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第一章 アイドルについて（吉井 航） 

 

１.はじめに 

 

まず、はじめにアイドルについて調査するに至った経緯は、我々のグループのなかで、近

年若者の生活の中において AKB48 のようないわゆるアイドルと呼ばれるものへ触れる機

会が多いということが話題としてあがった。そこから、現代において「アイドル」とはポッ

プカルチャーになっているのだろうか？という問題関心が生まれたことからアイドルにつ

いての調査をするに至った。AKB48 グループの総選挙と言われるアイドルグループ内での

イベントがテレビで放映され、19 時の NHK のニュースでも取り扱われるほど近年アイド

ルについて耳にする機会は増えていることなどである。そしてまた、我々のグループの周り

の友人など、身近なところにアイドルファンという存在が増えてきていることもあり、「ア

イドル」とはポップカルチャーになっているのだろうか？と関心をもった。さらにアイドル

ファンのなかにはアイドルオタクと呼ばれる人たちがおり、オタクと呼ばれる存在が何者

なのか？という問題関心も生まれた。 

そしてこれらの問題関心から、テレビでしっかりと放映されていることで、「アイドルは

本当に影響力があるのか？」、また近年地下アイドルといったアイドルなど様々なアイドル

グループが急増していくなかで、「アイドルは本当に必要なのか？」ということをテーマに

しそれぞれの調査にあたった。 

第一章では主にアイドルについての意識調査として、一般の学生に調査をすることにし

た。 

 

 

 

 

 

２.調査概要 

 

まず、学生に調査を行うまえに辞書に定義づけされている「アイドルとは？」を調べてみ

たところ、広辞苑によると「①偶像 ②憧れの対象者。人気者。特に青少年の支持する若手

タレント」である。さらに、Longman Dictionary of Contemporary English によれば idol

とは「① someone or something that you love or admire very much ②a picture or state 

that is worshipped as a god」である。これらの辞書によれば「アイドル」とは必ずしも「芸

能人」「女性アイドル」「男性アイドル」などと絞る必要はない。それを踏まえて学生へのア

イドルについての意識調査を行うことにした。 

調査にはアンケートを作成し、首都大学東京を中心とした、18～22 歳の男女 64 人(男性

32 人・女性 32 人)に調査を行った。期間は 2 週間程度。調査方法はペーパーとインターネ

ットのいずれかによる(内容は同一)。回答法は、選択式・記述式の両方を用いた。 

実際に用いたアンケート内容がこれである。 

 



 

首都大学東京 人文社会系社会福祉学コース アンケート 

☆ゼミ研究のためのアンケートです。ご協力お願いいたします!  

なお、いただいた情報はゼミ以外の用途で使用いたしません。 

 

Q1 あなたの年齢を教えてください。                  歳 

Q2 あなたの性別を教えてください。            男性・女性 

Q3 あなたが今所属しているサークル・部活を教えてください。 

複数参加している場合は、最も参加率の高い団体をお書きください。                   

 

Q4 あなた自身にとっての「アイドル」とは何ですか？  

(「アイドル」という単語は、例えば「スポーツ界のアイドル」や「部活のアイドル」という意味でも使われるように、

芸能界でのアイドルに限らず広義な意味で用いられます。従って、芸能界のアイドルに回答を絞る必要はありません。) 

 

 

Q5 Q4 の理由を教えてください。 

 

 

 

Q6 芸能界アイドル(AKB48、嵐、ももいろクローバーZ など)は好きですか？   

好き・どちらでもない・嫌い 

Q7 二次元アイドル(ラブライブ！、アイドルマスターなど)は好きですか？     

 好き・どちらでもない・嫌い 

 

＊このあとの Q8～Q13ですが、8と 11、9と 12、10と 13で回答が重複してしまっても

構いません。 

 

Q8 アイドル歌手に限らず、音楽アーティストの CD を買ったことがありますか？    

ある(→Q8-1,2へ)・ない(→Q9へ) 

    Q8-1 「ある」と答えた方、年間何枚程度買いますか？    

                                      枚 

    Q8-2 どのようなアーティストの CD を購入したか教えてください。 

 

 

Q9 アイドル歌手に限らず、音楽アーティストのライブに行ったことがありますか？ 

ある(→Q9-1へ)・ない(→Q10へ) 

    Q9-1 「ある」と答えた方、アーティスト名を教えてください。 

 

 

Q10 アイドル歌手に限らず、音楽アーティストのファンクラブに入っていますか？  



入っている(→Q10-1,2へ)・入っていた(→Q10-1,3へ)・入っていないし入ったこともない
(→Q11へ) 

    Q10-1 「入っている」もしくは「入っていた」と答えた方、アーティスト名を教え

てください。 

 

 

    Q10-2 「入っている」と答えた方、それはいつ頃からですか？   

            から 

    Q10-3 「入っていた」と答えた方、それはいつ頃からいつ頃までですか？  

                       から          まで 

 

Q11 アイドル歌手(芸能界アイドル)の CD を購入したことがありますか？   

ある(→Q11-1へ)・ない(→Q12へ) 

    Q11-1 「ある」と答えた方、アーティスト名を教えてください。 

 

 

Q12 アイドル歌手(芸能界アイドル)のライブに行ったことがありますか？   

ある(→Q12-1へ)・ない(→Q13へ) 

    Q12-1 「ある」と答えた方、アーティスト名を教えてください。 

 

 

Q13 アイドル歌手(芸能界アイドル)のファンクラブに入っていますか？ 

入っている(→Q13-1,2へ)・入っていた(→Q13-1,3へ)・入っていないし入ったこともない
(→Q14へ) 

    Q13-1 「入っている」もしくは「入っていた」と答えた方、アーティスト名を教え

てください。 

 

 

    

Q13-2 「入っている」と答えた方、それはいつ頃からですか？   

           から 

    Q13-3 「入っていた」と答えた方、それはいつ頃からいつ頃までですか？ 

                        から         まで 

 

Q14 「オタク」と言われて、どのようなイメージを持ちますか？ 具体的にお答えくださ

い。 

 

 

 

ご協力ありがとうございました！ 



これが実際に用いたアンケートである。これらの中からアイドルについての意識調査とし

て取り上げて考察をしたのは Q4～Q7 である。 

 

 

３.調査結果 

 

Q4、5 の回答を ①具体的な人物/グループの名称 ②「芸能人」という一般名詞 ③「か

わいい」「輝いている」「キラキラしている」というイメージ ④距離的に近い/身近さ (「注

目の的」「組織の中心」など) ⑤距離的に遠い (「憧れ」「手に届かない存在」など) ⑥潜

在的なもの (「元気をくれる存在」など) ⑦その他 に分類しグラフに表した。その結果が

次である。 

 

 

 

 

 

このアンケート、グラフの結果から分かることは、全体的に男女で回答の傾向が別れやすく、

男性は具体的な人物、グループの名称、例えば松田聖子や AKB48 などを挙げる人が多かっ

た。それに対し、「芸能人」という一般名詞で回答したのは女性しかいなかった。アイドル

との距離的な遠近に関しての男女での回答の傾向はあまりなく、全体に占める割合も等し

かった。「かわいい」「輝いている」「キラキラしている」というイメージは女性からの回答

が多かった。潜在的なもの、「心の支え」のような回答をしたのは圧倒的に男性が多かった。 

次に Q6、7 の回答をグラフにした。 



 

 

 

 

このグラフより分かることは、好きという回答はどちらも少なく、また、どちらでもないが

両方とも多かった。相対的に見ると、芸能人のほうはポジティブなイメージで、芸能人のほ

うはネガティブなイメージが多かった。 

 

 

 

４.考察、まとめ 

 

これらの調査結果より考察をすると、多くの人が「アイドル」に対して共通なイメージを

もっているわけではなく、偏りもなく様々な回答が見られた。男女間での差が見られた回答

として、まず女子の「キラキラしている」「かわいい」などはそれが指すアイドルにもよる

好き
25%

どちらでもない
66%

嫌い
9%

芸能人アイドルは好きですか？

好き どちらでもない 嫌い

好き
17%

どちらでもない
52%

嫌い

31%

二次元アイドルは好きですか？

好き どちらでもない 嫌い



が、もし女性アイドルを指しているのなら同性ならではのイメージだったりするのだろう。

そもそも「輝いている」などのイメージをもつのは女性らしいイメージのもちかたであるだ

ろう。それに対し、男性に多かった回答は潜在的なものである。アイドルが「心の支え」や

「癒し」となっているというものである。このポテンシャル的なものがどこまで含んでいる

のかはわからないが、外見的なものもポテンシャルに含まれているかもしれない。また、男

性でも「かわいい」など思うことがあるだろうがそれよりも男性にとってのアイドルは潜在

的な者であるようだ。また、これらの回答は現代の若者による回答なので、近年のいわゆる

アイドルグループが多様に存在するように、若者にとってのアイドルも様々なものがある

のだろう。 

 次に、芸能人アイドルと二次元アイドルへの意識調査である。芸能人アイドルに対しては

ポジティブなイメージであるものの好きか嫌いどちらでもないという回答が多かったのは、

近年あまりにもテレビや雑誌などのマスメディアへの芸能人アイドルの登場が多いためそ

こまで若い人たちから気にされなくなっているのだろう。それに対して二次元アイドルは

ネガティブなイメージが多く、近年二次元アイドルの話題もテレビなどで耳にする機会が

多いがそれらの熱狂的ファンであるオタクと呼ばれる人たちへの根強いマイナスイメージ

から二次元アイドルはネガティブなイメージをもたれがちなのだろう。 

 そしてアイドルが必要かどうか、影響力があるかということについては、後述するアイド

ルの歴史、アイドルによる経済効果、ファンについて、オタクについて、が関わってくるの

でここでは結論は出せないが、アンケートを行ったことで若者のアイドルへの意識を知る

ことができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第二章 アイドルの歴史について（吉岡 誉将） 

 

1. はじめに（研究課題） 

前述の通り、広辞苑によると、「アイドル」とは「①偶像 ②あこがれの対象者。人気者。

特に、青少年の支持する若手タレント」とある。さらに Longman Dictionary of 

Contemporary English によれば、”idol”とは「①someone or something that you love or 

admire very much ②a picture or state that is worshipped as a god」とある。第一章の

アンケートにもあったように、必ずしも一般的なイメージである「男性アイドル」や「女性

アイドル」と絞る必要はない。しかし一方で、現代の以上のようなイメージに至った経緯と

は何であるのかを検証し、さらにその歴史的な文脈と流行、さらには社会との関係性につい

て解こうと思う。なお、調査は文献を中心に行ない、アンケートなどは用いなかった。 

 

2. 調査結果（アイドルの歴史とその社会背景について） 

社会学者の稲増龍夫によれば、「日本的文脈における『アイドル』とは、『七十年代以降に

生まれた、若者をターゲットにした歌謡ポップス歌手の総称』」としたうえで、「『従来のス

ターのカリスマ性』や、歌手としての実力よりも、『性』や『若さ』をアピールして人気を

得た存在だ」としている。従って、一般的なイメージである「男性アイドル」や「女性アイ

ドル」というように使う「アイドル」という定義付けがなされたのは、1970 年代以降とい

える。 

では、1970 年以前に「アイドル」ないしは「アイドル的存在」が日本には不在であったの

だろうか。斧屋 2004 によると、1960 年代には吉永小百合という「アイドル的存在」の代

表格がいた。彼女のファンのことを当時「サユリスト」と呼んだように、当時からファンを

指す語が存在したのも一つの特徴である。なおこの時期は、「アイドル」という言葉が世間

一般に浸透していたわけではなく、どちらかといえば「スター」という単語のほうが多く使

われていた。この違いについて境 2003 によれば、アイドルとは商品としての質的な差異が

あるとし、「ファン層をなす『一般』からは質的に優越方向に乖離した特殊な存在」として

いる。「スター」は「特殊的存在」「カリスマ」といえる一方で、「アイドル」については「『一

般』と同じである」というニュアンスが強いとしている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 家庭婦人の生活時間の推移(平日) 

（「文部科学省 時代を拓く科学技術」より抜粋） 

 



この時代は、「映画→スター」という流れが一般的であるが、それが変化した背景には、前

頁の図を参照の通り、1960 年代の(婦人の)娯楽趣味がテレビへと変化したこと、それはメ

ディアが映画からテレビへと変化したことが挙げられる。 

このようなメディア環境の変化が「スター」から「アイドル」への呼称変化に大きく影響

していることは本章において強調すべき点の一つであり、筆者としては現代のテレビに変

わる存在がもし登場した場合、そのような変化が再び起こるのではないかと予想する。 

 

さて 1970 年代に入ると、前述のように「アイドル」という語が生まれる。その代表格と

して、山口百恵が台頭する時代となった。この「～が台頭する時代
．．

」という文言は、今後 1980

年代以降にも使うが、その「時代」とは社会背景とどのような関係を持っているのかを検討

したい。経済学者の田中秀臣は、「景気が悪いときに人気アイドルが生まれ、景気が良くな

ると人気が落ちる」とし、「人気が落ちるのは景気がピークをつけてから大体 1～1 年半後」

と論じている。1970 年代は、日本国内では激動の時代であったといっても過言ではない。

その根拠となる資料として、以下の図を参照されたい。 

図 2 1960～1980 年代の実質 GDP、実質経済成長率の推移 

（国土交通省『長期的な経済の低迷』より作成） 

 

1970 年代を俯瞰してみると、山口百恵・桜田淳子・森昌子の「花の中三トリオ」が人気を

集めた。1976 年にはピンク・レディーがデビューし、こちらもヒットを連発した。ただし

こちらは 70 年代前半の山口百恵のように長く人気が続いたとは言い難く、アメリカ進出と

いうマーケット戦略の脱線により人気が急降下してしまったため、景気との関係性は希薄

であるだろう。 



図 3 山口百恵のシングルと売り上げ枚数 

（『山口百恵シングル曲一覧』http://www.k4.dion.ne.jp/~momo-aki/momoesingle.html より作成） 

 

日本が高度経済成長を遂げていたのは周知の事実であるが、その終焉は 1973 年の第一次

石油危機であると言われている。その 1973 年 5 月に山口百恵が 1st シングル「としごろ」

を発表している。グラフで実質経済成長率が最低の数字になっている 1974 年には合計 4 枚

のシングルを発表し、うち 12 月に発表した年内 4 枚目のシングル「冬の色」では、シング

ル 7 枚目にして初のランキング最高位 1 位を獲得している。その後、1976 年 6 月発売の 13

枚目のシングル「横須賀ストーリー」で 66.1 万枚という自身最大の売り上げを記録し、安

定した人気を誇るようになるが、1978 年 11 月発売の 24 枚目のシングル「いい日旅立ち」

を以降の売り上げは下降気味になってしまい、50 万枚はおろか 40 万枚すら越えなくなっ

てしまった。先ほどの実質経済成長率のグラフと比較すると、たしかに 1978 年には実質経

済成長率も上昇傾向であり、田中氏の論に適合しているといえる。 

  

1978 年に第二次石油危機が発生したことで再び実質経済成長率は下降し、1980 年になっ

た。1980 年には山口百恵が引退すると同時に、松田聖子がデビューを果たし、山口百恵に

次いでアイドル新時代を築いた。民俗学者の大塚英志によれば、松田聖子が人気を持った理

由は「アイドルビジネス」が本格化したことを挙げている。山口百恵の時代においてはメデ

ィアが完全に映画からテレビ、特にテレビドラマになったことで、そのドラマでは「初めか

らアイドル自身の「物語」性を前提にしておらず、かえってドラマの中で付与されたキャラ

クターを消費者に印象付けることで、アイドルの多面性や意外な一面をアピールする意図」

(稲増 1998)があったとしている。 

つまりアイドルといってもまだ一部にしか目をやっておらず、大塚によれば「虚構と実像

という二元論の上にアイドルが存在し、(中略)それなりに幸福な時代であった」としており、

アイドル論も深くはなく、ファンの受容法などに言及するまでアイドルは発展していなか

った。 



ところが、消費する側の受容方法が変わったのが 1980 年代であり、それを具現化したの

が松田聖子とおニャン子クラブである。大塚によれば「アイドル産出過程全体」を重要視し

たといわれ、それは現代の AKB48 のもとの形になったともいえるおニャン子クラブなの

だ。彼女たちは完全な一般人から選考し、「アイドル」が産出されるプロセスまで全てを重

要視していたのだ。一方で松田聖子は、前述の「虚構」であることに気付き、アイドルのシ

ミュレーション化をしてわざと「ぶりっこ」キャラを産出したことで人気を得たと大塚は論

じている。1980 年代前半は第 3 次総合開発計画が制定されていた時期であり、完全に日本

が工業化したため 1970 年代のような急激に実質経済成長率が下がることもなく、やや右肩

上がりであった。一方でこの時代は中学高校が校内暴力で荒れ、横浜では浮浪者狩りが行な

われるなどファンになりやすい若年層世代での問題があった。私の仮説としては、学校とい

う現実から離れ虚構に逃げようにも制度に阻まれ、結果的に現実の中で問題を起こしてし

まっていたのだろう。1970 年代のような「虚構」と「実像」の上にあるアイドルという構

図がうまくいかず、虚構であると割り切っていたから松田聖子は成功したのだろう。 

 

