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理想自己に関する最近の研究動向
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                要     旨

 近年，人間の自己形成的側茜に焦点をあて，人生の問題解決場面においてその個人の最適解

を求める上で理想自己が果たす役割に注目した研究が急激に増えている。この問題の源泉は，

古くは，Rogers（1951）が示唆した自己概念と適応の問題にまで遡ることができる。本稿では，

これまでの研究の流れを，①適応指標としての自己概念（理想自己と現実自己とのズレに焦点

をあて，適応との関連を探った段階），②セルフスキーマとうつ研究（認知的心理学における理

論と研究手法が導入された段階），③理想自己に対する認知的アプローチ（認知的アプローチを

基本としながら，目標を持ち自己を形成していく主体的人間観が前面に打ち出されてきた最近

の理想自己を重視した研究動向）の3部に分けて批判的考察を加え，今後の研究方向を探った。
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1 は じ め に

 近年，人格，社会，認知，臨床心理学などさまざまな領域の研究者たちの間で，人間の自己

形成的側面を個人の中に内面化され構造化された目標，あるいは理想自己の視点から検討して

いこう，という機運が高まっている。人の一生を環境の制約を受けながらも自己の目標にとっ

て最適な解を模索し遣及していく過程としてとらえるならば，どのような目標をどのようにい

だき，それが行動にどう結びついてくるか，さらにそれはどのように評価されるのかというこ

とが解明されるべきであろう。この問題は，実は1950年代に隆盛であった自己概念と適応の研

究にまで遡ることができる。自己概念と適応との関係をめぐっては，これまでに数多くの実証

的研究がなされてきた。はじめ，Rogers（1951）が臨床場面において，治療過程が進行し適応が

改善されるにともない自己概念が変容することを指摘したのを契機として多くの研究が刺激さ

れおこなわれたわけであるが，この間，認知心理学理論の波及や受動的人間観から主体的人間

観への変遷，さらには適応概念の変化など関連分野の影響を受け，アプローチのしかたやテー

マ自体の微妙なニュアンスを生みながら心理学における重要な問題として今日に至っている。

“教育基礎講座
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 本稿の目的は，自己概念と適応の関係に関するこれまでの研究を，①主として理想自己と現

実自己とのズレに焦点をあて，適応との関連を探った段階，②認知的心理学における理論と研

究手法が導入された段階，③認知的アプローチを基本としながら，目標を持ち自己を形成して

いくより主体的人間観が前面に打ち出されてきた最近の理想自己を重視し牟研究動向，の3部

に分けて整理し，批判的検討を加えながら概観することによって，今後の研究方向を探ろうと

するものである。

2 理想自己，現実自己のズレと適応

自己概念と適応

 Snygg＆Combs（1949）らをはじめとする現象学的アプローチをとる研究者たちが，個人の

心理的機能を組織立て，修正し，統合する上での自己の中枢的役割を強調して以来，行動理解

あるいは行動予測を目的として自己ないし認知される自分としての自己概念に関する数多くの

研究が積み重ねられてきた。このような研究は，自己概念が行動の指針として機能しうること，

そのためにはそれ自体が無矛盾性，統合性を有していなければならず，これが損われると情緒

的な問題が生じたり行動面での統合性が失われたりする，ということを主張した。そうした中

で適応に関する考えかたも，それまでの普遍的社会的規範からの逸脱という外的基準によって

判定されてきたものから，より個人の内部の理解すなわち個人の内的な規範を基準とした自己

意識を重視する傾向へと移行していった。そして，Rogers＆Dymond（1954）が臨床場面にお

いて，適応が改善されるにつれて自己概念が変容することを指摘したことを契機として，自己

概念と適応との関係をめぐる研究が実証的に展開されることになった。

 Rogers（1951），Rogers＆Dymond（1954）は，現実自己（perceived se1f）すなわち個人が

現実にこうであると自らみとめている自己と，理想自己（ideal se1f）とすなわち個人がこうあ

りたいと思っている自己との聞のズレにおいて適応をとらえた。彼によれば，ある個人が現実

に不適応状態にある場合，理想自己と現実自己との間には大きな隔たりがあるが，適応状態の

改善に伴って現実自己と理想自己の間の不均衡は減少する，という。事実，彼の臨床体験から，

神経症患者が来談当初，その人の現実自己と理想自己との間にほとんど相関がみられないが，

治療の後期になるとかなり高い相関を見い出すことができるようになり，しかもそのような変

化は主として現実自己の肯定的変容によるものであることを報告している。

 この研究をきっかけとして，研究者たちの関心は臨床的知見をこえて，理想自己と現実自己

の関係のありかたと適応との間に普遍的な関係が見い出せるか，という問題に向けられるよう

になった。

成人の研究

 Bi11es，Vance＆McLean（1951）は，現実自己との差異を適応指数とする診断検査の開発を

試みた。彼らは，性格特性形容詞を用いて273名の大学生に現実自己，自己受容，理想自己の

3つの側面から自己評定を求めた。その結果，自己受容の高い者は理想自己と現実自己の差異

（discrepancy）スコアが小さく，逆に自己受容の低い者は差異スコアが大きかった。また，

Grater（ユ959）は，リーダーシップ・トレーニングを受講した大学生を対象に，Bj11sらの検査を
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実施したところ，受講当初と比較して受講後は差異スコアが減少したと報告している。

