるのが実状

に沿ったものであると主張している。中川他（2007）
ではこの定義に則り，調査を実施した結果，非行集団
に対する同一化が高まると，少年たちは内集団成員か
ら反社会的評価（例：ケンカが強い，法律を守らない
など）を得ようとして集団非行に関与するという過程
を見いだした。また，岡邉（2008）も非行集団に所属
する少年を対象に非行の発生過程を検討しており，心
理的報酬が集団同一化を媒介して非行を促すことを示
した。これらの研究は，非行集団への同一化が非行リ
スクを高めることを示している。したがって，これを
低減することが非行の抑止につながると考えることが
できる。そこで本研究は，非行集団への同一化を規定
する要因を検討することを目的とした。
集団同一化（group identification）とは社会的アイデ

ンティティ理論（Tajfel & Turner, 1979）を基盤とした
概念であり，ある社会的アイデンティティが自己に
とってどれほど重要であるかという個人差を示すもの
であるが，そもそも非行集団に同一化するのはなぜだ
ろうか。一般に非行集団は反社会的な集団とみなされ，
コスト・ベネフィットの観点からすると，非行集団に
所属することは司法機関のような社会システムから制
裁を受けることはあっても，合法的社会からなんらの
恩恵を受けるものではない。それにもかかわらず，少
年たちが非行集団へ同一化する背景には，仲間からの
好意や援助を受けるといった心理的報酬（Nakagawa, 
Nakamoto, Yamanoha, & Ohbuchi, 2005; 岡邊， 2008）や
互いに友人として認知していることを示す仲間からの
相互指名（Keisner, Cadinu, Poulin, & Bucci, 2002）のよ
うな集団内要因が挙げられている。しかしながら，こ
れらは非行集団だけではなく，部活仲間や友人集団な
どの合法的な青年集団への同一化を高める要因でもあ
るため（Nakagawa et al., 2005），なぜある少年たちが
非行集団へ同一化するのかということを集団内要因だ
けで十分に説明することはできない。
一方，集団同一化は内集団と外集団との関係によっ

て規定される側面も有する。そこで，われわれは非行
集団への同一化を規定する要因として，非行集団と一
般集団（同年代の仲間集団や地域住民など）との集団
間関係に焦点を当てた。日本弁護士連合会（2002）の
調査によると，近所の噂で嫌な思いをしたことがある
と回答した一般の高校生（n = 517）は 8.1%であった
のに対して，非行少年（n = 487）は 24.6%と多かった。
また，非行少年は家族からも心理的，身体的虐待や養
育放棄のようにネガティブな扱いを受ける傾向がある
（内山， 2005）。これらの結果は，非行少年が地域や家
庭内で閉塞感や疎外感を感じていることを示すもので
あるが，これは共犯関係を伴う少年や非行集団に所属
する少年にもいえることである（日本弁護士連合会， 
2002）。これらの調査からは，どのような背景があっ
て少年たちがネガティブな扱いを受けるに至ったかは
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不明であるが，ラベリング理論（Becker, 1963）に基
づくと，非行少年というラベルを付与されることで彼
（女）らが周囲から不当にネガティブな扱いを受けた
可能性がある（Bernburg, 2009）。
このような差別的扱いはどのような結果を招くであ
ろうか。社会的アイデンティティ理論によると，ある
集団（または，社会的カテゴリー）に所属しているこ
とが理由で不利な扱いを受けるのであれば，個人はそ
の集団と距離を置く，または離脱するという方略が取
ら れ る だ ろ う（Tajfel & Turner, 1979）。 し か し，
Branscombe, Schmitt, & Harvey（1999）は拒絶―同一化
モデル（rejection-identification model: 以下，RIMとする）
を提唱し，特定の集団やマイノリティに属していると
いう理由で差別的な扱いを受けた者は自尊心のような
心理的ウェルビーイングを保護するために，内集団へ
の同一化を高めるという仮説を立てた。つまり，マイ
ノリティ集団の一員であるという理由で差別的な扱い
を受けると，むしろ集団同一化が強まる可能性がある
と予測した。Branscombeと共同研究者たちは，アフ
リカ系アメリカ人（Branscombe et al., 1999），女性
（Schmitt, Branscombe, Kobrynowicz, & Owen, 2002）や
老人（Garstka, Schmitt, Branscombe, & Hummert, 2004）
などのマイノリティ集団を対象にこの仮説を検証し，
これを支持する結果を得てきた。同様の知見は実験室
実験でも再現されており，Knowels & Gardner（2008）
は実験参加者に拒絶経験を想起させた後，単語完成課
題を実施すると，集団に関連する単語（例：家族，ク
ラブ，アジア人）をより多く完成させることを示した。
さらに，集団成員性を強調することによって，状態自
尊心が高まることを示した。Knowels & Gardner（2008）
はこの結果について，集団成員性を強調することで，
拒絶による苦痛を緩和しようとする方略であると解釈
している。特に，自己にとって重要である集団はこう
した苦痛を緩和するための資源となりうる。RIMや
Knowels & Gardner（2008）の知見に基づくなら，非
行集団に所属しているという理由で差別を受ける少年
は非行集団への同一化が高まると予想される。
ただし，RIMを非行少年に適用する上で重要なこ
とは，彼（女）らがマイノリティといえるかどうかで
ある。マイノリティとは単純に構成人数の問題ではな
く，特定社会における社会的勢力または地位の観点か
ら不利なポジションに置かれた人たちである（Prislin, 
2009）。藤本（2010）は非行少年が一般少年と比べて
学業成績が悪く，進学希望も中学校または高校までと
する割合が高いことを報告している。さらに，学業成
績だけでなく，学校内の対人関係においても十分な肯
定感を得ることができていないことが示されている
（法務省法務総合研究所， 2011）。これらは，非行少年
は一般少年に比べて進学機会のような社会的資源を得
る機会が制限されているだけでなく，人間関係も良好