  

図 4 山口百恵のシングルと売り上げ枚数 

（『松田聖子の売上ベスト 40 から好きな曲を選ぶと』http://o.sentaku.org/music/1000032935/より作成） 

 

80 年代にリリースした松田聖子のシングルは以上の通りだが、三作目までかなりの右肩

上がりである。その後も 50 万枚前後を安定してキープし、1983 年 8 月発売の「ガラスの

林檎」では 85.7 万枚の大セールスを記録した。ただしこれが彼女のトップセールスではな

く、1996 年発売の「あなたに逢いたくて〜Missing You〜」であり、現状これが彼女の唯一

のミリオンセラーとなっている。いずれにせよ、松田聖子は 1980 年代比較的長く人気を誇

った。 



さて、一般に「アイドル最盛期」といわれる 1980 年代には、もう一つそれを牽引するグ

ループがあった。おニャン子クラブである。秋元康氏がプロデュースしたグループであるが、

大塚は秋元のことを「新人類」と定義した。「新人類」とは 1980 年代によく使われた単語

であり、大塚は「いまだ何者でもなかった」者たちであると定義づけしている。つまり、今

までの職業にとらわれず新たな肩書を持つような人で、言うなれば「ベンチャー」に近い。

彼はその後もアイドルグループのプロデュース業を担った。ここで言えるのは、1980 年代

のおニャン子クラブから、「身近な存在」がアイドルとなるケースが生まれ始めたのである。

かつての「虚像」という概念云々ではなく、その距離感・プロセスを重視するようになった

のである。ここで、現代のアイドル論で最も大きなトピックの一つとされる「ファン」につ

いての議論が発生する。「ファンなしでは存在しえないアイドル」という方法論は、後述の

アイドルそのものの経済効果へも波及することとなり、本来「サブカルチャー」という文化

的側面だけに甘んじていた「アイドル」を、ビジネスという経済的効果をももたらす役割を

備えるようになり、さらにそこから「ポップカルチャー」へと進出する過程を築いたのであ

る。 

 

このような「ファン」というアイドルを取り巻く環境にまで目を向けられるようになった

1980 年代であるが、当然「ファン」論を新たに論じる学者も登場する。1983 年、コラムニ

スト中森明夫が、1コミックマーケットに集まる集団を「おたく」と命名した。当時の日本

は国際化の一途をたどっている時代であり、現代ほど「漫画・アニメ文化」を世界的に売り

出していたわけでもないため、コミックマーケットという同人誌販売イベントはサブカル

チャーの代表格とされていた。よって、「おたく」＝ネガティヴなイメージとして用いられ

るのが一般的であった。 

当時は松田聖子・おニャン子クラブの健闘により、「アイドル」が「ポップカルチャー」に

なりかけている時代であった。だが一方で、それを支えるファン自体にはネガティヴなイメ

ージが根づいてしまうという、皮肉的な状況であった。現代の「アイドル」と大きく異なる

のはこの点であると筆者は考察するが、後述にて詳しく紹介するが逆に現代も「ファン」の

度合いによってはネガティヴなイメージと捉えられる場合がある。筆者としては、その度合

いは「おたく＞ファン」という構図が現在は成立しているため、そのすみわけが明確になっ

ているのが現代アイドルファン論において大きな基盤となっているのではないかと考察す

る。 

 

1980 年代はアイドルそのものだけでなくその周りにも大きな変化があった時代であった。

「虚構」という概念にいち早く気付いた松田聖子は現代アイドルの基盤、先駆者であり、さ

らにファンの受容法にまで目を向けたおニャン子クラブとそのプロデューサー・秋元康も

また先駆者である。だが、1990 年代は後半に「モーニング娘。」が登場するまでは一般にア

イドル暗黒期とされ、アイドル産業は低迷の一途をたどった。その原因は、(時代がほぼ一

                                                 
1 コミックマーケット…1975 年から行なわれている日本最大の同人誌販売イベント。現在は東 

京・国際展示場にて行なわれ、2013 年度開催は過去最大の 59 万人 

を記録した。 



致しているという意味で)アイドルと同じような歴史的経緯をたどってきた「ロック」とい

う音楽ジャンルが、1980 年代後半から CD 売り上げランキングに顔を出すようになり、「サ

ブカルチャー」から「ポップカルチャー」へと変化した時代であったからである。このよう

な、サブカルチャーからポップカルチャーへの変化は、この後アイドルが再び歩むことにな

るのである。 

さて、1990 年代後半は前述の通り「モーニング娘。」が台頭し、一大ブームをもたらした。

ただし、アイドル形成段階での過程重視やファンの獲得法などを見ると 1980 年代のおニャ

ン子クラブと酷似しているため、本報告では割愛させていただく。 

 

現代ではその形態が確固たる地位となっている証として、AKB48 が挙げられる。AKB48

はまたしても秋元康氏プロデュースのアイドルグループであるが、こちらは「会いに行ける

アイドル」というキャッチコピーのもと、ファンとの距離感をより重視した戦略を取ってい

る。また、「見習い」ポジションのいわゆる「卵たち」を「研究生」と名付けることにより、

研究生から一人前のアイドルになるまでの過程を楽しむこともでき、おニャン子クラブで

新たに作った戦略を、より確固たるものとしている。 

また、売り上げ枚数にも秋元康の戦略を見ることができる。まずは、以下のグラフを参考

にされたい。 

 

 

図 5 AKB48 のシングルと売り上げ枚数 

（『AKB48』http://music.geocities.jp/utamaruxxx/AKB48.html より作成） 

 

AKB48 が前述の山口百恵・松田聖子と大きく異なるのは、売り上げ枚数の桁が異なること

である。この要因として、AKB48 は握手券を CD に封入することで握手会需要を見込むこ



とができ、一人で何十枚と買う層が現れたからである。この方法論自体には批判も多いが、

秋元康は売り上げ枚数を数字で出すというコンセプトを持っていることがはっきりと理解

できる。 

 

 

3. 全体の考察・分析 

以上のような経緯で日本の「アイドル」は変化してきたが、前述にも挙げるように経済的

側面にまで波及していることを加味すると、日本のアイドルは産業として大きく力を持っ

ていることがわかる。さらに、文化的側面で検討しても、ポップカルチャーとして大きな力

を持っており、「おたく」も一種のアイデンティティーとして社会的にみられるようになり、

ネガティヴなイメージも希薄になりつつあると考察できる。 

今後の課題としては、今の経済的効果がいつまで持続するかである。例えば、前述に挙げ

た「ロック」は現在「氷河期」と揶揄されることがある。アイドルも、1990 年代前半はそ

のように言われていた。従って、他ジャンルの音楽との共存は今後目を向けなければならな

い問題である。後述で現在の CD 産業の不振を扱うが、そのような状況をいかに打破してい

くかは、経済的側面を持つようになった現在では考えなければならない問題である。 
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第三章：ファンの変化 （深谷 海里） 

 

１ 研究課題 

 アイドルが時代を経て変化を遂げてきたように、彼らを追い続けるファンも時代ととも

に変わってきている。この章では、それぞれの時代におけるファンのあり方とその変遷、さ

らにそこに潜む背景について述べていきたいと思う。今回の調査で行ったアンケートでは、

対象者を大学生に絞ったこともありファンの変化について考察するための資料がないこと、

またアイドルファンであると回答した人が少なく現代のファンの定義や傾向を見るにして

も材料として十分ではないことから、文献やインターネットを中心とした調査に基づいて

考察していくこととする。具体的には、ファンにとってアイドルの存在がどう変わってきた

のか、アイドルとファンの距離感はどう変わったのか、その社会的背景や情報化社会の影響

などについて検討していく。 

 

２ 調査実施結果 

～1980年代のアイドルと親衛隊の変遷～ 

 まず、1980 年代のアイドルはファンにとっての偶像であった。主にテレビの画面を通じ

てしか見ることのできない彼らは、メディアによって作り上げられた存在であり、ファンは

限られた情報しか得ることができなかった。しかし当時のアイドルはあくまでも、というよ

りそうのような環境だったからこそ、「手の届かない存在」であり「高嶺の花」であった。

中には親衛隊と呼ばれ、私的に応援活動や身辺警護を行う団体も多く存在した。以下に親衛

隊の変遷を簡単に記しておく。 

 

1970 年代…歌謡祭やコンサート会場でグループごとの応援団同士のトラブルが頻発してい

たことから、石野真子親衛隊の柳一誠・茂樹兄弟が一部のリーダーをまとめることで「関東

親衛隊連合」を創設。 

                      ↓ 

1980 年代（最盛期）…石野真子の引退や松田聖子のデビューを経て親衛隊は最盛期を迎え

る。歌番組の生放送もこの頃に始まり、親衛隊の組織的応援活動が欠かせない時代となった。 

                      ↓ 

1980 年代中盤（安定期）…親衛隊長とアイドルが恋愛関係に発展してしまったり、マネー

ジャーを介して芸能事務所に社員やマネージャーの見習いとして就職が決まったりするよ

うな隊員も出てくる。しかし組織の拡大化に伴い、親衛隊の中での派閥が生まれるようにな

る。当時関東親衛隊連合は、所属事務所系列や幹部の人間関係が原因で大きく 4 つの派閥

に分かれていたという。 

                      ↓ 

1990 年代（終焉期）…派閥同士の抗争も激化し、親衛隊は終焉期を迎える。アイドルが冬

の時代に突入したことに伴って親衛隊の数も減り、公開歌番組や大規模なコンサートもあ

まり行われなくなったことで親衛隊としての活動場所や存在価値が薄れていったことが要

因と考えられている。また、親衛隊は典型的な「体育会系」組織で上下関係も厳しく、その

ような環境を嫌い、個人主義を好むファンが時代とともに増えたことも挙げられる。さらに、



親衛隊が活躍していた頃は“青春”などといった爽やかで健康的だったアイドルファンのイ

メージが時代と共に“根暗”などのネガティブなイメージに変わっていったことも親衛隊の

衰退の原因の一つと考えられている。いわゆる「オタク」については後の章で述べるが、「ダ

サい」「カッコわるい」「気持ち悪い」といったアイドルファンのイメージが親衛隊の衰退に

関連したことは容易に想像がつく。こうして親衛隊は姿を消したが、現在では親衛隊 OB と

して活動を再開するファンも出てきている。 

 

～AKB48 の登場とファンの変化～ 

2000年代、特にAKBの登場によってそれまでのファンのあり方に大きな変化が訪れた。

すでに多くの人が知っているように、AKB は CD を 1 枚購入するごとに握手会の参加権を

入手できるシステムを導入することで人気を伸ばしている。気軽にライブに足を運べて、さ

らに握手をしてもらえるなど 1980 年代なら実現しえないことだった。このことでアイドル

とファンの距離が縮まったことは言うまでもない。また AKB はイベント会場にファンが直

接クレームや要望を申し出ることができるスペースを用意している。このことは、ファン自

らがグループを形成していく組織に入り、グループの成長を見届けていく感覚を得られる

というメリットをもたらす。毎年行われている総選挙も、自分の投票がグループの今後を左

右するかもしれないという可能性がファンの心をくすぐっていることは容易に想像がつく。

そしてもうひとつアイドルとファンの距離が縮まった背景として欠かせないのが、情報化

社会の発達である。インターネットなどによって誰もがいつでも手軽に様々な情報を入手

できるようになったことで、わざわざファンクラブに入らなくても好きなアイドルの情報

が簡単に手に入るようになったのである。会員の減少に伴ってファンクラブ自体の数も減

り、その代わりに登場したのがブログやツイッターだ。リアルタイムで好きなアイドルの状

況を知ることができるというのは、確実にファンにとって彼らを身近に感じさせる手段の

一つとなっている。 

 【参考】総フォロワー数ランキング 

★1位★  

きゃりーぱみゅぱみゅ       ←若い世代にとっての“ファッションリーダー的存在” 

2,181,260フォロワー   

★2位★  

篠田麻里子 

1,908,795フォロワー   

★3位★  

小嶋 陽菜 

1,628,410フォロワー   AKB48のメンバーによる上位独占 

4 位  

板野友美 

1,545,592フォロワー   

5 位  

前田敦子 

1,149,052フォロワー             (引用：http://twinavi.jp/account/list/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%AB/followers)  



～グループアイドルの登場がファンにもたらす影響～ 

昔は山口百恵や松田聖子と言ったようにピンのアイドル歌手が多かったが、最近ではモ

ーニング娘、AKB48 のようにグループアイドルが多くみられるのも特徴の一つである。こ

のような変化はファンにどのような影響を与えているのだろうか。グループアイドルのメ

リットは、幅広いファンの年齢層を維持できることである。人数の多いアイドルグループで

あるほど、下は小学生から上は 20 代のメンバーまで在籍することは珍しくない。中には自

分と同世代の人達がアイドルとして奮闘する姿に希望や勇気をもらうファンもいるだろう。

特に最近ではアイドルがファッションリーダーとして若い世代に支持されている点も大き

い。このことからも、アイドルがファンにとって身近な存在になっていることがわかる。ま

た、グループアイドルには脱退や卒業といった概念がつきものである。昔はピンのアイドル

が多かったため、彼らの引退に伴ってファンを卒業する人々も少なくなかった。しかしグル

ープアイドルを支持するファンは、中にはもちろん自分の推しているメンバーの脱退によ

ってファンを辞める人もいるが、踏みとどまって別のメンバーを推すようになるファンも

多い。メンバーの入れ替わりも含めてグループの歴史自体を楽しむファンも多いようであ

る。このことがグループアイドルのメリットでもあり、ファンが減らない理由でもあるだろ

う。 

 

～ジャニーズから見るファンの変化～ 

これまで女性アイドルを中心に話を進めてきたが、ここで男性アイドルに関してジャニ

ーズのファンの変化を SMAP と嵐を例に挙げて考えてみたい。まず 1980 年代にデビューし

た SMAPに関しては、メンバーと自分の理想のタイプを照らし合わせて半ば恋愛対象として

彼らを見るファンが多かった。アイドルという線引きはしながらも、「当事者」に近い形で

ファンは存在していた。一方 2000 年代にヒットした嵐に関しては、5 人で仲良く絡んでい

るところを見ているのが楽しい、と感じるファンが多い。SMAPのファンと違うのは、「当事

者」より一歩引いた視点から眺める「観察者」としての要素が強い点である。こう述べると、

先に述べた「アイドルとファンの距離が縮まった」という話と矛盾しているように感じるか

もしれない。しかし少し戻って言い換えれば、SMAP はあくまで理想であり、嵐はどこかク

ラスメイトにいそうな、身近で親しみやすさを感じる存在として認識されているというこ

とである。AKBやももいろクローバーZとは違っていつでも会いに行けて握手ができるとは

限らないものの、ファンがアイドルを身近な存在として意識するようになったことに変わ

りはないと思われる。 

 

～新しい概念「けなし愛」とは～ 

また、最近のファンについて興味深い傾向がある。それは『けなし愛』と呼ばれるアイド

ルに対する関わり方である。所謂“愛情の裏返し”と言われるものと考えられ、自分の好き

なアイドルに対して「○○なところが残念」「ファッションセンスがない」など冷静に分析

したりする他、「バカなところが可愛い」「うざ可愛い」など貶しながら褒めるという傾向が

よく見られるようになってきている。なぜこのような傾向がみられるようになったのか。背

景として考えられるのは、アイドルを低評価したり悪い一面を見ることで自分との釣り合

いを図る、つまりアイドルをより身近な存在として認識するためという点である。アイドル



は、アイドルという存在である以前に一人の人間であり、人間は誰もが不完全な面を持って

いる。決して 100％完璧な存在ではないのだという点で、自らとの距離感を縮めようとして

いると考えられる。このような傾向を顕著に表したアイドルがいる。ジャニーズ事務所所属

のグループ Kis-My-Ft2 から派生したユニットで、メンバーの中でもあまり目立たない 4 人

によって結成された「舞祭組（ブサイク）」というグループである。彼らは自らリリースし

た曲の中でも自分たちを「輝きがない」「自信もない」などと卑劣し、注目を集めた。この

ような不完全な一面をさらけ出すアイドルに対して共感を覚えるファンや応援したくなる

人は少なくないと考えられる。 

 