 我が国においては，斎藤（1959）が身体，社会性，内的特性などに関する一人称記述60項目

を用いて，神経症群と正常者群における自己意識を比較検討した。結果は，神経症群は正常者

群に比べ理想自己と現実自己との間により大きなズレがあることを見い出した。さらに，神経

症群では，現実自己が過小評価され逆に理想自己は極めて高く設定される傾向があるのに対し，

正常者群では自己の両側面が比較的類似している傾向にあった。つまり，神経症群において差

異スコアがより大きいのは，正常群に比べて現実自己が低く評価されるためばかりでなく，理

想自己の設定のしかたの違いもあることを示している。

 椎野（1966）は大学生を対象として，自己概念閻の差異スコアがYG性格検査で測定された

適応のどの側面と関連するかを検討した。その結果，理想自己と現実自己の差異スコアの大き

い者は小さい者に比べ，抑うつ性，主観性，服従性が有意に大きかった。また，正常者群と精

神分裂病者とを比較し，後者の方が差異スコアの大きいことも併せて報告している。

発達的研究

 臨床的知見に基づくRogersの仮説が低年齢者にも一般化しうるか否かという問題に対し

て，多くの研究者が挑戦した。

 小学校4，5，6年の児童を対象に，「わたしはOOです」「わたしは○Oになりたい」という

教示のもとに，現実と理想の2つの自己概念の関係について検討した研究では，3学年間に発達

的差異は認められなかった（Lipsitt，1958）が，より高年齢の子ども（5年，8年，11年）を対

象に理想自己と現実自己のズレを検討した研究では，ズレは年齢にともなって増大すること，

さらに知能水準とも関係しており，IQ高群ではIQ低群よりも差異スコアが大きいことを見い

出した（Katz＆Zigler，1967）。上級学年になるほど理想自己と窺実自己の差異スコアが増大す

る傾向は，この他にZiglerら（1972）やKatzら（1975）によっても報告されている。Hess＆

Bradshaw（1970）は高校生から中高年まで検討し，理想自己は年齢とともに上昇するが，現実

自己については大学生で低下し，したがってこの年齢段階で理想自己と現実自己との差異が最

も大きくなる，と報告している。

 本邦においては，菅（1975）が小学生，中学生，高校生を対象に，自己の2側面の差異スコ

アと社会的適応との関係を検討した。社会内遭応はソシオメトリック・テストによって測定さ

れている。その結果，どの年齢層においても良好群は不良群よりも理想自己得点と現実自己得

点が高かった。差異スコアでは，小学生および中学生で不良群の方が大きいという傾向がみら

れている。しかし高校生では，良好群の方が差異スコアが大きい傾向がみられ，従来とは逆の

結果が報告されている。

 徳田（1961）は小学校5年から中学校3年までの5学年にわたる自己概念と適応との関連を

検討した。まず，各学年ごとの差異スコアをみると，男女によって多少の違いがあるものの，

一般的には学年が上がるにともない，差異スコアも上昇している。しかしながら，差異スコア

は適応性診断テストによって測定された個人適応，社会適応のいずれとも有意な相関関係はみ

られなかった。

 桂・加藤（1959）は，中学から高校へと学年が進むにつれて，自己意識においても社会意識

においても，理想と現実の差異がしだいに大きくなることを見い出した。しかも自己意識の差

異スコアと社会意識の差異スコアとは有意な相関関係があり，現実自己と理想自己とのズレが
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犬きいものほど，社会意識における現実と理想のズレも大きかった。