とはいえないということを示している。こうした点を
考慮すると，非行少年は社会のメインストリームから
外れており，不利な立場にあると考えられるため，彼
（女）らをマイノリティとみなすことができる。
しかし，Branscombeらが対象としたマイノリティ
と非行少年との間には重要な相違点がある。前者は生
物学的要因によって規定されているため，社会的カテ
ゴリー間を移行する（例：老人が若者になる）ことは
不可能に近い。一方で，後者は社会的に規定されたも
のであり，別の集団へ移行できる可能性がある。個人
が社会的カテゴリー間を移行可能であると期待する程
度のことを集団境界透過性（permeability of group 
boundaries: 以下，透過性とする）と呼ぶ（Brewer, 
2003）。
われわれは，透過性を強く知覚する少年とそうでな

い少年では非行集団への同一化に違いがあると仮定す
る。高い透過性を知覚する少年は非行集団とは別の集
団へ移行が可能であると考え，所属集団に固執する必
要がないので，非行集団への同一化は弱いと予測され
る。しかし，透過性が低いと知覚している少年の場合
には，非行集団が唯一の所属集団となっているため，
所属集団の地位向上や改善を目指す集合的方略を採用
するであろう（Tajfel & Turner, 1979）。集合的方略と
は集団自体の地位を向上させるために集団貢献的に振
る舞い，これによって内集団成員からの受容を図る方
略である。具体的には，他の非行少年たちに受け入れ
てもらえるように，彼（女）らに対して好意や信頼，
仲間意識を示す，つまり，集団同一化を高めるであろ
う。実際，Ellemers, van Knippenberg, & Wilke（1990）
は実験室実験において，透過性を強く知覚している参
加者はそうでない参加者に比べて集団同一化が弱いこ
とを示した。また，現実場面においても，Hersby, 
Ryan, & Jetten（2009）は職場における女性の昇進見込
みの期待（透過性）が弱い女子従業員ほど女性カテゴ
リーへの集団同一化 1が高い傾向にあることを示して
いる。これらの結果は，内集団から外集団への移行が
困難である時，内集団への同一化を高めることを示す
ものである。

本研究の仮説

RIMからすると，非行集団に所属する少年が差別
的な扱いを受けると，心理的苦痛を緩和するために集
団同一化を強めると考えられる。しかし，非行集団に

 1　Hersby et al.（2009）は集団同一化ではなく，アイデンティティ
機能（identity function）と表記している。これは職場の女性ネッ
トワークがどの程度アイデンティティの感覚を提供しているか
をたずねるものであり，女性カテゴリーに対する肯定的な見方
を反映しているという点において，集団同一化を測定している
とみなすことができる。
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所属していることで差別的な扱いを受けている少年で
あっても他集団への移行可能性があり，透過性を強く
知覚している者は，差別的扱いから生じる心理的苦痛
を集団移行によって回避できると感じるので，彼らの
非行集団への同一化が弱まると予測される。一方，非
行集団に所属していても，透過性知覚が弱い少年は，
非行集団が唯一の居場所であると感じ，差別的扱いか
ら生じる心理的苦痛を回避するために，非行集団への
同一化を高めると予想される。以上の議論から「非行
集団に所属していることで差別を受けた少年の中で
も，透過性が弱い（強い）少年は強い（弱い）少年よ
りも非行集団への同一化が強い（弱い）だろう」と仮
説を立てた。