～アイドルと恋愛～ 

以前から「アイドル＝恋愛禁止」といった暗黙のルールは存在していたと考えられている

が、現代と違って SNS などの利用もなかったために昔はアイドルの熱愛が発覚しづらい一

面があった。ところが Twitter を中心とした SNS の発達によって、誰もがいつでもどこで

も目にした情報を画像付きで全国に発信できるようになったのだから、アイドルの熱愛が

頻繁に取り上げられるようになってもおかしくない。多くの人が知っているように、例えば

AKB48は『恋愛禁止』を掲げられている。しかし最近ではあるメンバーの恋愛事情が漏れて

しまったことで本人が自ら髪の毛を剃って坊主になり、反省の旨を述べる動画が You Tube

にアップされたことで大きな反響を呼んだ。この一連の騒動に関してネット上では、「アイ

ドルも人間なのだから恋愛くらいする」「体罰のようで可哀想」「反省しているのだからそこ

までする必要はなかった」といった同情や心配の声が上がった。ちなみに AKB48ではこの事

例以前にも恋愛の発覚によってグループを脱退したメンバーが何人も存在している。アイ

ドルが手の届かない高嶺の花だった以前よりも、一人の“人間”として、ある意味等身大と

照らし合わせてアイドルをとらえるファンが増えてきた中で、『恋愛禁止』という人間味の

ないルールがファンから見た「アイドル像」との矛盾を引き起こした結果なのかもれない。

また、先にも述べたように以前は親衛隊のメンバーがアイドルとプライベートでも関係を

持ちそのまま結婚に至るケースや事務所に見習いで入るケースが見られたが、これも現在

とは大きく異なる点である。AKB48の事例では熱愛が発覚した相手も芸能人であったが、現

代のアイドルの中にはファンと個人的に付き合ったことが事務所で発覚して問題になった

アイドルもいる。とあるアイドルユニットは、mixi などの SNS で個人的にファンと連絡を

取り合っていたことが発覚し、3人が事務所解雇、1人が謹慎処分を受けた。この他にも同

じようにファンと個人的に関係を持ったためにグループを解雇されるという例は少なくな

い。ファンとの交際は、「みんなのアイドル」というイメージを裏切ることになる点では確

かに望ましくないことであるとも考えられるが、アイドルとファンとの距離感が縮まりつ

つある現代においては寧ろ以前よりもファンと恋愛に発展しやすいのではないかという考

え方があっても不思議ではない。表面上の「恋愛禁止」というルールの存在がその点におけ

る矛盾を生み出しているのは自明であるが、そこにはファンの視点から見たアイドルとの

距離感に関する絡繰りも潜んでいる。 

 

～ファンから見たアイドル像の変化とファンの年齢層への影響～ 

ということで、ここまではアイドル目線での「恋愛」について述べたが、ファンから見た



アイドルはどう映るのか。かつてのアイドルとファンとの間では、いわゆる『疑似恋愛』が

成立した。ファンはアイドルに恋愛禁止と処女性を求め、疑似恋愛の対象としてアイドルを

とらえているケースが多かった。しかしそのような「みんなの恋人」としてのアイドルの姿

は、先ほど述べたように SNS の普及などに伴ってアイドルのスキャンダルが急増すると成

り立たなくなってくる。仮にファン側がアイドルを「恋愛しない」生き物として見ていても、

あっけなくその思い込みは打ち砕かれてしまう。逆に本格的に付き合いたいと思っても、昔

のように個人的な関係に結びつくどころか、そもそも恋愛禁止が掲げられているのに加え

て解雇や脱退を抱えたアイドルと関係を持つことはほぼ不可能である。ではなぜ現代もア

イドルはファンに支持され続けることが出来るのか。その答えはすでにここまでに明らか

になっている。恋愛対象としてではなく、身近な存在としファンがアイドルを認識するよう

になったからである。ルックスが特別いい訳でもなく、ダンスや歌が格別うまい訳でもない。

それでも必死に頑張っているアイドルたちを「応援したい」という気持ちが、現代のファン

の原動力であると言える。その裏付けとして、例えば Perfumeのメンバーに熱愛報道が出て

も大きな騒動にならず彼らの活動に影響が出ないのは、彼らのファンが Perfume を恋愛対

象としてではなく「応援したい」対象として見ているからであると言えるだろう。要するに、

アイドルとファンの距離感が近くなったから恋愛に発展する可能性が高くなるのではなく、

ファンがアイドルを恋愛対象として見なくなった結果として距離感が縮まったと言える。 

また、この傾向を示す興味深い調査を見つけたので紹介したい。2013 年に行われたイン

ターネット調査で男性 500 人女性 500 人に「あなたはアイドルグループの AKB48 とももい

ろクローバーZ のどちらが好きですか？」という質問をしたところ、AKB48 と答えた人が

53.6％、ももいろクローバーZ と答えた人が 46.4％という結果になった。男女別に見ても

AKB が僅差で上回るという傾向は変わらなかったが、年齢別でみると 20～24 歳でのももク

ロの支持率が 67.9％など若年層がももクロを多く支持しているのに対し、60 歳以上では

66.0％の人が圧倒的に AKB を支持する傾向にあるという結果が得られたのである。この調

査において「40 歳」を境目に、これより若年層はももクロを支持し、これよりも高齢層は

AKBを支持していることがわかった。ここで興味深いのが、両者の支持する理由である。AKB

を支持する理由としては、「大島優子が好きだから」「まゆゆ（渡辺麻友）がかわいい」など、

好きなメンバーを挙げる回答が多く、彼らの存在が AKB の支持につながっていると考えら

れる。一方ももクロを支持する理由にこのような個人を応援する回答はなく、「みんな無邪

気にかわいいから」「天真爛漫さに好感が持てる」「一生懸命さが伝わってくる」「自然体で

頑張っているのが好き」など、まだどこか未熟なグループだからこそ応援したくなる、とい

った傾向がみられる。ここで 1980 年代からのファンの変化を振り返ってみると、AKB を支

持する 60 年代が若かった当時ファンはアイドルを疑似恋愛の対象としてみる傾向があり、

その時代を経た世代が「グループを応援したい」という理由よりも「個人的に好きなメンバ

ーに愛情を注ぎたい」という理由で AKBを支持するのにも納得がいく。一方で現代のアイド

ルファンは、アイドルを疑似恋愛の対象として見ることが減り、身近な存在として「応援し

たい」という気持ちを持つようになった。若年層がももクロを先に挙げたような理由で支持

するのもこの傾向で説明できるのである。アイドル側からすると、AKBもファンがグループ

の育成に関わっていけるというメリットを提供している面はあるが、ファン側はその年齢

層によって支持する理由にそれまでの傾向が影響することがこの調査で明らかになったと



言える。 

 

近年グループアイドルの増加に伴ってファンの年齢層が拡大化したことはすでに述べた

が、ファンの年齢層の拡大はファンにとってのアイドルの存在が疑似恋愛の対象から応援

する対象に変わったことも影響していると言える。疑似恋愛の対象としてアイドルを見る

場合、やはりファンの年齢層は若い世代が目立つ。ところが応援する対象となれば、若い世

代に関わらず 40代や 50代、また場合によっては 60代までファンとしてアイドルを応援す

ることができる。先ほど引用したインターネット調査でみられた傾向は、AKBに絞った高齢

層の支持理由からそれまでの経緯を踏まえて結論づけたが、もちろん AKB 以外を支持する

高齢層の存在も考えられるほか、以前すなわち若かった頃はアイドルに興味がなかったが

現代になって「応援したい」対象としてアイドルを見たときにファンになったという人たち

もいるであろうことを考えると、ファンから見たアイドル像の変化がファンの年齢層の拡

大につながっていることは明らかであろう。また、異性ファンが多かった昔に比べて現代で

は AKB における女性ファンのように同性によるファンが増えているのも特徴の一つであ

るが、これもアイドルが「疑似恋愛の対象」から「応援する対象」に変わってきたことが関

係していると考えられる。 

 

 

４ 考察 

ここまで 1980年代から現代にかけてのファンの変化や特徴を見てきたが、現代のファン

には承認欲求の心理が見え隠れしていることがわかる。具体的には、握手会やライブなどで

直接アイドルと触れ合えることでアイドル本人から話しかけてくれることによる承認、自

分の応援によってグループが成長していく、すなわち自分の応援が実を結ぶことによる承

認、また同じ趣味を持つ友人と様々な感情を共有できることによる承認などである。現代は

家庭や学校、職場などにおいてもなかなか周囲に承認してもらえることは難しく、主に若者

を中心にいわゆる自己肯定感を持てない人々が増えている。このような社会の中で、アイド

ルに投資することで自己肯定感や承認を得ようとするファンが出てくるのは自然な流れで

ある。また『けなし愛』の概念について前に述べたが、これも自らの自己評価が低いことか

らアイドルに同じような一面を求め、安心することから身近に感じる要素の一つとなって

いると言えるだろう。さらに、現代において人間関係の希薄化が問題になっている（第 6図

参照）が、このような中で SNSの発達がやはり大きな役割を果たしている。下のグラフが示

しているように、SNSの普及によって友人とのコミュニケーションはもちろん、知らない人

と SNS を通じて出会う機会が増え、新しいコミュニケーションの場が作られるようになっ

た。アイドルファンは、Twitterなどを通じて同じ趣味を持つ仲間と出会い、自らのネット

ワークを広げていくと同時に自己肯定感や承認欲求を満たしていくと考えられる。 



 

Q:メール・インターネット（SNSを含む）を利用するようになり、あなたの他の人々のコミュニケーショ

ンの頻度や内容（量）はどのように変化したと思いますか？ 

＜友人とのコミュニケーション＞    ＜知らない人とのコミュニケーション（新しい人との 

コミュニケーション）＞ 

 

(http://internetcom.jp/research/20020618/2.html より) 

 ファンの変化を辿っていく中でアイドルとファンとの距離感が縮まったことは何度も述

べた通りだが、それはアイドル側からの戦略なのか、それともファンが身近なアイドルの存

在を求めたことによる結果なのか。最後にこの件について考えてみたい。まず、AKB48の握

手会をはじめとした様々なファンとの距離を縮めるためのイベントや取り組みに注目する

と、少なくともきっかけを提供しているのはアイドル側ということになる。また、SNSの発

達によってブログやツイッターが普及したことによって距離感が縮まったとも述べたが、

これに関しても情報源としてブログやツイッターという方法に着手したのはアイドル側の

アプローチである。ではファンとアイドルの距離感が縮まったのはアイドル側の戦略とい

うことになるのかというと、そう断言することはできない。なぜなら、AKBの戦略にしろブ

ログやツイッターの取り入れにしろ、アイドル側が一方的に提供しているだけでは何の意

味もないからである。いくらアイドル側が握手会や様々なファンとメンバーが関われる場

を提供したところで、ファンの需要がなければ成り立たない。ブログであれ Twitter であ

れ、アクセスしフォローするファンがいるからこそ注目されるのである。つまり、ファンも

アイドルと距離を縮めたいという意識があったということになる。このことは、ジャニーズ

におけるファンの変化を思い出してみると分かりやすい。ジャニーズ側は、決して最初から

親しみやすさを売りにして嵐をデビューさせた訳ではないだろう。2000 年代に勢力を増し

た嵐に対して親しみやすさと存在の身近さを感じたのはファンの方であり、またそのグル

http://internetcom.jp/research/20020618/2.html


ープの雰囲気がさらなるファンを惹き付けたのである。もしファンがそのような魅力を求

めていなければ、ここまで嵐が人気になることはなかったはずである。このことから、ファ

ンもアイドルに対して親しみやすさや近い距離感を求めていたことがわかる。ではアイド

ルが遠い存在かつ疑似恋愛対象から対等な立場において応援する対象になった推移はどち

ら側からのアプローチなのか。少なくともこれはアイドル側からの戦略ではないことは明

らかである。なぜなら今でもアイドル側は「恋愛禁止」を掲げている面が大きいからである。

恋愛禁止はアイドルに人間味を持たせない傾向を助長するものであり、ファンとの距離は

必然的に遠くなる。それが今の現実として寧ろ距離が近づいているということは、先ほども

述べたようにアイドルのスキャンダルが発覚しやすくなったからである。このことでアイ

ドルに人間味が増すと同時に身近な存在に感じられるようになったといえる。そしてその

背景にはやはり SNSの普及など情報化社会の発達が影響している。すなわち、ファンから見

たアイドル像の変化はどちらからのアプローチでもなく社会の変化がもたらしたと言って

も過言ではない。また「けなし愛」の概念についても何度も触れているが、これは結論から

言うとアイドル側とファン側両者からのアプローチが関係してくる。先ほども挙げたが、例

えば嵐に対する「けなし愛」はファンによるいわゆる付加価値と言えるのに対し、AKB48や

ももいろクローバーZ は提供する側がまだ未熟な状態としてグループを世に放すことでフ

ァンを引き寄せていることから、アイドル側からのアプローチと言える。さらに「舞祭組」

は、このような現代のファンの需要に関する傾向に目を付けたジャニーズ側からの戦略と

とらえることが可能である。 

 このような両者からのアプローチに加え、前にも述べたようなグループアイドルの増加

がアイドルとファンとの距離感の変化に拍車をかけたと言えるだろう。年齢層の拡大によ

る影響はもちろん、自分と同じ世代に対する共感や激励がアイドルとファンの距離感を縮

めたことはこれまでに述べてきた通りである。これはグループアイドルの増加によって得

られた結果であり、やはりどちらのアプローチとも言い難い。現代のアイドルとファンとの

距離感は、提供するアイドル側のアプローチにファンが応え、またファンからも求めていく

ことで成り立っていると言えるだろう。そこに追い打ちをかけるように、グループアイドル

の増加や、情報化社会の発展が大きく影響した結果、昔とは異なり身近で親しみやすいアイ

ドルがファンを魅了するようになったのである。 
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第四章 アイドルと経済の関係（稗田 明恵） 

 

１．はじめに 

＊経済に関心をもった理由 

いまや、アイドルはサブカルチャーからポップカルチャーへと変化しているのではない

かという意見から、アイドルが経済にも効果をもたらしているのではないか、と考えた。ア

イドルが社会に影響を及ぼし経済に貢献しているのかと思った。また経済に効果をもたら

しているならどのくらいの規模で影響しているのか気になった。 

 

＊研究目的 

アイドル歌手やアイドルタレントが実際に動かした経済市場について調べる。アイドル

は不況に打ち勝つ力をもっているのか調べる。日本においてアイドルはどのような存在で

あるのか調べる。 

 

＊調査方法  

 文献とインターネットを使って調べる。 

 

＊仮説 

 調査するにあたり自分のなかで仮説を立ててみた。 

 ・アイドルの活動によって経済市場に効果が出ている 

 ・その効果は不況に打ち勝つ力をもつ 

 ・アイドルの経済効果は海外にも進出している 

 

２．調査結果 

＊経済効果とは 

 そもそも経済効果とはどうようなものを指すのだろうか。経済効果とは当人の生産活動

において、当人が動けば、どのくらい「お金が動くのか」という目安を示す経済用語である。

国・地域の経済に及ぼす好影響の総体である。本格的・全体的な好況を引き起こすわけでは

なく、特定の業種が一時的に潤う利益の合計である。 

 

＊アイドルの登場時期について 

 まずアイドルが登場するのは不況の時期であると言われる。例えば、“モーニング娘”が

デビューしたのは日本の金融システム危機、アジア通貨危機の起こった 1997 年である。ま

た、“AKB48”がブレイクしたのはサブプライムローン問題や、リーマンショックがおきた

時期である。バブル経済が崩壊してから、不況と呼ばれるまでの 20 年間経済不安が高まっ

たときにアイドルは世の中に受け入れられてきた。これは人々がアイドルに希望を見出し、

私的消費につながることになっていくのではないだろうか。 

 

＊アイドル市場規模について 

いまや、アイドル市場は 6000 億円ともいわている。このマーケットが経済を動かすこと



が想像できる。 

 