 岡田（1987）は中学，高校，大学生を対象に差異スコアと自尊感情との関係を検討した結果，

年齢が高くなるにともない両者間の負の相関がしだいに強くなる傾向を見い出し，青年期にお

ける理想の質的変化を示唆している。

ズレの意味と問題点

 適応指標としてのズレ このように，理想自己と現実自己とのズレと適応との問題の検討は，

必ずしも一貫した結果が得られず，特に発達的研究からは，青年期あたりで理想自己と現実自

己のズレが顕著になる傾向が見い出された。年齢の上昇にともなう理想自己と現実自己のズレ

の増大をRogersの理論に従って解釈すれば，青年期は不適応傾向の増大する時期ということ

になる。この点に関して，加藤（1960）は「自己意識の分析による適応の研究」と題するレビ

ュー _文の中で，青年期は内面的動揺や自己嫌悪感を持ちやすく，混乱した行動が多い，とい

う意味で，不適応期といえることを認め，その上で山田（1959）の研究では，中学生は二つの

自己のズレが大であるほど適応的であるが，高校生以上ではこの関係は逆になることを指摘し，

理想自己と現実自己の関係は発達段階に応じて別個に解釈されなければならない，と述べてい

る。

 子どもにおいては，理想自己と現実自己とが大きく隔たっていることがすぐには不適応の指

標とはならず，むしろ年齢が高くなるほど，あるいは知能の高い方が理想自己を高水準に設定

する。そしてその結果，時によっては差異スコアが大きくなると考えられる。とすれば，差異

スコアは不適応指標というよりむしろ，発達をあらわす指標である。すなわち一方であるべき

理想像を明確に持ち，他方現実の自己をある程度客観的批判的にみることから生じるズレの増

大は，知的成熟のあらわれ（柏木，1983）とみるべきであろう。したがって，Rogersが臨床場

面において見い出した仮説を年齢を越えて一般化することは困難であるといわざるを得ない。

 成人の研究においても，ズレをそのま一ま不適応指数と仮定することの問題点が指摘された。

ズレは小さければ小さい程よいと言ってよいか，という疑問には断定的回答はできない。極端

な例では，ズレがゼロのとき，最も適応がよいことになるからである。事実，古くはBlock＆

Thomas（1955）やChodorkoff（1954）が現実自己と理想自己のズレは極端に大きくても小さす

ぎても不適応に結びつき，差異スコアと適応との関係は逆U字型を想定すべきだという提案を

している。この他，他者の評価とのズレ（椎野，1966）や，現実自己がいかに肯定的であるか

（徳田，1961）などが適応の指標となるという主張やデータもある。

 問題点 しかし，このような議論はその後結局はあまり発展しなかった。その最も重要な原

因のひとつは，これらほとんどの研究が自己概念を数量的にのみ取り扱っており，自己概念の

内容や質を問題にしなかったことにある。差異スコアについては，理想自己と合計点から現実

自己の合計点を引く方法，個々の項目ごとに理想評定値から現実評定値を引き，最後にそれら

の総計を求める方法，向様の方法ながらマイナススコアが出た時の処理のしかたによってさら

にいくつかの方法など，一さまざまな算出方法が工夫されてきた（Hoge＆McCarthy，1983）。

しかし，理想自己と現実自己との差異スコアは信頼性や妥当性が低いばかりでなく（Hoge＆

McCarthy，1983），それらのうちどの方法においても，人が内容としてどのような理想像を描

き，それに照して現実の自己をどうとらえているかを吟味する視点を持たなかったのである。

したがって，ズレと適応との関係は曲線的だといってみたところで，中程度のズレが何を表わ
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しているのかは明確になり得なかったし，またある人の差異スコアからその人の適応レベルを