方　　法

回答者と手続き

調査対象者は，九州地方の 4つの少年鑑別所に入所
していた男子少年 103名であった。それぞれの少年の
居室に質問紙を留め置いて個別に記入を求めた後，少
年鑑別所職員が回収した。なお，回答の歪曲を避ける
ためにフェイスシートで，この調査と審判の結果は関
係がないことを明記した。そして，質問紙を配布する
際，この調査は無記名であること，回答は任意であり，
回答したくないときは記入することなく提出して構わ
ないこと，調査結果は後日行われる審判に影響するこ
とはないことを口頭で説明した。また，収集されたデー
タの使用については，調査を依頼した少年鑑別所から
承諾を得た。そのうち，回答に不備のあった 7名を分
析から除外し 2，96名を分析対象とした（Mage = 16.89, 
SD = 1.61）。なお，本調査で対象とした非行集団の成
員はすべて男子少年から構成される。
質問紙の冒頭にて，本件非行を回答するよう求めた
後，本件非行時に単独で関与したのかそれとも複数で
関与したのかということについて回答を求めた。単独
で関与した者は 23名，複数で関与した者が 72名，不
明 1名であり，多くの回答者が複数の人数で非行に関
与していたことが分かる。本件非行の内訳は，窃盗
43件（万引き，自動販売機あらし，ひったくりを含む），

 2　除外対象とした理由は以下のようなものである。調査票の
本件非行欄にて集団共犯を伴う非行（暴力や道交法違反など）
とあるにもかかわらず，集団非行尺度上にて当該行為への関与
回数が 0となっており，回答の信頼性に欠ける（3件）。最初の
頁以降，何も回答していない（1件）。本研究は，男子少年のみ
を対象としているが，集団成員の中に女性や成人の暴力団員が
混じっている（2件）。全ての回答が 2点または 0点であり，著
しい偏りが見られる（1件）。なお，上記の集団非行尺度は分析
対象外であるが，これは 21 項目，7 件法（0 点：全くない─ 6 点：
6 回以上）から構成され，その内容は暴力行為，暴走行為，財産
犯罪，不良行為のカテゴリーに分類される。

傷害 15件，強盗 12件（強盗致傷を含む），道路交通
法違反 12件（無免許運転を含む），恐喝 8件，建造物
侵入 4件，薬物 3件，公務執行妨害 3件，器物損壊 2件，
その他 7件（不法侵入，強盗致死，痴漢，刃物所持，
猥褻行為，犯人隠避，占有離脱物横領を含む）となっ
ている 3。
その後，複数で本件非行を行ったと回答した者は「今

回の非行に関わった時のグループ」，単独で本件非行
に回答した者は「普段，よく一緒にいたグループ」4に
ついて回答を求め，それ以降の所属集団に関する質問
項目は，上記の集団について問うものであった。なお，
所属集団が全くないと回答した者はいなかった。

集団構造

今回の非行に関わった時のグループもしくは，普段，
よく一緒にいたグループについて「暴走族」，「遊び仲
間」，「ギャングチーム」，「その他」の 4つの選択肢の
中から回答を求めた。その際，本件非行時に単独で関
与した者は「あなたが普段よく一緒にいたグループ」
について，共犯を伴う者は「今回の非行に関わった時
のグループ」について回答するよう求めた。所属集団
の構成は暴走族 3名（単独：0名，複数：3名），遊び
仲間 80名（単独：21名，複数：58名，無回答：1名），
ギャングチーム 1名（単独：1名，複数：0名），その
他 12名（単独 1名，複数 11名）であった。
これらの集団の組織構造を構成人数，集団としての

目標（あなたのグループにはメンバー共通の目標はあ
りましたか），集団内の役割（あなたのグループには
役割分担がありましたか），集団名（あなたのグルー
プにはグループ名がありましたか），集団規範（あな
たのグループには規則や決まりごとがありましたか）
の観点から記述する。構成人数は 2─ 3名（14名），
4─ 5名（25名），6─ 7名（25名），8─ 9名（13名），
10名以上（11名），無回答が 8名となっており，集団
規模としては 4─ 7名ぐらいの構成が多かったといえ
るだろう。次に，集団目標および集団内の役割があっ
たと回答した者は各 7名，なかったと回答した者が各
87名，無回答が 2名となっている。集団名があった
と回答した者は 5名，なかったと回答した者は 89名，
無回答は 2名である。最後に，集団規範があったと回