＊アイドルの具体的成長 

 いまや国民的アイドルグループとも呼ばれる AKB48 を例にして調査した。まず、AKB48

とは東京・秋葉原を拠点に「会いにいけるアイドル」をコンセプトに生まれたアイドルグル

ープである。正規生と研究生を合わせると 100 人近いメンバーがいる。またタレントやモ

デルなど個々に活動を広げるメンバーも増えている。 

今回は、とくに AKB48 が大ブレイクした 2011 年に注目した。まず、AKB48 の 2011 年

におけるトータルセールスは 162.8 億円と言われ(KandaNewsNetwork より)、CD、ブル

ーレイ、DVD の売り上げは 891.1 万枚である。またシングル部門売上トップ５を独占した。

その経済効果は 200～300 億円()とも言われている(ビジネスジャーナル)。 

 さらに 2011 年の著作権料収入の多かった作品の 1～4 位を見てみると、 

１、ヘビーローテーション 

２、ポニーテールとシュシュ 

３、Beginner 

４、Everyday カチューシャ    （NHK ニュースより） 

 となっており、AKB48 が独占していることが分かる。 

 

 この AKB48 が飛躍した 2011 年は音楽ソフト生産数量が 6 年ぶりに増加した。 

 

左の図のように CD の生産高は年々減

少している。しかしそれに反して、2011

年の音楽ソフト生産数量は増加した。

シングル市場は 620.5 億円(前年度比

116.9％)と 600 億円台に回復。これを

日本レコード協会の関係者は「AKB48

のシングル 5 作品が 100 万枚越えの出

荷を記録したことが貢献した。」と話し

ている(47News より)。 

 

http://girlschannel.net/topics/9743 

 他にも CM に出演し効果をあげている。CM 関連で動くお金は推定 150 億円だと言われ

ている(ゲンダイネットより)。                                    

 

例えばアサヒ飲料では AKB48 が出演した

モーニングショットは売り上げが 10％も

伸びたと言われている(日経ビジネスより)。 

 

http://bizmakoto.jp/makoto/ar 

 



 

 

また CM で AKB48 を起用したパソコンメ

ーカーの日本ヒューレッド・パッカード社

は首都圏における 20代男性の認知度が大手

メーカー並みにはねあがったと言われてい

る(日経ビジネスオンライン)。 

 

 

  http://www.tees.ne.jp/~addone2/computer/bto_top.html 

 

 2011 年の CM 起用者ランキングを見てもその活躍が分かる。 

１．大島 優子  19 社 

２．篠田 麻里子  17 社 

３．前田 敦子  17 社 

４．板野 友美  16 社     (芸スポ裏ジャーナル・ポチョムキン通信より) 

このように AKB48 のメンバーが独占している。 

 AKB48 のメンバーには個々の活動もあり、また脱退したメンバーの活動もある。それら

の関連消費などを含めるとさらに経済にもたらす影響は大きいと考える。 

 

 しかし、アイドルで人気があるのは AKB48 だけではない。AKB48 に負けじと勢力を伸

ばすアイドルの存在がある。そのグループとはももいろクローバーＺである。通称ももクロ

と呼ばれるこのグループは現在 5 人組の女性アイドルグループである。結成当時は全員が

学生であったために週末ヒロインと称して土日を中心に活動を始めた。多くの下積みを経

てメジャーデビューし、「いま、会えるアイドル」をキャッチフレーズにしている。 

http://www.nikkei.com/news/image-article/? 

 (タレントパワーとは株式会社アーキテクトが実施しているテレビタレントの知名度人気

度を調査したものである。) 



この図を見ても分かるようにももクロの成長は著しい。具体的な数字は今回の調査では

分からなかったが、経済にもたらす効果は大きいと考えられる。さらにこの結果からアイド

ルの移り変わりの速さが分かる。少し前までは絶大な人気であったＡＫＢ48 からもう移り

変わりつつあるのである。現代ではアイドルも次々と登場している。ＡＫＢ48 には総選挙、

じゃんけん選抜、卒業があるなど、新たなことに挑戦したり、アイドルにも変化が求められ

ているのである。アイドルとして生き残っていくことの大変さもある。 

 

＊ご当地アイドルについて 

 大きく全国的に活動しているアイドルだけでなく、地域で活動しているご当地アイドル

と呼ばれるものも存在する。ご当地アイドルは、地方を活動の基盤とする地域密着型のアイ

ドルのことである。全国各地のアイドルは地元の良さ、特色を広めるべく活動している。ご

当地アイドルグループはほとんどが「地域活性化」をうたっており、メンバーだけでなく、

作曲家や衣装、ヘアメイクなどの外部スタッフに至るすべてを地元もしくは地元出身者だ

けでまかなっていることも多い。これは地元の商店街などの「町おこし」につながっている。

こうした活動は地元を大いに盛り上げ、時には大きな経済効果をもたらすことがある。ここ

では２つ例にあげて紹介する。 

 左の画像は愛知県名古屋市の大須商店街

を拠点とする「OS☆U(オー・エス・ユー)」

である。商店街の中にある広場などで無料

の路上ライブをしたり、一部テナントのキ

ャンペーンに協力したりするなどし、大須

商店街だけでも 5 億円の経済効果をあげて

いると言われる。さらにこのグループは

NHK のご当地アイドルランキングで 1 位

を獲得するなど。愛知県全体をエリアに、

県の新たな魅力発見に貢献している。 

 

 次にこのグループは愛媛県松山市で活動している「ひ

めキュン」である。こちらは自動車の販売促進に協力し

ている。また、松山銀天商店街のバックアップを受け、

商店街内の雑貨店や和菓子店などではひめキュンをモ

チーフにした商品を販売している。銀天商店街ではひめ

キュンがデビューしたことにより、通行量が増えてきた

ともいわれている。 

このようにご当地アイドルの活躍を無視することは

できない。中には数十億円の経済効果を地元にもたらし

ているグループもあるのだ。今後もご当地アイドルが地

域文化・経済に貢献していくだろう。 

http://osu-idol.com/ 

http://blog.hangame.co.jp/R779879292/article/34249413 



 

＊アイドルの海外進出 

 最近、アイドルの海外進出が増えてきている。それには大きく３つの理由がある。 

１．国内市場の衰退 

いくら需要があるからといって日本の女性アイドル市場が常に安泰であるわけでなく、

実際は衰退に向かっている。そこで新たな市場を求め、海外へ進出している。 

 

２．クールジャパンによる政策 

寿司や日本酒などの食文化や、アニメなどのサブカルチャー文化、ゴスロリファッション

などのかわいい文化などへ海外からの注目が年々高まるにつれて、日本政府はクールジャ

パンと称して対外文化宣伝・輸出政策を進めている。このクールジャパン政策の一角として

アイドル文化の輸出が含まれている。 

 

３．動画サイトの普及 

アイドルには歌だけでなくその衣装や世界観が重要である。そこで動画で配信される意

味は大きくなる。さらに日本の文化に興味をもったひとがアイドルの真似をして再び動画

サイトに投稿することで、他の海外の人の目に触れたりする、といった効果も動画サイトで

は期待できる。 

 

このような理由からＡＫＢ48、ももクロ、モーニング娘、Berryz 工房、℃-ute、でんぱ

組.inc などのアイドルグループは海外でイベントを行い、その数は年々増加している。近

年、日本文化に親近感を抱くアジア・ヨーロッパを中心に拡大し活動している。さらにここ

でもＡＫＢ48 グループに注目してみる。ＡＫＢ48 グループは現在ＪＫＴ48(インドネシア

のジャカルタ)、ＳＮＨ48(中国の上海)、ＴＰＥ48(台湾の台北)と成長性の高い３つの都市

にグループを生み出している。その構成メンバーのほどんどは日本人ではなく、現地のひと

を採用することで日本のアイドル文化と海外文化を取り込み人気を獲得している。 

 

http://blogos.com/article/89939/image/3093/3/?ignore_lite 

http://blogos.com/article/89939/


 とくにＪＫＴ48は現在、上の図のように日本のＡＫＢ48と同等の注目度を浴びるように

までなっている。これらのインドネシアの若者の人気を獲得したＪＫＴ48 を利用して電通

はポカリスエットなどの日本企業の商品のＣＭでＪＫＴ48 を起用することで効果をあげる

など、アイドルとビジネスを結びつけている。 

 

３．まとめ 

＊考察 

 今回アイドルについて調べてみて、まず日本には様々な分野のアイドルが存在すると分

かった。そのそれぞれのアイドルファンが私的消費をしていた。そしてその経済効果は市場

における金額でみるとかなり大きいものであると分かった。次に仮説について検証する。 

 

・アイドルの活動によって経済市場に効果が出ている 

→売り上げをみてみると地方アイドルでさえ何億円もの経済効果を出しており、AKB48 な

どの人気グループでは何千億円単位ということもある。こういったアイドルの活動は少

なからず経済市場に影響をもたらしているのではないか。 

 

・その効果は不況に打ち勝つ力をもつ 

→経済効果という数字でみれば大きな影響力をもちそうであるが、この経済効果の算出方

法にも問題があるかもしれない。経済効果について述べるひとは国の産業連関表を用い

て計算しているのではないか。これはどこかの産業で新規需要が生じた際の経済波及効

果の予測をするものである。新規需要のカテゴリーと額により、「運輸」「金融」「IT」な

ど 30 以上の分野で、直接的・間接的にどれくらいの波及効果(需要)が生まれるのかが計

算される。経済効果は予測にすぎないということである。さらにひとはお金を無限にもっ

ているわけではない。何かを買う分、何かを我慢するひともいる。その分のマイナスを考

えなくてはならない。これらのことから経済に全く影響を及ぼさないとは言えないとは

いえ、必ずしも不況に打ち勝つだけの力をもっているとは限らない。 

 

・アイドルの経済効果は海外にも進出している 

→アイドル自身の海外進出は進んでいるそれにともない、アイドルとビジネスを結びつけ

て日本を海外へ売り込もうという活動が広がっている。政府が政策として掲げるほどア

イドルの文化は日本が積極的に発信している文化となっている。 

 

＊結論 

 アイドルは日本を支える重要な文化のひとつであり、経済にも影響を与えている。アイド

ルが日本市場からいなくなってしまうことを考えると、ファンたちによる私的消費のマイ

ナスから経済に及ぼすマイナスの影響は大きいだろう。また海外における日本製品の販売

にも関わっており、そこでのマイナスも考えられる。このようなことからも、アイドルは経

済の面から見て、今やなくてはならない存在となっていると考えられる。不況の時期に生ま

れえることが多く、人々に消費のきっかけを与える存在ともなっている。今後もアイドルた

ちは日本経済を元気づける重要な役割を担っていくだろう。 



＜参考資料＞ 

・BLOGOS http://blogos.com/article/89939/ 2014年 7月 30日にアクセス 

・Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/ 2014年 8月 3日にアクセス 

・日本経済新聞 http://www.nikkei.com/article/DGXNASFK17032_X10C13A6000000/ 

2014年 8月 3日にアクセス 

・SPEAKERS エンタメ http://www.speakers.jp/column/enta/post_4.html  

2014年 7月 30日にアクセス 
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第五章 オタクとアイドル (清水 綾香) 

 

1． 研究課題 

ファンの中でも特にオタクと呼ばれる人たちのアイドルとの関係 

また、現代におけるオタクのイメージについて 

  

 課題設定理由 

  オタクはアイドルと切っても切り離せない存在である。アイドルが人気を集めている

現代においてアイドルオタクも注目を浴び、オタクに対する認識にも変化が生じてきて

いるのではないかと考えた。そして、オタクのイメージや認識、そしてオタクとアイドル

の関係性を明らかにすることは、アイドルについて考えていく上で欠かせないことであ

ると考えたためである。 

  

 調査方法 

  アンケート、文献、インターネットを活用 

  アンケートは首都大生を中心とする女性 32 人、男性 32 人の計 64 人に「『オタク』と

言われてどのようなイメージを持つか」について質問した。 

 

2． 調査実施結果 

 

 オタクのイメージやアイドルオタクに関して述べる前にまず「オタク」とは何者であるか

について述べておく。 

  

  オタクとは 

 「オタク」とはもともと SF マニアやアニメマニアなどがお互いを「お宅は…」と呼んで

いた様を転用し、特定のマニア層の呼称として定着したものである。「オタク」という言葉

が誕生した 1980 年代はその言葉の対象とする人物はアニメ、SF などの分野に限定され、

その外見的特徴や行動様式も定義に含まれていたが 1990 年代にはアニメ分野の隆盛とと

もに、ゲームや PC などのユーザーにその適用分野が広がった。現代においては「ファッシ

ョンオタク」や「健康オタク」という言葉が使われるようになるなど、「オタク」という言

葉が一般化しており、「オタク」という言葉から想起される人物像は多様化している。もは

や「マニア」、「コアユーザー」などと同じ程度の意味を持つ言葉として一般に定着しつつあ

るのである。 

 オタク市場について研究を行った野村総合研究所はオタクの基本的な定義を「こだわり

がある対象を持ち」、「その対象に対して時間を極端なほど集中的に消費しつつ」、「深い造詣

と想像力を持ち、かつ情報発信活動や創作活動も行っている人々」としている。またオタク

の特筆すべき行動様式や消費活動について以下の 3 点を挙げている。 

 

(1) オタクは高水準の消費を持続する 

オタクはこだわりがある分野の商品やサービスが欲しくなるとそれが自分にとって高



額であろうと、他の商品やサービスへの支出とは区別して支出する傾向がある。またそ

の分野のオタクである限り何年でも消費を続けるため、一般的な消費者と比べるとその

分野に対する生涯総支出額が高い。 

 

(2) オタクは消費だけでなく創作表現も行い、新たな価値を創造する 

  オタクは商品やサービスの消費だけでなく、自分のこだわりのある分野については、自

分なりの解釈や考えを積極的に表現する傾向がある。その範囲は自分のこだわりのある

対象についての解釈に始まり、それらの解釈の体系化やさらには自分なりの補完や創造

による創作活動にまで及ぶ。そのため、こだわりのある対象物の正規の事業者による情報

や商品の提供だけでなく、ユーザー側からの情報提供や創作活動によっても新たな価値

が付加され、さらに内容が発展していくという効果がある。 

 

(3) オタクはコミュニティにおいて積極的に情報発信を行う 

ネット上でコミュニティを形成するようになったオタクは、幅広く情報収取や情報交

換を行っている。その結果コミュニティでは数々の情報や評価などが集積、更新される

ようになる。 

 そして、このオタクによって生み出される情報が、口コミ情報として非オタクへ伝播

し、市場全体に影響を与えるという流れも出てきている。 

 

そして多くの商品・サービスの販売価格が低下し、売り上げが伸び悩む環境にありな

がら、オタクが強く関連している市場では、販売価格が下がらずむしろ高単価の商品、

サービスが需要されているといったこと、また、消費者が商品・サービスの購入を決定

するにあたり、口コミによる評価を重要視してきており、オタク発の情報や評価が消費

者に対して影響力を増しているという事実がある。こういったことからもオタクは企業

にとっても無視できない存在になってきたと言われる。 

 

 アイドルオタク 

 野村総合研究所ではアイドルなどの芸能人オタクを「特定のアーティスト、タレント、俳

優に対して強いあこがれや共感を持ち、情報活動や応援活動を積極的に行い、これらの活動

に対して、生活の中で高い優先度を与えている人」と定義している。アイドルオタクは「ド

ルオタ」という言葉が存在するように、オタクの中でも代表的なものである。 

 対象となる芸能人(アイドル、アーティスト)が男性、女性ともにいるため、オタク層も男

女それぞれ存在するが女性の芸能人オタクは 1960 年代のアイドル御三家（橋幸夫、舟木一

夫、西郷輝彦）に端を発しているといわれる。70 年代の新御三家時代にブーム化し、80 年

代に大きく拡大、そして 90 年代に入っても SMAP、TOKIO、 V6、嵐などジャニーズ事務

所のアイドルの活躍により、芸能人オタクは活動を継続している。 

 一方で男性の芸能人オタクについては天地真理、小柳ルミ子、南沙織の 3 人が出てきた

1970 年代初めがその誕生期とされている。同時期に桜田淳子、山口百恵、森昌子という「中

三トリオ」やキャンディーズが登場し、76 年になるとピンクレディーが一世を風靡した。

このアイドルブームによって男性の芸能人オタクが拡大したとされる。当時すでに親衛隊、



はっぴ姿や統一的なコールによる応援などが登場している。その後もおニャン子クラブや

モーニング娘。AKB48 の活動により、男性芸能人オタクの活動は活発化していった。 

 

 現場系オタクとコレクター系オタク 

野村総合研究所は芸能人オタクを現場系とコレクター系の二つに分類し、実際のオタクは

この二つの要素を少なからずあわせ持っているとしている。 

 