予測することは困難であった。前述したように，差異スコアからの自己概念研究は，適応を普

遍的社会的規範からの逸脱という外的条件によって判断しうるものでなしに，個人の内的基準

に基づいた個人の意識によって判断しうるものと考えることから始った。しかし，個人の内的

基準は研究者の与えた領域に対する理想の平均的水準を通してのみ把握され，個々人の理想の

内容（Content）が問題にされることはほとんどなく，したがって“ズレ”がその個人において

持つ意味は明らかになり得なかったのである。

 ふたつめは，これらの研究で用いられた「適応／不適応」の測度が一貫していないことであ

る。すなわち，ソシオメトリック地位，適応性診断テストの得点，自己受容度，性格検査の下

位検査得点，また実際の神経症，精神分裂病など「適応／不適応」の診断基準として用いられ

たものは多種にわたり，したがって「適応／不適応」の意味としてかなり異質のものが同列的

扱われていた。

 このようなわけで，適応を自己概念という極めて個人的（pers㎝al）な意識からみていこうと

する試みは，表層的なものに留ったといわざるを得ない。

3 自己表象からみたうつ研究

自己、うつに対する認知的アプローチ

 1970年代に入り認知心理学の理論と実験パラダイムを導入した社会認知心理学と呼ばれる

領域が誕生し，自己研究もその影響のもとで推進されるようになった。自己に対する認知的ア

プローチの特徴のひとつは，自己を認知構造（CognitiVeStruCture），すなわち過去経験から抽

出された自分に関するさまざまの知識表象が相互に結合し，構造化され，スキーマ（schema）

ないしコンストラクト（ConStruCt）を形成している，と考える点にある。そして，認知心理学

と同様に，自己に関する情報の処理の仕方からさまざな知見を引き出そうとする試みがなされ

た。実際，Markus（1977），Rogersら（1977）といった研究者たちは，反応時間や記憶成績と

いった情報処理の指標を用いた実験をとおして，自己の構造と機能に言及している。

 他方これとは別に，認知心理学の手法を臨床的障害研究に導入しようとする動きが現われ，

精神病理学における「認知革命」（cognitiverevolution）と名付けられている（Coyne＆Got1ib，

1983；Ingram，ユ986）。とくに，これまでに数多くの認知的研究が進められてきたのはうつに関

連する分野である（詳細は，Segal（1988）のレビューを参照のこと）。また，Beckら（Beck，1967；

Beck，et a1．，1979）はうつの研究をおし進めていく中で，うつ患者はその認知プロセスに特徴

があり，自己，世界（周囲の環境），将来に対して＝否定的な認知をいだいている，そしてうつ傾

向の人はこのような否定的な内容のスキーマがあらたな入力情報を処理する際に影響を及ぼ

し，ひいては思考や行動にもインパクトを与えることを指摘した。従来，うつは主として情動

気分（mood）の障害と考えられており（AmericanPsychiatricAssociation，1968），うつの

他の側面とくに認知に関連する障害は副次的なものとされていた（Becker，1977）が，Beckは

この情動一認知の関係を逆にとらえたことから，うつの認知的側面を中心とした研究が進めら

れるようになった。
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うつのセルフスキーマ

 自己に関する情報処理 これらバックグランドの異なる研究の流れの合流地点において，

Derry＆Kuiper（1981）は，うつの人の対人情報の処理はある方向に歪むが，これにはうつの

人の自己構造が大きくかかわっていることを偶発記憶パラダイムを用いて実証的に示した。彼

らは，うつに関連する形容詞（たとえば，ものさびしい，疲れた，わびしいなど）とうつに無

関連の形容詞（愛らしい，忠誠心のある，好奇心のあるなど）を取り混ぜた刺激リストを用い，

うっと統制群としての正常者の2群に対し，一運の評定課題をおこなわせた。評定課題は，①

意味判断＜この単語はO○と同じ意味ですか〉，②自己判断（se1f・reference）くあなたにあては

まりますか〉というものであった。一般に，これらふたつの課題では後者の方が偶発記憶の成

績はよく，これはセルフ・スキーマが精緻的処理を促進しているからだと解釈されている

（Rogers，198ユ）。ここでは，スキーマは内容が特定（content speci自。）の認知構造であること

からしてさらに，現実自己についての認識に関連する内容の単語が関連しない単語に比べてよ

り精緻化され，高い記憶成績を生み出すと仮定され，したがってうつ群と正常群ではうっ関連

語と非関連語の記憶成績が異なると予想される。得られた結果はこの予想を支持するもので，

うつ群は自己判断課題において，うつ関連語を非関連語より多く再生した。また，自己判断課

題の方が意味判断課題より再生成績がよいというのは，うつ群のうつ関連語に対してだけであ

った。いいかえるならば，うつ群の被験者はうつ非関連語においては，意味判断でも自己判断

でも記憶成績には違いはみられなかったのである。すなわち，うつ群はその否定的内容の自己

概念ゆえに，自己に関連する判断時に否定的内容の情報を精緻的に処理し，記憶として保持し

やすいといえる。これに対して，正常群では自己判断課題においてうつ関連語より非関連語の

方が，またうつ非関連語では意味判断課題より自己判断課題の方が再生成績が優れていた。

 Derry＆Kuiper（1981）はさらに判断のスピードすなわち処理効率を測定したが，結果は自

己判断課題において正常群とうつ群の間には有意な差が見られず，両群においてセルフスキー

マがともによく組織化されていることが判明した。つまり，うつと非うつとは自己構造の内容