 3　回答者数と本件非行数が合致しないのは，一人で複数の非
行に関与している者がいるためである。
 4　共犯群と同じように，単独犯群が挙げたグループが非行集
団として定義できるのかという疑問が生じる。そこで，単独犯
群と共犯群において集団非行尺度上で差が見られるかどうかを
検討するために，t検定を実施した。その結果，単独犯群（M = 2.65）
と共犯群（M = 2.83）の間に有意な差は見られなかった（t (93) = 
– .630, p = .53）。これは単独犯群が関与していたグループと共犯
群が関与していたグループでは反社会性という点において異な
るものではないことを示している。
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答した者は 12名，なかったと回答した者は 82名，無
回答は 2名であった。これらの結果からは，回答者が
所属していた多くの非行集団は一定の組織性を保持し
ている集団というよりも遊び仲間の延長にあるような
組織性の弱い集団であるといえるだろう。

尺　度

本セクションでは，研究に使用した尺度に関して記
述するが，集団境界透過性を除く各尺度はいずれも 5
件法でたずねている。なお，各得点に対応するラベル
は「0点：全く当てはまらない」，「1点：あまり当て
はまらない」，「2点：どちらとも言えない」，「3点：
よく当てはまる」，「4点：非常によく当てはまる」で
ある。

集団に対する差別　集団に対する差別は，Schmitt 
et al.（2002） や Jetten, Branscombe, Schmitt, & Spears
（2001）が用いた尺度を本研究の文脈に沿うように表
現を改めた。両研究においては，それぞれ独自に作成
した尺度を用いているが，それらの項目内容の基本構
造は「○○（例：女性）のため，××（差別内容）だっ
た」という形式を採用している。
そこで，本研究では，各項目を「グループのメンバー
との付き合いがあったため，○○（差別領域）から×
×（差別内容）があった」という形式で作成した。具
体的には，非行集団に所属していたことで，同級生，
権威（教師や警察），地域住民，家族から差別的な扱
いをどの程度受けたかをたずねた（例：グループのメ
ンバーとの付き合いがあったため，同級生から白い目
で見られることがあった）。なお，それぞれの差別領
域は 4項目から構成され，尺度全体では合計 16項目
を用いている。

集団境界透過性　集団境界透過性は，これまで実験
的文脈で扱われていたため，定型の尺度が作成されて

こなかった。例えば，Lalonde & Silverman（1994）は
集団境界透過性の実験操作として，意思決定課題にお
いて優れた成績を収めることで，別の集団に移行する
ことができると実験参加者に教示した。同様に，
Ellemers, Spears, & Doosje（1997）は実験参加者が問
題解決型の集団課題を実施するにあたり，第 1セッ
ションと第 2セッションで所属集団を変更することが
できることを教示した。2つの実験操作に共通してい
ることは，所属集団以外に移動することが可能か，そ
れとも不可能かを実験参加者に伝達しているという点
である。この操作に基づくと，所属集団以外の移動可
能な集団に関する有無を直接的にたずねることによっ
て集団境界透過性を捉えることができるだろう。
そこで，本研究では，所属していた非行グループと

は別に所属できそうなグループがあったかどうかをた
ずねた。具体的には「あなたはパート Aで選択した
グループとは別に， 仲間に加わることができそうなグ
ループはありましたか」という単一の項目を用い，「は
い」，「いいえ」の 2件法でたずねた。

集団同一化　集団同一化は，所属集団に対する愛着
や集団成員としての自覚をどの程度持っていたのかを
たずねている。Karasawa（1991）は集団同一化を測定
する 12項目の尺度を作成しているが，そこで想定さ
れている集団は学校や会社のような組織化された集団
である。本研究では，非行集団を対象としており，こ
れに適用可能な 9項目を選択した。この際，項目表現
も易しいものに変更した（例：自分のグループがとて
も好きだった）。