＜現場系＞ 

・現場系は対象となる芸能人をできるだけ長い間「生」で見たいと考え、同じく空間と時間

を少しでも長く共有し、さらには芸能人に自分を認識してもらうことに喜びを感じるタ

イプのことをいう。テレビや DVD を通じて見るのではなく、一瞬一瞬変化していく芸能

人と時間と空間を共有し、さらには自分を意識してもらうことの結果として芸能人から

自分だけへの反応を得ることに価値を見出している人たちのことである。 

・この現場思考の強いオタク層の代表が、いわゆる追っかけと呼ばれる人たちであり、コン

サート、ライブ、イベント、握手会などその芸能人がいる場所にできるだけ長く一緒にい

ることに時間と金銭の多くを消費している。 

・テレビ収録などのような通常では参加できないような機会にも参加しようとするため、イ

ンターネット上だけでなく、人脈なども活用して情報収集に注力するようになる。個人で

の収集活動には限界があるため、情報収集力強化のため、仲間を求めてグループ化する。

また、コンサートやライブなどに参加する場合でもチケット獲得や場所取り、ライブ中に

パフォーマンスを集団で行うために、グループ化するようになる。 

 

＜コレクター系＞ 

・コレクター系のオタクは対象となる芸能人との接点を、グッズや商品、媒体の中に見出し

て、それらを収集することに喜びを感じるタイプである。市販のグッズやラジオ、テレビ

番組の録音・録画物、写真集やエッセイなどのような書籍、インタビュー記事が載ってい

る雑誌などその芸能人が関係するものはすべて収集の対象となる。 

・コレクションにおいては放送コンテンツの録音・録画を除き、通常は入手するのに資金が

必要である。そのためコレクター系の消費は時間以上に金銭のウエイトが大きくなると

される。 

・コレクター系オタクの中には特定のグッズの収集に注力するようなオタクや、他人がもっ

ていないレア物のグッズを手に入れるに注力するようなオタクも存在する。また、同じ商

品を複数購入することも珍しくなく、例えば、観賞用、保存用の二個ずつ購入といった行

為はよく見られる。 

 

両者の性質は相互に矛盾しないので芸能人オタクは誰しもこの両者の性向を少なからず

あわせ持つとされるが、両性向とも強いオタクは時間消費だけでなく、金銭消費もかなり

のレベルに達する。そのため、その数は相対的には少ないとされる。 

 

 現場系、コレクター系という両性向ともにその特徴を見ていくと、アイドルの経済活動



への貢献度合いはかなり高く、オタクはアイドルの成長になくてはならないものである

と言える。芸能人オタクは CD や DVD の安定した購入層であり、ライブやコンサートへ

の参加意欲も高く、アイドルの活動を支える機能を果たしている。また、情報発信を行う

というオタクの性質は芸能人オタクについても同様であり、興味を持っていない人たち

に対してその魅力を説明したり、コンサートやライブに誘ったりするなど、その対象とす

る人やグループの良さを発信する役割も果たしているといえる。 

 

 オタクのイメージ 

 先ほども述べたように「オタク」という言葉は、SF マニアやアニメマニアなどがお互

いを「お宅は…」と呼んでいた様を転用して、特定のマニア層の呼称として定着したもの 

であるが、これはコラムニストである中森明夫が 1983 年の雑誌のコラムで揶揄的に紹介

したのが始まりであるとされ、もともと否定的な意味合いが強い言葉であった。加えて

1988，1989 年に起こった東京埼玉女児誘拐殺人事件において、マスコミが犯人の異常性

を犯人の趣味と結び付けて「オタク」として取り上げて報道したため、世間一般に「オタ

ク＝変質者・犯罪予備軍」といった認識が普及することとなった。 

 

こうしてイメージの良くないものとして始まり、その後もマイナスなイメージを付加

されてきた「オタク」であるが、その消費行動や特徴においてビジネスの注目の的となっ

ている現代ではどのようなイメージがもたれているのだろうか。 

先に述べた調査方法でアンケートをとり、得られた回答をポジティブ、ネガティブ、ど

ちらでもない、の三つに分類したところ、以下のような結果になった。 

 

＜ポジティブ＞ 

・一つのことに真剣に取り組める人 

・あることにかなり詳しい 

・対象の事柄に対して熱心 

・知識が豊富 

・趣味がある 

・人生を楽しんでいる 

・一つのことに夢中 

・興味関心があることを徹底的に突き止められる人 

・誰にも負けない愛情を一つにむけることができる人物 

など 

 

  ＜ネガティブ＞ 

  ・偏った考えを持ったマニア 

  ・引きこもって自分の好きなものを愛でたり、現実を逃避して自分を傷つけないものにすがる人物 

  ・人としゃべるのが苦手 

  ・暗い 

  ・ニヒリスト 



   ・アイドルと正反対のもの 

   ・度が過ぎると危ない 

   ・マニアックで近寄りがたい 

   ・社交性がなさそう 

   ・排他的 

    など 

 

  ＜どちらでもない＞ 

   ・特に何も思わない 

   ・あることが生活の大部分祖占めているイメージ 

   ・対象にお金をたくさん費やしている人 

   ・ネットなどに時間をたくさん費やしている人 

   ・秋葉原 

   ・ゲーム、アニメ好き 

    など 

 

オタクに対してポジティブなイメージを抱いた人の多くはオタクの知識や熱心さに目

を向けていたが、ネガティブなイメージを持つ人の多くはオタクという言葉からマイ

ナスな性格を想像しているということが分かった。 

 

オタクに対するイメージの割合をグラフにすると以下のようになる。 

 

 

オタクに対してポジティブなイメージを抱く人は全体の 29 パーセント、ネガティブな

イメージは 39 パーセント、という結果になり、ネガティブなイメージが最も高い割合

29%

39%

32%

オタクに対するイメージ

ポジティブ ネガティブ どちらでもない



を占めているものの、その差はあまり見られず、必ずしも悪いイメージで認識されてい

ないことが分かった。「オタク＝変質者」というイメージが一般に普及していた時代に

対して、オタクのイメージは変化してきているといえる。 

 

また、株式会社バルクは 2010 年に女性 1052 人に対してオタクに対するイメージを

調査しているが、以下のような結果が出ている。 

 

オタクに対するイメージ 

 

（株）バルク調べ www.vlcank.com/mr/report/039 

 

35~39歳の約 40パーセントがオタクについてネガティブなイメージを持っているの

に対し、15~19 歳でオタクについてネガティブなイメージを持っているのは約 30 パー

セントという結果が出ている。このことから年代が下がるごとにネガティブなイメー

ジが薄くなってきていることが分かる。 

 

こうしたオタクイメージの向上には消費社会が成熟してきたことが大きく関係している

と思われる。消費社会の成熟とともにオタクの顕在化が進み、先ほど述べたようなオタクの

消費行動が社会から注目されるようになった。それに伴ってオタクという言葉が広く使わ

れるようになったため、マイナスなイメージが薄れていったと考えられる。 



 また、オタクが好むようなアニメや漫画など日本の文化が海外で高く評価されるように

なったこともオタクのイメージ向上に深い関係があると考えられる。そして海外で評価さ

れたのはアニメや漫画だけに限らないと考える。アイドルの海外活動について AKB48 を例

にとって見てみると、2007 年には北京、2009 年にはパリ、ニューヨーク、カンヌで、2010

年ではロサンゼルス、ソウル、シンガポール、モスクワ、マカオなどでライブを行っている。

また 2011 年には AKB48 の姉妹グループである JKT48 がインドネシア・ジャカルタを拠

点に活動したり、2012 年には中国・上海に SNH48 が結成されたり、台湾・台北において

は TPE48 を結成することが発表されている。これらのことから日本のアイドルが世界でも

活発に活動を行っていることが分かり、こうした発展はその価値が海外で認められた結果

であるといえる。アニメや漫画だけでなく、オタクのイメージ向上にはアイドルの影響が少

なからずあると言っていいのではないだろうか。 

  

３．考察 

オタクにとってアイドルとは生活の楽しみや希望を提供してくれる存在であり、欠かせ

ないものであるが、アイドルにとってもオタクは欠かせない存在である。アイドルオタクは

現場系、コレクター系の二つに分類されるが、現場系はコンサートやライブ、コレクター系

は CD や DVD の安定した消費者層としてアイドルの活動を支えている。またオタクが活発

に情報を発信する役割を持つことからもアイドルの人気拡大、成長にとって必要な存在で

あるといえる。 

オタクはかつて犯罪予備軍や変質者という認識をされていたが、その高水準の消費を持

続したり、創作活動を行ったり、情報を発信するという性質ゆえに注目され、社会的に認め

られつつある。そして、そうした流れからオタクが一般化し、その知性や熱心さといったポ

ジティブな面に目が向けられるようになってきた。こうしたオタクのイメージ向上の背景

には消費社会の成熟やオタク文化が世界で好評を得たことが挙げられるが、国内において

人気を確立し、それを海外にも発信してきた日本のアイドルもオタクのイメージ向上に少

なからず貢献しているのではないかと考える。アイドルが売れるということはそのアイド

ルを支持するオタクの価値観の再評価にもつながるからである。 

以上のようにオタクとアイドルは相互に関係しあっており、お互いを高め合い、一緒に成

長していく関係にあるのではないかと考える。 
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第六章 全体のまとめ・担当者あとがき（全員） 

1. 全体のまとめ

ここまで各章、様々な視点からアイドルを考察してきたが、担当者全員が「アイドルは必

要か」というテーマを検討しながらアイドルを論じた。学生への意識調査、歴史的文脈、さ

らには経済的効果、いずれの視点でもアイドルはネガティヴに捉えられるべきではないと

考えた。また、ファンについて、さらにはオタクについてまで検討した時、30 年前に「お

たく」という単語が誕生した時と現在とは事情・社会的文脈が異なり、一種のアイデンティ

ティーとして受容されているのが現状である。従って、「アイドル」の多角的な影響力を考

慮すると、「アイドルは必要である」という結論を出した。 

だが、その好みは個人に依存するため、最終的には「好き嫌い」は分かれてしまうという

視点も出た。未だにアイドルに対してネガティヴなイメージが少なからず残っているのは、

個人の好き嫌いが原因であると考察した。 

2. 担当者あとがき

アイドルについて、現代の若者達への調査を含め、様々な調査をしたことによって、近年

の昔からの変化をデータから知ることができた。また昨今のアイドルグループが乱立して

いるいまは新たなブームをつくるので必死なのだろうと感じた。（吉井） 

「アイドル好き(オタク)」＝気持ちが悪い、というイメージが払しょくされつつある現代、

その原因は様々なところから生じていることが分かった。たしかに、「オタク」の経済的貢

献度を考えると、ネガティヴに捉えられるべきではないのである。この報告の作成を通じて、

「言説」という言葉の怖さも感じたし、今後自分がどのようにアイドルと接していけばよい

かの見通しが立ったので、非常に糧となる研究であった。（吉岡） 

たまたま身近にジャニーズファンの友人がいたこともあり、また自分自身も一時期ハマっ

ていた頃があったので、様々な視点からアイドルファンについて考察することができて興

味深い研究となった。アイドルとファンとの距離感や、ファンがアイドルに求めるものの変

化を社会背景と結びつけて考えることができたので、今後の展開についても機会があれば

考えてみたい。（深谷） 

今回経済の面からアイドルを調査してみて、アイドルに関連して動くお金の規模の大きさ

に驚いた。これからアイドルたちを見る目が変わるなと思った。今後もテレビなどアイドル

たちの活躍や海外の進出など、見ていきたいなと思う。これほどまでに日本経済に関わって

いるならアイドルも尊敬すべき存在であると感じた。（稗田） 

普段オタクについて知る機会がなかったため、今回調べてみてオタクの新しい一面に気づ

くことができた。ネガティブなイメージで見られていたオタクであるが、アイドルにとって

も日本の文化を支える存在としてもなくてはならないものなのだと認識を改めることがで

きた。（清水） 
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今と昔の子供の遊びの比較 担当：長谷川涼 

テーマ選定の理由 

今回の調査のテーマを決めるにあたって重視したことは、私たちがあらかじめ経験を持

ち、それらの共有が可能な領域を選ぶということである。そして、話し合いを進めていく

中で遊びの話題に関して触れる機会があった。その中で子供というワードが浮上し、それ

ぞれが違う背景を持っている中で、子供の頃には遊びという時間を過ごしていたという事

実はまさしく共有できる領域のテーマであった。それに付随して、現代の子供は外で遊ば

なくなっている・外でゲームをしているという問題提起が社会の中にあるということで、

実際に時代ごとの遊びの内容を比較し、そこからそれぞれの時代が持つ遊びの意義・性

質、時間的・空間的な違いなど様々な指標を比較することで、そもそもそのような問題提

起は成立するのであろうか・もし妥当だった場合、それが何を意味するのか・それらの遊

びのスタイルの変化＝悪という一般的な認識は果たして妥当なものであるかということを

実際に調査することで、遊びに関することだけではなく、いわゆるジェネレーションギャ

ップから生じる様々な問題に対しても、多面的な視点を獲得することができるのではとい

うことを踏まえてこのテーマを選定した。 

導入 

我々が「遊び」と聞いてイメージするものは、サークル等の団体活動であるとかショッ

ピング・旅行などの趣味・娯楽的活動が一般的である。一方で子供の「遊び」とは公園で

のおにごっこ・かくれんぼや室内でのゲームなどの性質の性質が違った遊びが連想され

る。前者は金銭的な要素を伴い、目的が休憩・余暇活動といった意味合いが強いが、後者

はむしろ遊び自体が目的であり、同時にそれが学習の場になり、性格や価値観に大きな影

響を与えている。その中で焦点を当てるのは後者の子供の「遊び」である。まず取り上げ

る要素は時代における遊びの内容の違いである。一般的には昔はおにごっこ・かくれん

ぼ・野球などの外遊びが中心であったが、現代ではテレビゲームなどの室内遊びが中心に

行われているという言説が存在している中で、本当に遊びの内容が変化しているのか、も

しそれが事実であった場合、時代ごとに遊びが担う意味・学習するものが違ってくるので

はないかということを、遊びの概念的な意味と比較してみたい。それと並行して「遊び」

と「環境」の関係性についても考察していきたい。今日では公園などの遊び場が減少して

いるという事実がある。それに関して遊びの内容が変化していることを前提に、遊び場の

減少との関係性において、遊び場がなくなったことにより遊びの内容が変わったのか、つ

まりテレビゲーム等のテクノロジーの発展により、子供たちがゲームで遊ぶことを主体的

に選択するようになり、公園等の遊び場の必要性が薄れていったのか。それとも子供達自

身サッカー・ドッジボールなどの外遊びをしたいという意思はあるが、危険性を理由に公

園でのボール遊び禁止などの規則が厳しくなり、子供たちが室内遊びを選択せざるを得な

い状況に追い込まれているのか。以上の二つの関係性のモデルを想定した上で遊びと遊び

場、つまり「遊び」と「空間」の関係性についてアンケートをもとに考察したい。 



遊びの概念 

辞書的な意味 

遊びに関して調査を始める前に遊びを体系的に捉える必要がある。その中で始めに概念

について理解する必要がある。まずは辞書的な意味を探り、「遊び」という言葉自体が示

す内容を確認する。 

日本国語大辞典によると、「遊び」という言葉の意味は（注１） 

1. 思うことをして心を慰めること。狩猟・酒宴や行楽・遊戯などを楽しむこと。

2. 詩歌、管弦、舞などを楽しむこと。

3. 歌舞により人を楽しませ、また売春する女。

4. 賭け事や酒色にふけること。遊里、料亭などで楽しむこと。遊興。

5. 仕事や勉強の合間の休憩

6. しまりのないこと。

7. 生活上の仕事にあくせくしないで、自分のしたいことを楽しむこと。気持ちにゆとり

を持つこと。また、文学などで人生から離れた、美の世界を追求すること。

8. 機械の運動作用がすぐに伝わらないで、多少のゆとりがあること。

9. かざり。

10. 常習的なばくち打ち

続いて動詞の「遊ぶ」については、 

遊ぶ…興のおもむくままに行動して楽しむ。神事に伴う舞楽を行うことがもとと言われ

るが、広く楽しむ行動を言うようになり、現代では、多くの子供が遊戯する。おとなが運

動・行楽・遊興などをすることを言う。 

1. 思うことをして心を慰める。

2. 狩猟する。また、気楽に歩き回って楽しむ。

3. 詩歌、管弦、舞などを楽しむ。

4. (鳥・魚などが)楽しそうに動き回る。

5. 他の土地に行って、その風景などを楽しむ。遊歴する。また、行って学ぶ。

6. 酒色などにふける

仕事、勉強、働きなどをしていない状態にある。 

1. 仕事や勉強をしないで、また、職が得られないでぶらぶらしている。浪人。

2. 金、道具、場所などが使われないでいる。

3. 工学上、応力を受けるはずのものがそれを受けていない状態。

4. 野球でボールを投げる。

1. 舞楽を行う。

2. 人をからかう、もてあそぶ。

以上のことが「遊び」及び「遊ぶ」という言葉の意味である。ここで注目すべき点は

「遊び」という言葉の意味が様々な領域に属しているという点である。一般的にイメージ

されるような仕事・勉強の合間の休憩であるとか、自分のしたいことをするということだ

けではなく、狩猟・詩歌管弦・賭け事・酒といった古典的な内容を示すものから、かざ



り・文学・旅・スポーツなど幅広い領域に渡っている。それだけではなく、しまりのない

こと・楽しそうに動き回ること・仕事や勉強をしないなどの状態を表す意味も含んでい

る。しかし、これらの遊びの意味を読み取っていく際に、主体が大人であることに気付

く。確かに娯楽的要素が前面に押し出され、ここらで出てくる酒あるいは売春といった言

葉はこどもには無縁である。一方、子供の遊びを形容するものはあまり存在せず、現代で

は、多くの子供が遊戯するという表現だけにとどまっていた。ここからわかることはつま

り、子供の遊びの概念において、厳格な辞書的な意味あるいは定義は存在せず、仮にあっ

たとしてもその意味は曖昧なまま明確に認識されていないものということである。実際、

子供の遊びというものはある条件下でのみ発生するというものではなく、取り組んでいる

本人たちが遊びだと思えばそれは遊びとなり、自らが時間・空間を創造することによって

行われるものである。また、その内容について、外で遊ぶもの・中で遊ぶもの・公園で遊

ぶもの・山や川で遊ぶもの等何を遊びと認識し、何を認識しないのかは個人によってばら

ばらである。これらのことを踏まえ、子供の遊びというものは少々特殊なものとして位置

づける必要がある。 

 