に違いがあるのであって，構造化水準には大きな違いはないというのである。しかし，この点

については，対立する説も出されている（Linvi11e，1987）。

 他者に関する情報処理 では，うつの人は他者について考える時にも，否定的内容の情報処

理が優位に立つのだろうか。Bargh＆Tota（1988）は自己判断条件の他に，他者判断条件を設

けてさまざまな認知課題の結果を比較検討した。その結果，うつ群では自己判断課題において

はうつ関連語に対してうつ非関連語より判断時間が長いが，他者判断課題ではうっ関連語の方

が非関連語より速く判断され，この傾向においては正常群と連レ・が見られなかった。このこと

から，自己判断の過程で，うつ群ではうっ関連スキーマが，正常群ではうっ非関連スキーマが

自動的に活性化されるが，他者判断においてはうつ群の自己判断でのこのような傾向を布敷で

きず，正常群と同様肯定的内容のスキーマが活性化されやすいことが示唆された。すなわち，

いかなる場合でもうつに関連する否定的情報の接近’可能性（accessibi1ity）が高いのではなく，

その傾向は自己についての認知過程でのみ作用するといえる。同様に，Pyszcznski，Holt＆

Greenberg（1987）は，自己から注意をそらすとうっの非観的展望傾向が消失することを見い出

し，うつの否定的思考は自己に限定されることを主張している。

 これらの研究結果からいえることは，うつ傾向の強い人は自己を否定的にとらえており，そ

のような認識の産物として否定内容の情報が高度に組織化された認知構造となっていること，



理想自己に関する最近の研究動向一自己概念と適応との関連で一 25

そしてそれが自己に関連する入力情報を処理する際にインパクトを持ち，結果としてますます

否定的なセルフスキーマが強固なものとなるということである。Rogersら（1977）のことばを

借りると，“個人の以前の経験（自己の抽象的構造という形態によって）と入力情報とが交互作

用する’’のである。その際，うつ傾向の強い人の自己についての認知構造のみが悲観的色彩を

帯びているのであって，彼らの持っているすべての認知構造がそうなのではない，ということ

に注意を払う必要がある。

 臨床的障害をもった人の認知を正常人のそれと比較することによって，現実の自己について

の認知構造を理解しようとする研究はこのようにうつを対象としたものの他に，精神病質

（Klass，1980），不安（Bai1is＆Mue11er，1981），アルコール依存症（Hu11＆Young，1983），

肥満症（Markus＆Smith，1981）などについてもなされている。

セルフスキーマ研究の意義と問題点

 これら認知的アプローチに基づく研究は，前述の差異スコアによる自己概念を数量的にあつ

かった研究の弱点を克服し，自己概念の内容と不適応との関係ばかりでなく，むしろある内容

の自己概念を持っている場合にそれがどのような機能を持ち，その結果としてどのような自己

を経験することになるかという自己認識のプロセスの解明一をめざした点で大きな一歩をすすめ

ることになった。しかし，この研究には問題点も少なくない。そのひとつは，うつと正常の2群

の間に見い出された効果と気分効果（mo〇一CongruenCy e舐eCt）とをどう区別するか，という

ことである。気分効果とは気分の一致するものについては接近可能佳が高くなるというもので

（Bower＆Cohen，1982；Isen，Sha1ker，C1ark＆Karp，1978；Isen，1984），この気分効果によ

っても，うつ研究でみいだされた結果を解釈することができる。すなわち，うつ傾向者がうつ

関連語を非関連語より多く再生したのは，うつ傾向者がうつ特有のnegatiVeな気分状態にあ

り，したがって，この気分の効果として先のような記憶パフォーマンスとしてあらわれたとも

考えられる。この立場に立てば，うつと非うつの自己構造の間には必ずしも（うつは否定的肯

定的コンストラクトの非対称性に特徴があるとい．う）内容的違いを想定する必要はなく，むし

ろ否定的なコンストラクトヘの接近可能性の違いが重要になる（Riskind＆Rholes，1984）。

 この種の研究のさらに大きな問題は，一般的に実験室て測定された認知的課題のパフォーマ

ンスと臨床的にあるいは日常的に観察されることとの間にはかなり距離がある（Ickes，Robert－

son，Tooke＆Teng，1986；Neisser，1980）という点であろう。うつのセルフスキーマ研究に

よる知見もその生態学的妥当性は未知数といわざるを得ない。

 セルフスキーマ研究は，James（1980）が区分したふたつの自己，すなわち主体としての自己

“I”と，客体としての自己“Me”をprocessと。ontentと読み替えることによって，スキーマ

というひとつの概念で説明しようと試み，自己研究の統合の可能性を示唆した点で大きな貢献

があった。またセルフスキーマの概念はセルフ研究をかなり厳密な統制のできる実験の組上に

のせることを可能にした。しかしながら，それは反応時間や記憶成績という従来あまり人格心

理学や社会心理学の領域では用いられなかった測度を指標とした‘‘ある一時点での情報処理’’

の研究を生み出すことになった。そのような研究は人間を余りにもコンピューターアナロジで

考えており，人生を選び取っていく上での自己の複雑な機能を見えにくくし，自己の主体性を

狼小化しがちであった。すなわち，個人は一箇所に留ったまま，外界から入ってくる情報を自

分の過去経験と照しながら処理する受動的情報処理機構とみなされる傾向があった。このよう
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な人間観に対して，人問の主体性をもっと重視すべきであるという批判が投げかけられた