結　　果

尺度の分析

集団同一化の因子分析　集団同一化の因子構造を確

Table1 掲載

Table 1
集団同一化尺度の因子構造

項　目 F1 F2

どんな時でもグループのメンバーだけは信頼できる。 .834 – .001

グループの外よりもグループの中に親友が多くいた。 .778 – .110

自分のグループがとても好きだった。 .768 .020

グループのメンバーにとても親しみを感じる。 .704 .112

自分のグループにプライドを感じていた。 .008 .792

自分はグループのメンバーだと実感することがある。 .095 .768

グループの一員であるという気持ちは強い方だ。 – .010 .747

人と話をする時，自分のグループについてよく話す。 – .085 .676

因子寄与 3.194 3.097

因子間相関 .582 　
注）F1：情緒的同一化，F2：認知的同一化。
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認するため，探索的因子分析（主因子法・プロマック
ス回転・固有値 1基準）を実施した。分析の結果，2
因子が抽出されたが，1項目（グループのメンバーか
ら，物の考え方や行動について影響を受けた）は因子
負荷量が .40未満であったため，これを除去した上で，
先と同様の手続きを用いて再度，因子分析を実施した。
その結果，2因子構造が得られた（Table 1）。第 1因
子は，所属集団や集団成員に対する愛着を示す項目に
因子負荷量が高いことから「情緒的同一化」と命名し
た。また，第 2因子は，集団成員としての自覚に関わ
る項目に因子負荷量が高いことから「認知的同一化」
と命名した。なお，因子間相関は .582であり，中程
度の相関が見られた。
集団同一化尺度を構成する情緒的同一化と認知的同
一化の双方について Cronbach’s α係数を算出した。分
析の結果，前者は Cronbach’s α係数が .86であり，後
者は .83であることから，十分な信頼性が確認された
といえるだろう。

集団に対する差別　集団に対する差別において，差
別的扱いを受けた相手は同級生，権威，地域住民，家
族だったので，個別に信頼性分析（Cronbach’s α係数
を算出）を実施した（Table 2）。その結果，Cronbach’s 
α係数は全ての領域において .82から .96の間にあり，
これらは各尺度が十分な信頼性を保持していることが
確認された。
まず，集団に対する差別を見ると，4領域（同級生，
権威，地域住民，家族）の平均値は全て 1を下回って
おり，歪度が正の方向にある（Table 2）。詳細に見ると，
集団に対する差別を構成する項目平均値が 0である者
（つまり，ある対象から差別的な扱いを全く受けてい
ないと感じている）は同級生で 45名（46.9%），権威
で 42名（44.2%），地域住民で 55名（57.3%），家族
で 49名（51.0%）あった。これらの結果は，非行集

団に所属していることで差別的な扱いを受けたと少し
でも感じている少年と全く感じていない少年がそれぞ
れ半数程度いることを示している。

集団境界透過性　所属していたグループ以外に仲間
に加わることができるグループがあったと回答した者
（透過群）は 58名，なかったと回答した者（非透過群）
は 32名，無回答は 6名であった。

集団に対する差別尺度の変換　仮説を検証する前
に，集団に対する差別を連続変数から離散変数に変換
したので，この理由を述べる。これは，記述統計量の
箇所で述べたように回答分布が大きく正の方向に歪ん
でおり，正規性を逸脱していた。さらに，度数分布は
差別的扱いを受けたと感じている者と感じていない者
がほぼ半数ずつであることを示していたので，領域ご
とに，差別の項目平均値が 0の回答者を差別なし群，
それ以外の回答者を差別あり群の離散変数へと変換し
た。

Table 2
各変数の記述統計量

　 M SD α 歪度
集団に対する差別 　 　 　 　
　同級生 .75 .94 .84 1.13

　権威 .98 1.10 .82 .73

　地域住民 .65 1.01 .96 1.64

　家族 .62 .87 .85 1.50

集団同一化 　 　 　 　
　情緒的同一化 2.56 1.09 .86 .50

　認知的同一化 1.42 1.04 .83 .50
注）各尺度の点数範囲は全て 0─ 4点の 5件法。透過性は単一
の項目で測定しているため統計量を記載していない。
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Figure 1. 非行集団に所属する少年に対する差別と透過性が認知的同一化に及ぼす効果。
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仮説の検証

以上のような変換を施した上で，集団に対する差別
が非行集団への同一化に及ぼす効果を透過性が調整す
るかどうかを検討するため，認知的同一化と情緒的同
一化をそれぞれ従属変数として，集団に対する差別（水
準数 2: あり /なし）×透過性（水準数 2: 透過 /非透過）
の 2要因配置分散分析（参加者間要因）を実施した。
分析の結果，認知的同一化については家族領域を除
き 5，集団に対する差別の主効果が有意であり（権威領
域（F (1, 85) = 5.58, p = .002, ηp

2 = .11）; 同級生領域（F (1, 
86) = 5.60, p = .02, ηp

2 = .06）; 地域住民領域（F (1, 86) = 
5.58, p = .02, ηp

2 = .06）），差別的な扱いを受けている者
はそうでない者よりも認知的同一化が強いことが示さ
れた。また，同級生からの集団に対する差別と透過性
（F (1, 86) = 4.77, p = .03, ηp