遊びのパターン 

大人にとっての遊びとは気分転換を目的とした娯楽的活動であるが、子供に対しては異

なる意味を持ち、子供にとっての遊びとは大切な「仕事」であると同時に学習の場でもあ

る。その学習に関して、当然遊びの内容によって、そこから学ぶものが変化してくる。例

えば外遊びでは、体を動かすことによって身体的機能の向上が見られたり、ゲームなどの

室内遊びでは、ルールの範囲内でいかに自分が勝つかを考えることによる思考能力の向上

や相手との駆け引きの能力を学ぶことができるといったことである。このような遊びの内

容に関して、詫摩武俊はいくつかのパターンに分け、それぞれが何の学習に関連している

かを述べている。(注２) 

 彼は遊びの内容について主に５つのパターンに分けることができると主張している。そ

の内容としては、 

1. 感覚遊び…子供が主体的にそのものに働きかけ、触れたり、見たり、聴いたりして楽

しむ遊びであり、水遊び・砂遊び・粘土などがこれに当てはまる。生後まもない時期

から見られ、周りの環境を理解するための生物的本能に基づいた遊びである。 

2. 運動遊び…手足だけでなく全身を動かして楽しむ遊びであり、滑り台・鬼ごっこなど

がこれに当てはまり、この遊びも早くから見られ、年齢を重ねるごとに複雑化してい

き、身体的機能の発達が見込まれる。 

3. 模倣遊び…子供の身の回りにある生活を真似することで楽しむ遊びであり、おままご

と・ごっこ遊びなどがこれに該当する。先ほどの二つの遊びに比べ、人間の社会的生

活の内容の一部を切り取り、遊びとリンクさせているという点で高度なものとなって

おり、それぞれが役割を理解することで社会性の獲得に繋がる。 

4. 構成遊び…一定の素材を使ってものを作っていく遊びであり、積み木・プラモデル・

折り紙などがこれに該当する。この遊びにおいては作品が完成したという結果そのも

のよりもむしろそこまでに至った過程のほうが重要であり、全体像を見通し、完成ま

でのプロセスを頭の中に思い描くことによって思考能力が身につく。 



5. 受容遊び…テレビや音楽などがこれに該当し、本来の意味での遊びとはそれてしまう

が、一方的に情報を享受する受身の遊びである。ここでは主に知識の獲得が中心とな

る。 

 以上の５つのパターンに分けることができ、子供がそれぞれのパターンからバランスよ

く遊びを行うことによって社会的な動物である人間が社会の中で円滑に生活していくため

に必要なことを構造主義的に学ぶことができるのである。 

 

 

  「遊び」とは 

 遊びの見解について 

 

遊びの本質について、古くからさまざまな見解がある。 

 

1. 余剰エネルギー説 

スペンサーの説で、遊びを余剰精力のはけ口みなすもの。 

 

2. 生活準備説 

グロースたちの説で、子どもの遊びをおとなの行動の型を学習し、将来の生活に適応

するように本能を準備練習させる活動であるとするもの。 

 

3. 反復説 

ホールの説で、「個体発生は系統発生を繰り返す。」という約説原理を、遊びにも適用

し、子どもの遊びを祖先が経験した活動の再現と解釈するもの。 

 

4. 補償説・浄化説 

 フロイドを中心とする精神分析学派が唱える説で、遊びを抑圧された情緒や欲求を

解消させる代償行為あるいは浄化的反応とみなすもの。 

 

5. 休養説 

 ラツァルスの説で、遊びを仕事の緊張からの解放を望む活動的休養とするもの。 

 

6. 本能説 

 マクドゥガルの説で、遊びを本能の早期の成熟によるものと考える。 

 

7. 生物学説 

 アプルトンの説で、遊びを子どもの心身の発達の要求を満たすための活動とするも

の。 

 

8. 自己表現説 

 ミッチェルとメーゾンの説で、遊びを日常の仕事のほかに、支配感や成功の保証を求



める活動と考えるもの。 

 

 これらの諸説は、いずれも遊びについての解釈に終わっていて、その真偽についての検討

が不十分であるため、単なる常識にすぎないように感じられるものが多く、また、子どもの

遊びとおとなの遊びを混同して論ずるという過ちをおかしている。したがって、遊びが子ど

もの発達や教育のなかで担うべき積極的な意義を軽視して、遊びを子どもの発達に役立た

ない活動としか捉えられていない。 

  

 生活準備説の提唱者として知られるグロースは動物の遊びを観察することで、「遊び」が

それぞれの動物にみられる独特の本能的行動であると解釈した。この「遊び」が本能的であ

るという考え方はその後も形を変えながら繰り返しあらわれてくる。例えばスペンサーの

余剰エネルギー説もそうであろうし、フロイドの遊びについての考え方も同様のものであ

る。フロイドによれば、「遊び」は形を変えた性欲の充足である。ビューラー夫人のいう機

能的遊びも、本能的というのに近い。また、一般的には遊びは本能的であるため子どもは放

っておいても遊ぶものだと考えられやすい。 

 

 しかし、「遊び」を単純に本能的なものであると結論づけるのは困難である。例えば、H・

F・ハーローなどによる比較心理学的な研究は、完全隔離されて育ったサルが遊べないこと

を立証している。ボイテンティックは高等哺乳類を草食動物と肉食動物にわけ、前者はほと

んど遊ばないが、後者はよく遊ぶことに注目している。ところがサルは例外とされている。

草食動物に比べて遊ぶ動物とサルの適応しなければならない環境は複雑であり、不安定で

あるがゆえに、その複雑・不安定さに対する探索行動が「遊び」の萌芽であるという。誕生

時までに本能的な行動様式による規制が小さければ小さいほど、その種の動物は新奇なも

のに対する探索行動が大きくなるとされている。しかし、探索行動だけでは「遊び」とは言

うことが出来ず、それに楽しみ、快楽が伴ってはじめて「遊び」であるといえるようになる。 

 

I. 遊びとは感動である。―没入・集中 

「遊び」とは一般に理解されるように確かに楽しい自発的活動である。子どもの興

味・関心をひきつけない活動には、子どもの自発的参加は期待することはできない。   

しかし、遊びの楽しさとは、単に感覚的・知的・意志的・美的な楽しみに止まるも

のではなさそうである。鬼遊びで口をいっぱいにあけ、大声で走り回っている幼い

子どもたちのなかに、その遊びに自分のすべてを投げ込んでいく精一杯の努力を

見出すことが出来るだろう。 

 遊びのたのしみとは、人間の生の深いところからの揺り動かされる感動といっ

たものだろう。ドイツの美学思想家として知られるシラーも、遊ぶ者は「最高の静

けさと最高の動きとの状態に同時に置かれるのです。そしてそこには知性もそれ

を表すべき何らかの概念も有さず、言語のそれに表すべき何らの名称を持たない

ような不思議な感動が生まれるのです。」といっている。 

 

 



そこで、遊びの本質と考えられる感動の性格をさらに考察してみよう。 

 

子どもが遊び始めるとき、遊びは子どもの興味・関心および遊具、場所によって刺激され展

開する。しかし一度遊びが展開するや否や、遊びは場所、遊具および遊び仲間はもちろんの

こと、遊ぶ者の知的・意志・および美的意識とは独立に、自動的に展開していく。その時遊

ぶ者―子どもは、「自己の外にある」「自己を忘れている」といった没入・熱中の状態になる

であろう。このような状態は、本来感覚的・衝動的性格を超えており、この遊びの感動は端

に感覚的楽しみに止まらないだろうと推測される。 

II. 遊びは精神的喜びである―動物との遊びの比較 

 遊びの感動とは、決して本能的なものではなく、人間性の深い根拠から湧き上が

るものである。ここで動物の遊びとの比較において、人間の遊びの特性を明確にし

たい。 

 紐にじゃれ付く子猫、何回も遠くに投げられる木片を疲れるまで追いかける犬、

このような動物の動きを眺めるとき私たちは動物にも遊びがあると考える。19 世

紀以降、生物学者たちはこのような没利害的な動物の行動に注目し、好奇心や遊び

の重要性を認め始めた。 

オーストリアの動物学者K・ローレンツは、このような動物の行動を「探索行動」

と名付けた。また生物学者 S・A・バーネットは、この探索行動について「動物は

この徘徊運動をしている間に、食物や隠れ家やその他に必要とするものといった

目標に出会うかもしれない。こうして行動は(いわゆる「学習」によって)変形され、

そして少ないエネルギー消費で目標に到達することができるのである。この種の

行動は固定した定位からの解放によるものである。すなわち、これは直接的な環境

からの独立を可能にするのである。」と述べている。つまりこの遊びと考えられる

動物の探索行動は、各動物の種に独自な本能的行動の弛緩するとき、はじめてあら

われるものである。以上のように、動物における楽しみとしての探索行動(遊び)に

おいてさえ、遊びはすでに本能的性格を超え出ている。 

さらに人間の遊びは、動物の遊びと質的に違った面を持っている。人間には、動

物のように遊び発生の根拠ともなる生存の保障、外敵からの保障、および社会構造

からの抑圧に対する保障といったものが本能的に与えられていない。むしろ自ら

作り出すよう課せられている。そこで人間の遊びは、なによりも自然・社会環境の

強制・拘束に対する解放からあらわれるといえる。言い換えると人間の遊びは「自

由獲得の運動」ともいえる。 

したがって人間における遊びの楽しさとは、単に現実世界の拘束・強制からの逃

避といった感覚的・生理的性格をもたない。むしろ人間存在の深い点と結びつく精

神的楽しみ―感動といったものである。J・シャトウによれば、遊びの楽しさとは

受動的な感覚的・生理的な気晴らしでなく、道徳的・精神的喜びである。(引用：

『子どもと遊び』p11～13,p73～78) 

 

 子どもにとって遊びとはなにか 

 児童憲章においても「すべての児童は、よい遊びと文化財を用意され、悪い環境か



らまもられる」とあるように、子どもにとって遊びは大切なものであると主張したと

きに、それを否定する人は誰もいないと思う。それでは遊びとはなにかということを

考えるとき、私はまず第一に子どもが自分の意志でする自由な活動であって強制さ

れるものではないと思う。 

 教育的な見地から、遊びというものを考えていくと子どもにとって遊びは大切な

ものであると主張しているなかにはいろいろな立場の者がいる。ときには、遊びと仕

事(学習)ということを同列に考えていることがある。数を覚えるような教具を与えて、

それをおもちゃとして使わせ、遊びのなかで自然に覚えさせようとする。確かに子ど

もが自分の意志でおもちゃで遊んで楽しんでいるならば遊びであるが、「これで遊び

ましょう」と子どもをその遊びに強制的に誘い、子どもがあまりそれに興味がないの

にそれをさせるということになると、それはすでに遊びではなくなってしまう。大人

の場合でも、趣味と実益を兼ねたなどといって、遊びから仕事への移行が考えられて

いるが、遊び―仕事(学習)をどこで線を引いて考えるかは難しいことである。 

 母親が台所で仕事をしていると、幼児が一緒になってやりたがる。それは将来、料

理をするために役立つことではあるが、子どもにとってそれは仕事としてとらえて

いないで遊びという要素の方が大きいと考えられる。子どもも成長して学校に入り、

教科を学習するようになってくると、遊びと仕事(学習)との区別がだんだんはっきり

してくる。しかし、スポーツの好きな子どもは運動は好ましい遊びであるが、嫌いな

子どもにとっては学校における体操というきょうかとして、いやでもしなければな

らないものの一つになる。同じようなことでも、あるときは遊び、あるときは仕事に

なることもある。自分の好きな時間に好きな絵を描くことは遊びであるが、図工の時

間には嫌であっても描かなければならず、課題が出されればそれに従うという制約

が生じてくると、学習になる。(引用：『子供と遊び』p109～110) 

 

 子どもの遊びの本質 

 子どもの遊び、それは不思議な現象だと思う。確かに、おとなの遊びとの共通点は

多く認められる。すなわち、それは楽しみや満足を伴う活動であり、自発性と自由が

あり、活動自体が動機づけとなるという本質的な点で共通した特性を有している。し

かし、おとなの遊びと子どものそれとの大きな違いは、前者が仕事から離れた、仕事

の疲れをいやすための余暇活動に過ぎないのに対し、後者は生活であり、真剣な仕事

でさえあるという点にある。 

 青年やおとなの場合には、遊びは非現実的・空想的な経験でしかない。それは、直

接生命に関する活動、仕事、社会的な行動などの現実的経験と対比をなす。しかもこ

れら二種の活動は、明確に分離されている。これに対し、幼児や児童の場合には、遊

びと仕事、想像と現実とは未分化で可逆的な性質を備えている。すなわち、子どもの

遊びはいつでも現実に変化しうるし、現実は想像としての遊びに移行することが可

能なのである。 

 反対に、遊びがつらい仕事や義務の遂行に変容することもある。たとえば、子ども

の欲求や感情を無視して、おとなが用意した遊びである。これは最近の児童会などの

活動によく見られることなのだが、客観的には楽しい遊びの形はとっているものの、



所詮はおとなが考えたものでしかなく、子どもはおとなから課せられた義務を果た

しているにすぎないのである。それは、学校での授業と同じように、極端な場合には、

注意力をすり減らし、多大な努力を要し、困難の伴うときには苦痛でさえある活動で

しかなくなってしまう。それは、満足感や解放感を経験させる代わりに束縛や不満だ

けを与えることになる。 

 このように、子どもの遊びには、青年やおとなの遊びのように、非現実的・空想的

な要素だけしか存在しないのではなく、現実的な要素も併存できる可能性をもって

いるのである。しかもいつでも現実と非現実の壁はとりはらわれうる。あるいは、子

どもの遊びは準現実的なものということができるかもしれない。つまり、現実と非現

実、または、空想との中間的な性質を帯びたものが子どもの遊びの本質であるという

ことができるであろうと考えられる。このように考えると、子どもにとって「遊びは

食物やしつけと同様に必須のものであり」、重大なビジネスですらあるという言葉を

肯定できるであろう。この重大な「準現実的な」ビジネスに従事することによって発

達の過程が実現されるのである。子どもの精神と身体は成長していくのである。 

 子どもの遊びは、事物の観察、それへの好奇心や興味から発生する。事実との関係

は知覚しうる事物の見方から発展する。この方向づけが事物との接触へとかりたて、

衝動が解放され、本来の遊びが喚起されるのである。この自然な喚起ということが、

子どもの遊びの本質といえよう。したがって、遊びは子どもに真の満足を与え、自己

解放をもたらすことになる。子どもが環境から解放されるとき、自己を縛り付けてい

る限界を飛び越えることが可能になる。そのために、自己の側にある遊戯的なものを

用いて、空想の中で遊びの世界を創造し、そこに遊びの真の姿を実現することができ

るのである。(引用：『子どもと遊び』p139～142) 

 