（Cantor＆Kih1strom，1989；Higgins，1986；Kih1strom＆Cantor，1984；Pervin，1989）のは

当然であろう。そしてまた坂元（1989）も指摘していることではあるが，自己や他者など人間

についての社会的な情報と人間以外の事物についての情報との質的差異を厳密にしないまま，

安易に同様な理論と実験パラダイムを用いることに反省も生じてきている。

4 理想自己を重視した最近の研究動向

最近の理想日己研究の特徴

 意志革命近年，再び理想自己が注目を集めるようになり，相次いで関連文献が出版されて

いる。それらは，前述したような人問観の変革を受けて，人間の自己形成的傾向を支えるもの

としての，あるいは適応に至るプロセスにおける個人差の基盤としての，個々人が自分の生に

おいて主体的自発的に設定したより長期的なゴrルないし課題に関心を向けている。人間の主

体的側面を中心に据えたこのような研究動向は、意志革命（Emmons，1989）と呼ばれ，認知革

命に続いて心理学研究に大きな飛躍をもたらすものと期待されている。

 ゴールの概念自体は新しいものではない。James（1890）以来，Watson（1930），Ad1er（1930），

Anport（1937），Hilgard（1949）など，立場の違いはあるにせよ，それぞれ人間を目的追求的存

在と考え，目標目的を重要視した研究者はこれまでにも少なくない。しかし，個々人がどのよ

うな目的をもっているか，またその特質は何方㍉目的の個人差がどう個人の行動の違いに結び

つくかなどについて実証的な研究はなされてこなかった。

 個性記述的視点の導入今回のうねりの特徴は三つある。そのひとつは，そして最も大きい

特徴は，認知的アプローチにある・。このアプローチでは，ゴールは階層構造をもった表象とし

て個人の中に保有され，外界の認知を方向づけ，行動を導き制御する，と考える。これによっ

て，個人は現下の刺激からの自由を獲得し，さらに行動や適応の個人差は，この認知構造の内

容と構造の違いから生じる，と考えられる。二つめは，動機づけの対象領域を特定していない

ことである。動機づけ研究はユ950年代にも発展したが，その当時の社会的要請一 烽?ﾁて，達成

動機づけについての研究が主流であった（e．g．Atkinson，1964）。しかし，今回のうねりの中で

は，対人関係，学業達成，経済的物質的所有など取り上げている領域がなんてあれ，とのよう

な内容と構造をもったゴールがどのような動機づけと関連し，さらにどのような行動と結びつ

くのか，というゴールと感情・行動との普遍的な関係に主要な関心が向けられ，特定の動機づ

けに研究が限定されることはない。三つめは，先の二点とも関連するが，より個性記述的で，

自己に引き寄せた形での理解が探求されていること・である。つまり，個々人によって動機づけ

られる領域が異なり，またゴールは個人の中に内面化されてその人なりの構造と意味をもった

ものとなる．ことによって動機づけがおきると考えられている。この点において，動機づけを非

個性的で無意識的過程とする見解とは異なっている（A11port，1955を参照のこと）。ゴール如内

面化される場合，どのような構造をもった表象として貯蔵されているかについては研究者によ

ってその概念が少しずつ異なるが，persona1strivings（Emmons，1986），life task（Cantor＆

Kih1strom，1985），ego task（Greenwald，1981），possible self（Markus＆Nurius，1986），

imago（McAdams，ユ985），current c㎝cem（K1inger，ユ987）など，いずれも自己の課題ないし
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ゴールや方略に関する表象が個々人特有の構造で組織化されたものとして考えられている。