2 = .05），権威からの集団に
対する差別と透過性（F (1, 85) = 7.69, p = .007, ηp

2 = 
.08）の交互作用がそれぞれ有意であったが，その他
は非有意であった 6（Figure 1）。そこで，単純主効果の
検定（Bonferroni法）を実施したところ，非透過群で
は（同級生および権威領域ともに）差別的扱いを受け
ていると感じている少年はそうでない少年よりも認知
的同一化が強いが（同級生領域（F (1, 86) = 8.05, p = 
.006）; 権威領域（F (1, 86) = 13.98, p < .001）），透過群
ではそうした差は見られなかった。さらに，権威から
差別的扱いを受けたと感じている少年は，透過群より
も非透過群の方が認知的同一化が強いことが示された
（F (1, 85) = 4.28, p = .042）。なお，家族領域については，

 5　家族（F (1, 86) = 2.30, p = .133, ηp
2 = .03）

 6　家族×透過性（F (1, 86) = .38, p = .845, ηp
2 = .00），地域住民

×透過性（F (1, 86) = 1.05, p = .308, ηp
2 = .01）

いずれの効果も見られなかった。
情緒的同一化も同様に 2要因配置分散分析を実施し
た結果，同級生からの集団に対する差別と透過性の交
互作用のみが有意であった（F (1, 86) = 4.15, p = .045, 
ηp

2 = .05）。この結果を受け，単純主効果の検定
（Bonferroni法）を実施したところ（Figure 2），同級生
から集団に対する差別を受けていないと感じる少年の
場合，非透過群よりも透過群の方が情緒的同一化が強
いことが示されたが（F (1, 86) = 4.06, p = .047），この
結果以外はいずれも非有意であった 7。

考　　察

本研究では，非行集団に同一化するのはなぜかとい
う問いに対して，非行集団とその他の集団の集団間関
係に焦点を当てた。具体的には，非行集団に対する差
別は集団同一化を促すが，差別を受けていたとしても，
集団境界透過性を知覚している少年はそうでない少年
に比べて集団同一化が低いだろうという仮説を立て，
鑑別所に入所中の少年を対象にこれを検討した。
全体的な結果としては，認知的同一化と情緒的同一

化の双方で，非行集団に対する差別と透過性の交互作
用が示されたが，認知的同一化のみが仮説を支持して
いた。したがって，全体的に仮説が支持されたとは言
えないが，部分的にわれわれの仮説が妥当であること
を示す結果も得られた。そこで，以下では主に認知的
同一化を従属変数とした際の結果について考察した

 7　主効果：家族（F (1, 86) = .28, p = .598, ηp
2 = .00），権威 F (1, 

85) = .09, p = .763, ηp
2 = .00），同級生（F (1, 86) = .15, p = .70, ηp

2 = 
.00），地域住民（F (1, 86) = 1.27, p = .26, ηp

2 = .02）交互作用：家
族×透過性（F (1, 86) = .50, p = .48, ηp

2 = .01），権威×透過性（F (1, 
85) = 2.12, p = .15, ηp

2 = .02），地域住民×透過性（F (1, 86) = .51, p 
= .48, ηp

2 = .01）
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同級生 権威 地域住民 家族

透過群
非透過群

1.48 1.44 1.48 
1.39 

1.63 

1.33 

1.63 

1.32 

1.98 

0.97 

2.09 

0.78 

1.91 

1.14 

1.66 

1.27 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

認
知
的
同
一
化

Figure 2. 非行集団に所属する少年に対する差別と透過性が情緒的同一化に及ぼす効果。
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い。
われわれは RIMの理論的仮定に基づき，非行集団

に対する差別が集団同一化を促すだろうと仮説を立て
た。分散分析を実施したところ，非行集団に対する差
別は集団成員としての同一化を強めるという結果が得
られた。これは RIMの理論的仮定と一致するもので
あり，非行集団に所属していることで差別的な扱いを
受けた場合，これにより引き起こされる自尊心低下の
ようなネガティブな心理状態を回避するために，認知
的同一化を高めたのであろうと考えることができる。
しかしながら，家族領域においては，集団に対する
差別の効果が見られなかった。この背景には，他の領
域と比べて家族は親密性や接触頻度が高く，差別的な
扱いに対して不満や抗議の意を示すことができたので
はないかと推察される。それゆえ，家族からの差別的
な扱いは非行集団への同一化をそれほど高めなかった
のかもしれない。
差別の主効果に加えて，権威および同級生からの差
別と透過性の交互作用が有意であった。これらの結果
の中でも，教師や警察のような権威から差別を受けた
と感じていて，非行集団に所属する友人以外に付き合
える仲間がいないと認識している少年（非透過群）は，
そうでない少年（透過群）よりも集団成員としての認
知的同一化が強くなる傾向が示された。これは仮説を
支持するものであり，教師や警察からの差別を受けた
少年は，それによって心理的苦痛が生じると考えられ
る。その中でも非行集団以外に集団関係を持てない少
年たちは，差別によるネガティブな心理状態を緩和す
るために，非行集団への同一化を強めるのであろう。
しかし，差別を受けていたとしても，非行仲間以外に
付き合える仲間がいる場合は，その集団へ移動するこ
とによって，心理的苦痛を回避することが可能となる
ため，非行集団への同一化が弱まったと考えられる。
この結果を RIMに沿って解釈すると，少年たちが非
行集団の一員であるという自覚を強め同一化するの
は，周囲の人間関係に起因する差別的扱いによって生
じる心理的苦痛を回避するための方略であることが示
唆される。ただし，この交互作用効果は権威からの差
別に限定されるものであるため，解釈の一般化には注
意を要する。
さらに，非透過群でのみ，同級生または教師や警察
のような権威から差別を受けたと感じている少年はそ
うでない少年よりも集団成員としての自覚が強くなる
傾向が見られたが，これはわれわれの仮説を直接的に
支持するものではなかった。しかし，非行集団以外に
付き合える仲間がいない少年に限っては，RIMが示
すように，差別に起因する心理的苦痛を緩和するため
に認知的同一化を図ることを示唆していると解釈する
ことができる。この点において仮説を部分的に支持し
ているといえるだろう。