 よく遊ぶ子ども 

 心身の発達に伴って、子どもの遊びは質的にも、量的にもしだいに変容していくし、

形態的にも機能的にも複雑になり遊びの技術の困難さも増していく。このような遊

びの変容は、他の心身の発達と無関係に生じるわけではない。特定の発達段階での遊

びの特性は、子どもの一般的な発達によって規定されるのである。しかし、遊びは一

方的に一般的な発達によって規定されるだけではない。遊びは逆に子どもの心身の

発達に重要な影響を及ぼすのである。遊びによって「子どもの経験は掘り起こされ、

抽象化され、あるいは具体化される。」ピアジェは、遊びによって幼児がおとなの生

活の仲間入りしたいという願望を満たしていることを指摘した。また、P・D・ミリ

チャンプは遊びを通して、子どもが個人として発達することを強調している。さらに、

遊びが身体的な発達にとっても重要な役割を果たしていることは多くの研究者に指

摘されているところである。 

 このような遊びの意義を考慮するとき、遊びが子どもの心身の発達に重要なかけ

がえのない貢献を果たしていることが知られるであろう。このことは、よく遊ぶ子ど

もが心身ともに望ましい健全な発達を遂げるであろうことを期待させる。 

 子どもが社会で利己的な振る舞いが通らないことに気づき、幼児の特性である自

己中心性を脱却していくのは、集団遊びを通してである。集団遊びで、子どもたちが



互いに自己中心的に振る舞いそれぞれの欲求を通そうとすれば、必然的に衝突がお

こり、けんかになる。この欲求と欲求の衝突やけんかによって、幼児は自分の思う通

りにならない「他人」の存在を認識することになるのである。同時に、楽しく遊ぶた

めには、自分の欲求と他人の欲求との調整が必要であることに気づいていく。こうし

て、譲り合うこと、他人の立場を考えることが仲間との遊びを楽しくし、永続させて

いくために必要であることを学び取っていくのである。テイク(take)だけでなく、ギ

ブ(give)の大切さを体験し、非社会的な人格から社会的な人格への発達を遂げること

が出来るのである。 

 

 集団遊びにはまた、役割、勝負決定の基準、遊び方、遊ぶ順序などについて、暗黙

裡に一定の規則が定められている。これは遊び集団の中に自然に発生し、厳然として

維持され、すべての成員に遵守することを要求する。このルールに違反しようとする

なら、遊び集団から除外されることを覚悟しなければならない。遊び集団内の子ども

はすべて平等であり、対等な地位と役割をもつものとして扱われる。そこでは、いや

でも自分の欲求を抑え、他の子どもとの調和をはからなければならない。このことに

よって子どもの自己中心性は徐々に、しかし確実に取り除かれていくのである。 

 このように、遊びは子どもの社会性の本質的で、基本的な部分を育成するとともに、

おとなの社会生活に必要な特性の獲得を助ける機能を有する。小林さえによれば、そ

の機能は第一に生活環境における社会的な事象の認知・学習の促進である。すなわち、

子どもの生活している社会の機構や慣習、社会生活に必要な技術が遊びによって習

得される。第二の機能は、地位と役割など種々な人間関係の習得である。社会には多

数の地位があり、それに伴う役割が存在している。子どもの遊びは、そのような社会

に存在する地位や役割についての認識を深める。ごっこ遊びは特にその機能を有し

ている。第三に、集団生活技術の学習機能が挙げられる。子どもは遊びによって、集

団参加への技術を習得していく。集団遊びが対人交渉の技術を無理なく、自然の中に

上達させていく。このような点を考慮するとき、よく遊ぶ子どもの社会性は望ましい

発達を遂げることが期待されるのである。 

 

 遊びは、子どもの人格形成にとって、大切な役割を占めているといえよう。子ども

の遊びについては、社会情勢などの影響を受けることが多い。戦前には都会において

も戦争ごっこができるような広場や遊び場があり、子どもたちはそこでたむろして、

思う存分遊ぶことが出来た。 

 遊び場の問題は、個人の努力だけでは解決されない。児童遊園などあっても、ボー

ル投げはダメ、自転車の乗り入れは禁止などというところは多い。戦前でも、住宅事

情が悪く、隣同士が壁一重という長屋生活もあったが、子どもが泣いても平気で生活

できた。しかし、戦後、自分の生活を大切にするという思想が入ってきて、木造のア

パートで生活しているのに、隣の騒音を極端に嫌い、赤ん坊が隣で泣いたからと文句

を言う。子どもが椅子から飛び降りれば階下の家から苦情がくる。どうしても、子ど

もの動きを制限する。住宅の真ん中に保育所を建てようとすれば、騒音が起きるから

と、建設反対の住民運動が起こる。子どもの活動は日に日に圧迫されている。 



 こうした問題について、大人たちがもっと真剣に考えて、子どもが思う存分活動で

きるような努力をすることが大切である。 

(引用：「子どもと遊び」p151～152) 

 

                                         担当： 本多 正篤 

 

 仮説 

 子どものころの遊びに関して、世代によって遊びの内容や場所が変化している

と考え、次のような仮説を立てた。 

 

① 外遊びが減った 

② 遊び場が減った 

③ ルールが決まっている遊びが増えた 

④ 室内遊びが増えた 

⑤ 地域とのかかわりが減った 

 

 以下、これらの仮説について詳しく説明する。 

 

 

① 外遊びが減った 

 外遊びに関して、現在の子どもたちは外遊びが減っていると考えた。外遊びが減

ったことにより、生き物と遊んだり、自然の中で遊んだりする機会が減ったと考え

られる。 

 『環境白書平成８年版 第 2節 1 遊びの変化と環境』の、児童期の遊び場所に関

するグラフ(図(Ⅰ)、左側の上２つのグラフ)によると、「森や林、田畑、原っぱ」と

いった自然の場所で遊んだ割合は年代が下がるごとに減ってきているのが分かる。

さらに、「川や池、海辺」といった水辺で遊んだ割合に関しては、小５・中２世代

は０％である。 

 また、外遊びの時間に注目しても、外遊びが減少していると言える。遊び時間の

変化に関するグラフ(図(Ⅱ))を見ると、昭和３０年には「室内あそび時間」を上回

っていた「戸外あそび時間」が、昭和４０年を境に入れかわり、以降減少し続けて

いる。このことからも、若い世代ほど外遊びが減っていることが分かる。 

 次に、自然体験の有無に関するグラフ（図Ⅲ)）を見ると、若い世代ほど、自然

の中での体験をしたことがないという人の割合が増えている。特に、昭和５９年と

平成７年の「日の出や日の入りを見たことがない」「雪を食べたことがない」とい

った項目の差が大きくなっている。 

木登りは危ないからやらない(親も、危ないから子どもにやらせない)・あまりしな

い、などといったように、若い世代はチャレンジ精神が育ちにくくなっているので

はないかと考えられる。 

 



 

② 遊び場が減った 

 遊び場に関して、遊び場が減ってきているという仮説を立てた。そして、遊び場

の減少に伴い、学校が主な遊び場になっているのではないかと考えた。 

児童期の遊び場所に関するグラフからも読み取れるように、原っぱや川といった

自然の場所が減っている一方、学校や公園など人工的に作られた場所で遊ぶ割合

は増加している(図(Ⅰ)右下のグラフ)。 

また、遊び場として「道路上や路地裏」を答えた割合も若い世代ほど減少する傾向

となっており(図(Ⅰ)左下のグラフ)、自然の遊び場だけでなく、「外遊びの場」全体

が減少していると言える。 

 

 

③ ルールが決まっている遊びが増えた 

 遊びの種類・内容に関して、「ルールが決まっている遊び」が増えてきたと考え

られる。 

昔は、遊びの種類は外遊びが中心で、自分たちで遊ぶ道具や遊びのルールを作って

遊んでいたと考えられる。これに対して、現在の遊びはゲームなどすでにルールが

決まっているものを使った遊びが中心で、そのルールを守って遊ぶことが大切に

されていると考えられる。 

このため、「現代の子どもたちは自分自身で考える力が足りない」と言われるので

はないかと考えた。 

 

 

④ 室内遊びが増えた 

 室内遊びに関して、若い世代ほど室内遊びが増加しているという仮説を立てた。 

児童期の遊び場所に関するグラフ(図(Ⅰ)、右上のグラフ)からも分かるように、室

内遊びの割合は若い世代ほど増えており、小５・中２世代の「家の中で遊ぶ」と答

えた割合は、２０代～６０代の倍近い割合である。 

また、遊び時間に注目しても(図(Ⅱ))、若い世代ほど「戸外あそび時間」より「室

内あそび時間」のほうが長く、現代の子どもたちは「室内遊び」を中心に遊んでい

ると考えられる。 

これは、TVゲームや DSといった、ゲームの普及が原因であると考えられる。テ

レビゲームに関するグラフ(図(Ⅳ))から、男女共に、２０代でも「テレビゲームを

していた」と回答した人の割合はある程度高かったものの、小５・中２世代でテレ

ビゲームをしていたと回答した割合が一気に高くなっており、テレビゲームが最

近急速に普及してきたということが言える。 

室内遊び・ゲームでの遊びが増えた結果、直接人と関わる機会が少なくなり、その

結果、コミュニケーション能力不足や、周りの大人から自分が何を考えているのか

理解されにくい、というようなことも起こってしまうのではないだろうかと考え

た。 



 

 

⑤ 地域とのかかわりが減った 

若い世代ほど外遊びや遊び場が減少し、また、室内遊びが増加していると考えられ

る。 

このため、若い世代ほど地域の中で遊ぶ機会が減少し、それに伴って地域とのかか

わりも減ってきているのではないかと考えた。 

 

 

 



 

 

(Ⅰ) 環境白書平成８年版 第 1-2-5図 

http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/img/208/fb1.1.2.5.gif

http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/img/208/fb1.1.2.5.gif


 

(Ⅱ) 環境白書平成８年版 第 1-2-18図 

http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/img/208/fb1.1.2.18.gif 

 

 

 

(Ⅲ) 環境白書平成８年版 第 1-2-14図 

http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/img/208/fb1.1.2.14.gif 

http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/img/208/fb1.1.2.18.gif
http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/img/208/fb1.1.2.14.gif


 

  

      

(Ⅳ) 環境白書平成８年版 第 1-2-9図 

http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/img/208/fb1.1.2.9.gif 

http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/img/208/fb1.1.2.9.gif


 

アンケート調査の概要 

 前述のような仮説を立てたが、本当に世代間で子どものころの遊びの内容や場

所に差があるのか調査したいと思い、三世代を対象としたアンケートを実施した。 

 

 

<調査期間> 

2014年 5月下旬～6月上旬 

 

 

<調査対象者> 

・私たちの親世代(1950～1960年代生まれの世代) 

・私たちの世代(1990年代生まれの世代)        の三世代 

・現在の小学生(2000年代生まれの世代) 

 

 私たちの親世代・私たちの世代は、首都大学東京の主に社会福祉学コースの学生

とその保護者の方に、現在の小学生の世代は、地域でドッジボールを教えている学

生とそのチームの子どもたちに協力していただき、それぞれ、12名、25名、17名

の回答を得ることができた。 

 

 

<アンケートの内容> 

 私たちの親世代・私たち世代と、現在の小学生世代の二種類のアンケート用紙を

作成した。自由回答と選択回答とを混ぜた形式を用いた。 

アンケートで質問した主な内容は、以下の通りである。  

 

・小学生のころ何をして遊んでいたか／普段何をして遊んでいるか 

・どこで、何人で遊んでいたか／遊んでいるか 

・外遊びの頻度 

・子供のころやってみたかったができなかった遊び／今やってみたいができない

遊び 

 

(実際に使用したアンケート用紙は報告書の最後に掲載。) 

 

 

 

 

              (仮説・アンケート調査の概要 担当：福濱 ありさ) 

 

 



 世代による遊ぶ人数の違いを調査するために、子供のころ主に何人で遊ぶことが多か

ったかを答えてもらった。 

 

 

 

 

１９６０年代と１９９０年代は、「２～３人」、「４～５人」、「６人以上」という回答のみ

でグラフが出来上がった。ひとりで遊ぶという回答は６０年代・９０年代ともにも見られず、

少なくともひとりは遊ぶ相手がいる状況であったと言える。また、１９６０年代と１９９０

年代のグラフの割合の分布の仕方がよく似ていた。 

そして、注目すべき世代は２０００年代だと考える。２０００年代も「２～３人」、「４～

５人」、「６人以上」という回答がグラフのほとんどを占めた。しかし、この世代では１人で

遊んでいるという回答が全体の１５％を占めたということが注目すべき結果であるといえ



る。１９６０年代と１９９０年代にはみられない結果であった。 

これは、２０００年代になり、ゲームやパソコンが普及し始めたことが主に関係している

と私たちは考える。前項のアンケート結果から、１９６０年代はゲームが普及していなかっ

たこと、１９９０年代にはゲームが出回っていたが、それほど一般化しておらず、禁止され

ていた家庭もあったということが分かっている。一方２０００年代は、遊びの種類の多くが

ゲームであった。このことから、１９６０年代・１９９０年代はゲームが手に入りにくかっ

た時代であったということが言える。 

このように比較をすると、２０００年代には、ゲームの一般化が進み、一人でも十分に遊

べるようになったため一人遊びが増えた、ということが考えられる。 

 

ここで、２０００年代になってからひとりで遊ぶという回答が見られた理由を、同居人と

遊び相手の関係から考えてみた。 

この調査は２００１年に生まれた子供 43,920人を対象に厚生労働省が行った調査である。 

 

(単位:%) 

  遊び相手  
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大人 

保育
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一人

遊び

が多

い 

そ

の

他 

遊び

相手

に子

ども

がい

ない 

同

居

者 

総数 100.0 49.8 94.2 81.7 53.1 45.3 25.7 12.2 17.0 10.8 1.6 20.4 

父母と同居 100.0 50.1 94.5 84.0 52.8 45.4 25.9 12.0 16.4 10.7 1.5 20.1 

 父母又は父母ときょうだいのみ 100.0 48.8 94.8 85.1 45.1 48.1 26.9 11.1 16.5 11.2 1.2 19.5 

  父母のみ 100.0 - 96.6 88.4 52.1 58.7 24.2 13.6 16.7 16.0 1.7 35.3 

  父母ときょうだいのみ 100.0 92.3 93.2 82.1 38.7 38.7 29.3 8.8 16.3 6.9 0.9 5.3 

 父母と祖父・祖母 100.0 55.0 93.3 80.1 80.7 35.7 22.2 15.0 16.0 8.9 2.3 22.2 

父又は母と同居 100.0 38.7 87.3 8.4 64.5 41.0 22.3 18.4 35.6 13.9 3.4 29.8 
 

 

同居者が「父母のみ」の場合の遊び相手は、父母のほかに「同い年ぐらいの子ども」や「一

人遊び」が他の同居者構成の結果よりも高い割合をしめている。また、「遊び相手に子供が

いない」という割合もほかの項目よりも極めて高い割合となっている。そのほかの「祖父母」

という項目も、多い結果となっているが、「一人遊びが多い」という項目がどの同居者構成



の結果よりも高いことは注目すべき点である。 

「父母ときょうだいのみ」は「兄弟姉妹」のほか「年上の子ども」が高い割合をしめてい

る。この項目では、「一人遊びが多い」「遊び相手に子供がいない」という項目はその他の同

居者の項目の中で一番低い結果となったが、これは兄弟姉妹という最も遊びやすい存在が

身近にいるためだということが考えられる。 

「父母と祖父・祖母」になると「祖父母」のほか「親戚や近所の大人」が高い割合をしめ

ている。「同い年くらいの子ども」「年上の子ども」「一人遊びが多い」「遊び相手に子供がい

ない」という項目を兄弟姉妹がいる子供たちの回答と比較してみると、「父母と祖父・祖母」

と暮らす子供たちのほうが子供と遊ぶ機会が少ないということが言える。 

全体を見ても、兄弟姉妹がいる・いないに関わらず親と遊んでいる割合はもっとも高く、

全体の２割の子どもには遊び相手になる子どもがいないという結果になった。 

 ２０００年代の特徴としてあげることができるのは、同居者の形態が多様化したことに

伴い、家族の構成人数が少なくなるにつれて一人遊びの割合や遊び相手に子供がいない割

合が高くなっている。また兄弟姉妹がいない子供たちは、子供と遊ぶ機会がより少ないとい

うことも特徴のひとつである。 

だが、アンケート項目「遊びの場所」の結果から、１９６０年代の空き地や公園にかわり、

１９９０年代・２０００年代では児童館という回答が多くみられるようになった。このよう

な施設を利用すれば、近隣の子どもたちと遊ぶことができる環境は整っていたと考えられ

るため、兄弟姉妹がいない子供が必ずしも遊び相手がいないというわけではないと考えら

れる。 

 