Fig．1は，それらの中のひとつで，Emmons（1989）の動機づけの階層モデルである。人は自分

の達成すべきゴールとして何を掲げるかに違いがあり，さらにそのゴールに至るために何を下

位目標（彼のことばでは，課題task）として定めるかに違いがある，というように，この認知

構造の内容は全く個人的（perSona1）なものである。さまざまな条件のもとで，この認知構造の

中のある内容が活性化され，そのことによって動機づけがおこり，関連行動が志向されていく

（Fig．2を参照）。

理想自己研究の実際

 Se1f一他。re脾mcy理論 さて，このように個々人特有のゴールの認知構造に関して，どのよ

うな研究がこれまでになされてきたであろうか。Higgins，Klein＆Strauman（ユ985）は，「理

想自己」を，自己の領域（理想自己／当為自己）と自己に対する視点（自己／他者）の二つの

次元から4つに分類し，それらが質的に異なった自己評価基準となることを主張している。そ

して，この4つの基準と現実自己との差異（discrepancy）がそれぞれ異なった情動を生じさせ

る，という主張を，Higginsは自ら“se1f・discrepancy理論’’と呼んでいる。理想自己と現実自

己との差異はうつやdejection（悲しいなど）と，当為自己と現実自己との差異は不安やagita－

tion（動揺した・など）と結びつきやすい。このことは，実験によっても質問紙調査によっても裏

づけられた（Higgins，1987；Strauman＆Higgins，1987）。我が国においては工藤（1990）が

理想自己とうつとの関係について報告しているが，Higginsらの結果と異なっており，文化的な

要因の検討も必要であろう。

 Selトdiscrepancy理論はその名が示すとおり，目標としての理想自己ないし当為自己と現実

自己との差異に注目しており，この点において前述の差異スコア研究と類似している。しかし，

差異スコア研究では個々人の目標の全体的水準あるいは理想と現実のズレの数量的測面だけが

問題とされていたのに対して，Higginsらの研究ではあくまでも個々人が主体的に目標と定め

ている領域を取り上け検討している。このような両者の違いは，認知的視点の有無に由来して

いる。

 研究者が定めた尺度によって理想自己と現実自己との差異スコアを測定した（法則定立的な）

場合と，被験者が自ら目標としている領域を決定しそこでの差異スコアを求めた（個性記述的

な）場合とでは，実際に違いがあるのだろうか。これについては，後者が二つの自尊感情得点

（RosenbergSe1f－EsteemSca1e，CoopersmithSelf－EsteemScale）と大きな負の相関を示した

のに対して，前者ではそれ程はっきりとした相関はみられなかった（Moretti＆ Higgins，

1990）。つまり，研究者が定めた尺度において，ある人の理想と現実とのズレが仮に大きくても，

その人にとって理想とは無関係の，したがってあまり意味を持たない領域であれば，それは自

尊感情に反映されない。

 Kihlstromら（1988）は，大学生を対象に，学業面について入学時から数年間にわたる縦断的

調査の結果を報告している。それによれば，学業面での理想自己と現実自己との隔たりが大き

い群では小さい郡よりもストレスを強く感じており，在学年数が長くなるにつれて学業から来

るストレスは減少していったにもかかわらず，この傾向は持続した。また，隔たりが大きい群

はより長時間を学業に費やしていたが，実際の学業成績は両群で違いが認められなかった。す

なわち，ある領域での自己概念のズレの違いは，その領域に関する情動面や行動に異なった効
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乗をもたらすことを示唆する。

 ゴールの個性化行動に対してゴールがどの程度のインパクトを持つかは，個人が現在の状

態と自分が望んでいる状態との間に自己表象の橋をかけることによって，ゴールを個性化（per・

sonalise）する度合いによって規定される（Markus＆Nurius，1986）。個性化されたゴールが

その人の行動の誘因として機能することを，彼女は次のような調査結果によって裏づけようと

している（Porter，Markus＆Nurius，1984）。比較的最近になんらかの別離を体験した人たち

を自己評定により，回復群と未回復群とに二分し，さらに統制群を加えて自己概念を比較検討

した。その結果，統制群に比べて危機体験群（回復群，未回復群）はともに現実自己において

は一様に否定的な側面が強かった（例，うちひしがれた，孤独な，など）。将来の自己では，統

制群が’楽観主義者H長寿’‘満足した’‘自信のある‘などの姿を考えるのに対して，未回復群は

’失敗した’’早死にする’‘挫折を経験する’などを挙げ，彼らの現実自己よりさらに一層否定的な

ものであった。しかし，未回復群と同じような危機を経験しても回復群の方は，’知的な’’力の

ある’‘創造的な’‘魅力的な’などの将来の姿を考えており，しかも自分がこのような人問になる

可能性を統制群より高く見積もっていた。また，これと関連して遠藤（1990）は，高い理想を

抱いていることからに対してはその実現可能性を高く見積もっている，と報告している。

 理想自己概念の拡張 Markus＆Nurius（1986）や遠藤（1987）は理想自己を，「○Oであり

たい」というものから，「○Oではありたくない」という否定的な理想をも含めたより広い概念

へと拡大することを提唱している。Markusらはこれを“possib1eself”と名づけ，自分が将来

どんなふうになっているか，どんなふうになりたいのか〈idealse1f〉，どうなることを恐れてい

るか（mdesired self）などまだ実現していない自分の姿についての表象である（Markus＆

Nurius，1986；Markus＆Ruvolo，1989）と定義している。また，遠藤は目標への接近回避の

方向性に注目して，“正の理想自己”“負の理想自己｝と名づけている。これまでのところ，正

の理想とともに負の理想についても充分に構造化された豊潤な表象があること（遠藤，1987），

個人の主観的満足感では，負の理想自己と現実自己との差の方が理想自己と現実自己との差よ

りも，強い（負の）相関関係が見い出される（Ogilvie，1987）こと，自尊感情は現実自己単独

や［現実自己十理想自己コよりも［現実自己十possible selfコとによって最もよく説明される

（Markus＆Nurius，1986）こと，また非行群に対する研究では正常群との大きな違いとして

前者の場合正の理想自己と負の理想自己の内容が対応していないのに対して，後者では正負の

内容のバランスが見られること（Oyserman＆Markus，1990）などが報告されており，従来

の理想自己だけに限らず，“こうはなりたくない”という負の理想自己をも含む広い概念として

提らえた研究を積み重ねる必要があろう。

 このように，“自分はどのようにありたいか’’“どんなふうにはなりたくないか”“こうなれる

のではないか’’といった将来の自己の姿の描き方によって，情動や自己評価さらには行動が影

響を受け，個人の適応に向うプロセスが異なってくると考えられる。

5 お わ リ に

適応に対する考え方の変遷

 自己概念との関連で適応の研究が始った1950年代には，適応（adjustment）はまさしく所与
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の外界に順応すべく人間の方が調整した結果到達した比較的安定した静的状態という意味が感