集団に対する差別は主に認知的同一化を促したが，
情緒的同一化はそうした効果が示されなかった。こう
した結果は，集団に対する差別は認知的同一化と情緒
的同一化で異なる効果を持つ可能性があることを示し
ている。非行集団に対する差別的な扱いは他の合法的
社会集団との集団間葛藤を示すものであり，これは少
年に「非行集団に所属している自分たち」と「差別的
な扱いをする人たち」の区別を明瞭にさせる可能性が
ある。ゆえに，集団に対する差別は集団同一化の中で
も所属集団の一員としての認識を示す認知的次元を促
すと考えられる。しかしながら，情緒的同一化は所属
集団や集団成員に対するポジティブな結びつきを意味
しており，これは内集団成員間でのポジティブな集団
内関係によって得られる仲間からの援助や好意のよう
な心理的報酬（Nakagawa et al., 2005）によって促され
るだろう。したがって，集団に対する差別と集団成員
からの心理的報酬は非行集団に対する同一化の中でも
異なる次元をそれぞれ規定する可能性があるといえる
だろう。
なお，本研究は鑑別所に入所している男子少年を調

査対象としているが，本知見は鑑別所送致にいたらな
いような予備群的な少年にも一定程度において適用可
能であると推察される。鑑別所に入所している少年と
予備群的な少年の間には質的な差が存在するというよ
りも，反社会性という点において連続的であるといえ
るだろう。このような共通性を考慮すれば，非行集団
に所属することによる差別経験が認知的な同一化を促
し，この効果を少年の透過性知覚が調整する可能性が
あるだろう。しかし，予備群的な少年は相対的に反社
会性が弱いと考えられるので，その影響は本研究の対
象者と比べると限定的なものであるかもしれない。

集団非行の予防に関する示唆

本研究の結果から，いかに非行集団への同一化を低
減しうるかという問題にいくつかの可能性を示すこと
ができる。
第一に，非行少年自身よりも彼（女）らに対する周

囲の反応を変化させる必要があるだろう。つまり，非
行仲間と付き合っているという理由で，彼（女）らに
対する差別的な扱いを控えることである。非行集団に
所属していれば，差別的な反応を受けることは避けら
れないかもしれない。それは，非行集団そのものが反
社会的であり，そこに所属している少年は社会規範に
沿わない存在として非難されるためである。しかしな
がら，本研究では周囲の者が非行集団に所属する少年
に対して，差別的な扱いをすることで，かえって非行
集団への同一化を強めることが示されている。
それでは，周囲はどのように，そうした少年たちに

対して振る舞うべきであろうか。こうした問いに対し
て Braithwaite（1989） は， 再 統 合 的 恥 づ け 理 論
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（reintegrative shaming theory）の中で，恥づけの仕方が
重要であると主張している。Braithwaite（1989）は，
恥づけをスティグマ化（stigmatizing shaming）と再統
合（reintegrative shaming）の 2つに分類し，前者は犯
罪を促進するが，後者は犯罪を抑制する機能を持つと
している。再統合的恥づけとは，相手を尊重しつつも
非行行為に対して非難を示し，アウトローとしてのア
イデンティティを付与しないよう配慮することを意味
する（Braithwaite & Braithwaite, 2001）。この観点から
すると，非行集団に所属する少年に対して，差別的な
やり方で非難を表明するのではなく，再統合的に非難
を表明することが非行集団への同一化を低減する上で
有効かもしれない。
ただし，少年自身がネガティブな経験をどのように
捉えるかという問題も考慮する必要があるだろう。本
研究における差別尺度は少年の経験を主観的に捉えた
ものであり，ある経験をどのように捉えるかは少年自
身の認知に依存する。Palmer & Hollin（2000）によると，
非行少年は一般少年と比べて敵意帰属傾向が高く，こ
れは曖昧な社会的サイン（例：声をかけたが，反応が
なかった）を差別と解釈する可能性を示している。つ
まり，少年が差別尺度に対して肯定反応を示している
ことと，実際に差別を受けていることは必ずしも一致
しない可能性がある。こうした問題を緩和するために，
同級生や教師に対象となる少年が差別を受けていたか
どうかをたずねる他者報告を自己報告と併せて実施す
るという方法が考えられる。
第二に，少年自身の居場所を確保することである。
本研究では，教師や警察のような権威から差別的な扱
いを受けていたとしても，少年自身が他に付き合う仲
間がいた（透過性が高い）場合，非行仲間としての自
覚は弱いことが示された。つまり，非行仲間以外に付
き合える仲間がいる場合，少年は非行集団から離脱す
る，または，非行集団との関係を疎遠にすることで差
別的扱いによるネガティブな心理状態を回避すること
ができることを示唆している。勿論，他に付き合う仲
間がいたとしても，その仲間の反社会性が強い場合は
再び集団非行に関与する可能性が高くなるので，予防
的観点からは順社会的な仲間が移行先に存在すること
が前提となるだろう。

本研究の制約と今後の課題

本研究の制約として，第一に横断調査であるため，
非行集団に対する差別が集団同一化を促すという因果
関係は不明瞭であるという点を指摘することができ
る。つまり，非行集団への同一化が非行集団に所属す
る少年への差別を促す可能性も考えられる。この点に
ついては，非行少年を対象とした研究ではないが，
Ramos, Cassidy, Reicher, & Haslam（2012）は縦断調査
を用いて RIMを検証した。その結果，Wave 1におけ

る調査参加者の集団同一化を統制しても，差別経験
（Wave 1）とWave 2（1年後）時点の集団同一化には
有意な正の関連が見られた。この知見を考慮すると，
非行集団に所属する少年の差別経験と集団同一化の関
連においても一定の因果関係が存在すること示唆して
いるといえるだろう。
第二の制約は，透過性の効果に関する問題である。

本研究では，同級生や権威による非行集団への差別的
な扱いは認知的同一化を強めたが，特にこの関係は非
行集団にしか仲間がいない少年の間で顕著であった。
この結果は，非行集団に所属していることによって周
囲から差別的な扱いを受けたとしても，非行仲間以外
に付き合えるグループがある場合，非行集団への同一
化は低減することを示している。
しかしながら，本研究では，所属の非行集団以外に

付き合えるグループがあると回答した者（透過群）に
対して，それが反社会的なグループなのか，それとも，
順法的なグループなのかをたずねていない。新たに関
係を構築できる可能性があるグループが反社会的であ
れば，結局，そのグループと集団非行に関与する可能
性が高まる。それゆえ，今後は移動先のグループが順
法的なメンバーで構成されているかどうかということ
に関する情報を集める必要があるだろう。
第三の制約は，非行集団に同一化することによって

どのような心理的ベネフィットが得られるのかは検討
しなかったという点にある。非行集団に同一化するこ
とでなんらかの心理的ベネフィットを得ているとすれ
ば，それを満たす手段や環境を整えることによって非
行集団への同一化を低減し，ひいては集団非行への関
与を防ぐことができるかもしれない。
最後に，本モデルの改善の余地について言及したい。

先述した通り，非行集団に対する差別は主に集団成員
としての認識（認知的同一化）を強めたが，これは差
別的な扱いをされることで「われわれ」と「彼ら」の
区別が明瞭になったためと考えることができる。一方，
情緒的同一化に関しては，ほとんど有意な効果が示さ
れなかったが，これは心理的報酬（Nakagawa et al., 
2005）のような集団内要因が関係しているものと推察
される。それは，集団報酬が少年にとって魅力的であ
り，集団成員からこれらを受けることで，自分の居場
所を確認したり，自尊心を満たすことができるためで
ある。それゆえ，今後は非行集団に対する差別に集団
報酬を加え，これらが非行集団への認知的同一化と情
緒的同一化に及ぼす分化的効果を検討する必要があ
る。これによって，非行集団への同一化を包括的に説
明する統合モデルの構築が可能となるだろう。

利益相反の開示について

本論文に関して，開示すべき利益相反関連事項はな
い。
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