じられるものであった。しかし，近年，適応に対する考え方や視点が変遷してきている。それ

は，ひとつには，社会の仕組みが複雑になり外界の変動も以前とは比較にならないほど大きく

価値も多様化し，どのような環境に1碩応すれば適応といえるのか，何が最もよいことかは一義

的に判断し得なくなってきているからである。また，環境・状況の性質は客観的規範的に記述

できるものではなく，個々人の認知によって変化し得る主観的なものである，との認識がひろ

まってきている。Rotter（1954）のLocaus of contro1理論は，個人によって状況の解釈は異な

ること，したがって個人が見い出す問題や課題が異なることを示唆した。Ke11y（1955）もコンス

トラクト概念を提唱し，認知によって予測や行動の違いが生じる，という論を展開した。さら

にまた，人は積極的に自ら状況を選び取っていくものである（Emmons＆Diener，1986）。目

的設定の自由度が高い場合はもちろんのこと，最終的目的が決っているような場合でも，それ

を実現するための道程は通袴複数存在し，人はその中から積極的に自分にとっての最善の選択

をおこない，それに応じた状況を設定していく。たとえば，一般に青年期後期には“家族から

の独立”が重要な課題となるが，付与する重要性や，この大きな課題をより具体化した下位課

題は個々人によって異なっている（Zirkel＆Cantor，1990）。このような理由から，適応は，

一般的な基準に照しての善悪ではなく，個々人が自らの立っている状況において見い出した問

題に応じて，判断されるべきものとされるようになってきたのであり，その人なりの最適状態

を作り出していく英知（Cantor＆Kihlstrom，1985）は“社会的知能（socia1intelligence）”

としてとらえられる。

今後の展望

 このような適応観の変化に対応して，適応に関する研究も，ある人が適応状態にあるか否か

の側面から，創造的適応すなわち方略を主体的に選択しつつ終点に近づこうとする動的プロセ

スの側面へとその焦点を移行させてきた。自己概念との関係で言えば，適応の指標としての自

己概念研究に代わって，“適応’’状態を作り出すために自己概念がいかに関わっているか，とい

うことが解明されるべき問題となる。そして，人間の主体的側面の研究はゴールに関する認知

的アプローチによって適切なパースペクティヴを得たのである。

 未来志向的自己の研究は2節や3節でふりかえったような不毛性から脱却する方向を示唆し

ており，今後その重要性を一層増すものと思われる。だが，現在のところこれらを裏づける実

証的データは乏しい。その原因のひとつは方法論が確立していないことにある。ゴールの個人

差を踏まえながら，かつゴールの構造や機能の普遍性一般1生を解明することの困難は非常に大

きい。まず，個々人のデータを収集しなければならないが，一自らの“真’’のゴールを意識しえ

ているか，それを忠実に報告するか，それを行動として表出するかについては確証が得られに

くい（Kihlstrom＆Cantor，1989）。その上，個性記述的手法を用いて，ケース報告以上に一

般性普遍性を打ち出すことがむずかしい。現在のところ，4節で紹介した研究では面接や調査が

主要な方法として採用されているが，これら研究法の一般的欠点として変数操作や測度の問題

があり，充分生産性を高めるには至っていない。この点を克服するための方策として考えられ

るのは，3節で述べたような実験的手法との併用または統合であろう。これまでのセルフスキー

マ研究が認知的課題に依存しすぎた点を改め，社会心理学的指標や臨床心理学的指標を持込む

ことによって，現場的研究で作り出された仮説をより厳密に検討できるものと思われる。
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Recent Topics of Idea1Se1f Studies：The re1ation

      between the se1f－concept and adjustment

Yumi END0

ABSTRACT

   Recently，ideal selves as personal goals are becoming subjects of attention＝How we

pursuit and strive after our own goals？Howwe decide our behaviors to attain desired

㎝dsP We can trace back this tbeme far to an jmportant indicati㎝by Rogers（195ユ）that

the discrepancy between the ideal se1f and the perceived self decrease as the therapies go

on，and as a client improve his／her adjustment．His repoれgave stimuli to many reseachers，

who started to invetigate whether it is possib1e to丘nd the genera1ized relation between the

self－concept and adjustment．

   The purpose of the present study is to review these researches and discuss future

directions．Itconsistsofthreesections：①Onthediscrepancyscoreasameasureof

adjustment，②Onself・schemaanddepressi㎝，③OncognitiveapProachtotheidealselves．