次に遊びの頻度を答えてもらった。 

 



 

 

これは、グラフによって明らかな違いをみることができる。１９６０年代は、「よくした」

が９２％をしめ、続いて「時々した」が８％、「たまにした」、「ほとんどしない」が０％で

あった。この結果は、前項目の「遊びの場所」と大きく関係していると私たちは考える。１

９６０年代の人たちは、遊んでいた場所が空き地や公園、川や海など全ての回答が屋外であ

り、室内の回答は全くなかった。このような経緯によって、「よくした」が９割以上をしめ

る結果になったと考えられる。 

一方で、１９９０年代、２０００年代と時代が進んでいくうちに、「よくした」の割合は

減り、「時々した」、「たまにした」、「ほとんどしない」が全体の５０％近くを占めるように

なっている。時代を追うごとに空き地など、外で遊べる場所が減ったことがこのような結果

になった原因であると考える。 

 

ここで外遊びの頻度が子供の成長にどのような影響を与えるのか、株式会社ボーネルン

ドが発表したアンケート結果を引用する。 

この会社が行ったアンケート調査は、２０１４年４月に民間企業に勤める社会人になっ

て２～４年目になった人、９３０人を対象に行ったものである。「小学校低学年の時期にお

ける遊び体験と自身の社会人としての能力や生活満足度に関する意識」という題目を掲げ、



若者の子どものころの体を動かす遊び体験と自身の現状に対する意識調査を行った。 

 

 

初めに、仕事において自分が社会人としての能力を持っているかという質問をしたとこ

ろ、忍耐力に関しては６割以上が「とてもそう思う」「ややそう思う」と回答した。一方、

コミュニケーション力、主体性に関しては３割近くが「あまりそう思わない」「全くそう思

わない」と答えている。 

次に、子供時代の遊びの頻度について「毎日(週７日)」「ほとんど毎日(週５～６日)」を「よ

く遊んでいた」、「時々(週３～４日)」「たまに(週１～２日)」を「時々遊んでいた」、「ほとん

どしなかった(月１～２日)」「しなかった(月１～２日以下)」を「遊ばなかった」の３つに分

け、社会人としての能力と子供時代の遊びの頻度の関連性について調査を行った中から、二

つの項目を挙げて遊びの頻度と子どもの成長の関連性を考察していく。 

 

まず自分の短所も長所も好きであるという質問である。 

自分の現状に対する肯定度とあそびの頻度の関連性においては、自分の現状に肯定的な

ほど、子どものころに積極的に体を動かす遊びをしていた傾向が見られた。特に、「とても

そう思う」と回答した人のうち、「よく遊んでいた」の割合は７割を占めており、自身への

肯定感が強いほど、子どものころに遊びに積極的であったと言える。 

一方、「全くそう思わない」と回答した人のうち、「遊ばなかった」と答えた割合が他項目

のおよそ２倍近い割合であり、自分の現状に対して否定的な人ほど子どものころに遊びに

消極的であった言える。 

子どものうちに、自分から遊びを通して、積極的に新たな体験をしてみるという経験は、

自分に自信を持つために重要な役割を果たしているということが考えられる。室内遊びで

は体を動かすということは難しく、またできる遊びも限られてしまうため、自分を肯定的に

捉える事ができる大人になるためには、外遊びを積極的に取入れたほうが有効的であると

言える。 



 

 

 

次に社会人の能力（コミュニケーション能力）と集団遊びの関係についての質問である。  

自分のコミュニケーション能力に対して、肯定的に思える人ほど集団で遊ぶことが好き

だったということが言える。「とてもそう思う」と回答した人の中で、集団で遊ぶことが好

きだった人の割合は９割を超えており、「ややそう思う」と回答した人の中で、集団で遊ぶ

ことが好きだった人の割合は８割を超える結果となった。 

一方で、自分のコミュニケーション能力に対して否定的な人ほど、集団で遊ぶことが好き

ではなかった傾向にあると言える。 

集団遊びでは、遊びを通じて仲間との関係性を築き上げることに加え、話し合いでルール

を決めたり、時には譲り合いや我慢をしたりと、仲間とコミュニケーションを図りながら、

仲間との関わり方や、自分の感情や衝動のコントロールの仕方を学ぶことができるため、重

要な役割を果たしていると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集団遊びの中で育まれた積極的な姿勢や、他者に対する思いやりの心、また、頻繁に外に



出て、体を動かす遊びをすることによって新たな発見や経験をすることは、社会人や一人の

人間としての自分に対して自信を持ちやすくする１つの要因になると考えられる。 

遊びは、他者と良好な関係を構築していく能力や忍耐力などのベースを育むために非常

に重要な役割を果たしている。 

 

 

参考資料 

・株式会社ボーネルンド ～ 若手会社員の子ども時代の遊び体験と自身の現状に関する意識調査 ～ 子

ども時代の豊富な遊び体験が現在の自己肯定感に影響 「よく遊んでいた」社会人ほど前向き思考、現状の

生活充実度にも比例（http://www.bornelund.co.jp/pressrelease/pdf/140423/140423.pdf） 

・厚生労働省大臣官房統計情報部 第２回２１世紀出生児縦断調査の概況（８遊び相手 表

１４同居者の構成別にみた遊び相手（複数回答） 

（http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/syusseiji/02/kekka8.html） 

 

                         担当：石井 夏実 

 

 

 アンケート結果より 

《遊びの種類について》 

▽１９６０年代        ▽１９９０年代       ▽２０００年代 

・鬼ごっこ          ・サッカー         ・DS 

・かくれんぼ         ・野球           ・野球 

・めんこ、竹とんぼ      ・鬼ごっこ         ・ドッジボール 

・お手玉           ・かくれんぼ        ・Ipad 

・ビー玉作り         ・缶けり          ・Wii 

・缶けり           ・お人形遊び        ・サッカー 

・色鬼            ・ゲームボーイ       ・パソコン 

・ケードロ          ・６４           ・鬼ごっこ など 

・ローラースケート      ・カードゲーム 

・なわとび          ・ポコペン  

・竹馬            ・一輪車 など 

・鉄棒   

・ぶらんこ 

・虫取り     

・サッカー 

・野球 

・ソフトボール 

・ローラースルーゴーゴー 

・川遊び  など 

 



 自分がしていた遊びについて自由記述で書き出してもらう。左から、１９６０年代・１９

９０年代・２０００年代である。 

１９６０年代の特徴として、外遊びが多いこと、ゲームが出なかったこと、例として竹とん

ぼや酒のふたを使ったメンコ作りなどの創造的な遊びが多いこと、自然で遊んでいること

である。 

１９９０年代は、外遊び、ゲームともに多く、ルールが決まっている遊びが多いことである。 

２０００年代は、ゲームと書いた人が最も多く、外遊びが少ない、アイパッドやパソコンな

どの回答がでたことが特徴としてあげられる。 

 三世代の比較として、外遊びは、１９６０年代より１９９０年代のほうが少し減るが２０

００年代は極端に少ないことがあげられる。また、遊びの種類自体がどんどん少なっている

こと、ゲームがどんどん増えていることもあげられる。 

 考察として、やはり思っていた通り親の世代である１９６０年代ではあげられる遊びの

数が圧倒的に多かった。そして２０００年代は DS と書いた子が多数で、パソコンや Ipad

など今まででは遊びとしては考えられないような回答までも得た。オンラインがいかに子

どもたちにとって一般化しているかを感じた。一方、私たちの世代である１９６０年代の結

果をみると、ゲームが普及し始めた時期ではあるが、浸透しているわけではなかったので外

の遊びなども得られたと考える。この質問では、予想通りといえる回答が得ることができた。 

 

ここで、アンケートでは得ることができなかった遊びについての疑問を、インターネットに

のっていた《性別にみた遊びの種類》や《兄弟の有無別にみた遊びの種類》という調査を考

察してみる。なお、この調査内容は厚生労働省の「第２回２１世紀出生児縦断調査の概況」

を引用しているため、2000年代のデータとしてみることとする。 

 図１の性別にみた遊びの種類としては、やはりビデオ・テレビが半数を占めている。こち

らは性別においても差がない。積み木・ブロックやボール遊び、三輪車などの乗り物に関し

ては、男児で割合が高く、人形・ぬいぐるみ、ままごと、お絵かき、絵本・お話、歌・踊り

に関しては、女児で高くなっている 

 図２の兄弟の有無別にみた遊びの種類では、絵本・お話、お散歩では「兄姉なし」の方が

高くなっているが、多くの項目では「兄姉あり」の方が若干高くなっている。 

 

 

図１（性別にみた遊びの種類） 



 

図 2（兄弟の有無別にみた遊びの種類） 

 

《遊びの場所》 

▽１９６０年代        ▽１９９０年代       ▽２０００年代 

・空き地           ・校庭           ・友達の家 

・公園            ・友達の家         ・自宅 

・校庭            ・公会堂          ・校庭 

・河原            ・公園           ・児童館 

・田んぼ           ・自宅           ・公園 

・海             ・畑 

・原っぱ 

 

１９６０年代は自然の中の場所を取り上げる人が多かった。また、自分の家・友達の家と



あげた人が少なかったので、ここから外あそびが多いことと関係があるのではないかと思

う。 

１９９０年代の回答は、外遊びをする場として、校庭が主でした。また、ゲームの普及か

ら、自分の家・友達の家という回答もややありました。 

２０００年代は、校庭・公園という回答よりも自分の家・友達の家という回答が多かった

のが特徴である。また、自然の場所はひとつもあげられませんでした。 

三世代を比較してみると、校庭をあげたのは共通していた。また、自分の家や友達の家など、

家の中で遊ぶ人がどんどん増えている。 

図３（遊び場の変化・男子女子） 

 

  

ここで、ベネッセで行われている遊び場所の変化における調査をみてみてもわかるよう

に、自然で遊ぶ場所は限りなく少なくいまでは男子０,７％、女子０,４である。男子では 3

０歳代以上、女子では 50歳代以上で、自然で遊ぶと答えた人が約５０％はいたのに対して、

かなりの落ち込みである。ここから、公園や自然の場所そのものが減ったのではないかと考

える。しかし、調べてみると公園の数自体は年々増えているのである。一方、自然の場所と

して遊べる空き地や野原、原っぱなどは格段と減っている。つまり、自然の場所がなくなり

つつあるため、外で遊ぶことが減ったとは言えるが、公園が減ったから外で遊ぶことが減っ

たとは言えないのである。では、なぜ外で遊ぶことが減ってしまったのか。グラフをみてみ

ると、小学生男女でいえることが「室内で遊ぶ」と答えたが一番大きな割合を占めていると

いうことである。それは、ゲームの普及が大いに関係しているだろう。小学生男子は、ほぼ



５０％、半数の人が室内と答えているのである。ゲームをするとき、持ち歩けるものならま

だしも、テレビゲームであると室内でしかすることができない。ここからゲームの普及が与

えた影響をみることができるだろう。そうすると、たとえ自然で遊べる場所ができてもゲー

ムがこどもたちに浸透している今や、外で遊ぶ子どもたちが増えるかは疑問である。そして、  

もう一つわかることは７０歳代の人男女のなかで、室内で遊んでいる人もいるということ

である。私たちの調査では、室内で遊ぶと答えた人がいなかったため、ゲームで遊ぶという

概念がなかったからだと考えていたが、ゲームがなくても室内で遊んでいるという結果が

得られたため、このころの人は何をして遊んでいたのだろうと考えた。わたしの意見ではあ

るが、室内でする遊びとしてメンコなどを室内でしていたのではないとか思った。 

 

 

図４ 各都市のあそび空間量 

 

 

 

 

 

 

 

図５ あそびの時間量 



 

 

 

 この図４の各都市のあそび空間量についてのグラフをみて世界各都市と比較してみる。

ここでいうオープンスペースとは子どもの遊び場や遊歩道、植栽などが整備された広場・庭

園など、そのマンションの住人にとって快適な、憩いのスペースとして活用されている空間

のことを指す。トロント、ロンドンは遊びの空間量自体が広い。そして、自然スペースをみ

ると、名古屋より横浜がすごく少ない。全体的に占める割合はオープンスペースが多い。そ

して、図５の遊びの時間量とともにみてみると、遊ぶ場所の空間量が多いほうが遊ぶ時間も

多いという結果が得られる。横浜、ソウル、台北は、空間量が５０００㎥を下回っているた

め、遊びの時間量を少ないと関係している。 

 この考えからいくと、日本でも建物ばかりを作るのではなく、遊べる空間を増やせばゲー

ムはここまではやらなかったのではないか。ゲームの普及が先なのか、それとも遊ぶ場所が

なくなり室内で遊ぶ必要がでてきたからゲームというものがここまで発達したのか、それ

はまだわからない。また公園自体は減っていないという事実もある。 

 

 



図６ テレビゲームと心身症状 

 

 ここで、ゲームが与える影響について少し考えてみる。ここの調査で表れているように、

毎日テレビゲームをしていると、咳をする、風邪をひく、疲れやすい、無気力、奇妙なくせ

や習慣がある、目をパチパチさせるというような症状がでることが、テレビゲームを週２，

３回以下でする人よりも高いパーセンテージで出ていることがわかる。ここの調査をみて

みると、テレビゲームについて否定的な意見であるように感じる。しかし、まとめで述べる

だろうが、外遊びの減少、中遊びの増加がすべて悪いわけではない。中遊びには中遊びなり

の、子どもに影響するいい面がある。中遊びによって成長する能力もあるため、すべてを否

定することはできない。そして、ゲームを毎日している子のほうが乗り物酔いをする確率が

低いという興味深いデータもある。この調査については、個人差もあるだろうから一概に全

部あてはまるとは言い難いが、テレビゲームの与える影響についてこのようなことを述べ

ることができる。 

 

 

《遊びの理由》 

▽１９６０年代       ▽１９９０年代       ▽２０００年代 

・場所があった       ・楽しい          ・公園が遠い（家で遊ぶ） 

・流行っていた       ・ゲーム好き        ・ゲームが禁止されていない 

・大勢でできる       ・ゲームがあったが禁止    

               されていた 

              ・流行っていた 

              ・大勢でできる 

 

 遊びの理由としてあげられていたことを比較してみると、流行っていた・大勢でできると

いう理由は１９６０年代・１９９０年代に共通していた。１９９０年代は、ゲームに言及し

ている理由が多かった。 



この質問をした意図として、遊ぶ場所がないからゲームをしていた等の回答を期待したも

のだったが、小学生に遊ぶ理由を聞いてもたいした返答は得ることができなかった。 

 

参考文献 

遊びの種類、図１２（厚生労働省第２回２１世紀出生児縦断調査の概況） 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/syusseiji/02/kekka9.html 
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                    担当：大塚 友理恵 

 

 

今と昔の子どもの遊びの比較—まとめ 

 

１．仮説とアンケート結果の検証 

２．全体のまとめ 

 

１．仮説とアンケート結果の検証 

 アンケートの実施前に私たちが立てた仮説は、遊び自体の変化、環境の変化、遊びの内容

による変化の３つに分けられる。この仮説について、実際のアンケート結果や引用したデー

タから考察する。 

 

○遊び自体の変化 

 仮説では、遊び自体の変化として、 

・外遊びが減った 

・ルールが決まっている遊びが増えた 

・室内遊びが増えた 

という３点を予想していた。 

 このうち「外遊びが減った」という仮説に関しては、環境白書などのデータから、①原っ

ぱや水辺など自然の場所で遊ぶことが少なくなっていること、②室内遊びの時間に比べ外

遊びの時間が少なくなっていること、③自然体験をしたことがない人が増えていること、と

いった要因があると考えた。この仮説については他の仮説との関連も多いため、丁寧に考え

ていく。 

 まず①について、項目別に実際に取ったアンケートの結果を見てみる。アンケートで聞い

た「主に遊んでいる・遊んでいた場所」の項目から、1960 年代には田畑や原っぱ、河原、

空き地など自然の場所の回答が多く、また全ての回答が屋外となっていることがわかった。

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/syusseiji/02/kekka9.html
http://benesse.jp/blog/20071122/p63.html
http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/honbun.php3?kid=208&bflg=1&serial=10001


また 1990年代では、畑や空き地といった回答もあるものの少数であり、自宅・友人宅や児

童館など屋内の回答が出てきている。さらに 2000年代の回答になると、空き地など自然の

場所の回答は全くなくなり、自宅・友人宅の割合はさらに増えた。年代が下がるにつれて自

然の場所の回答が減り、室内の回答が増えると言う点では、予想とアンケートの結果が一致

したと言える。 

 また②については、アンケート結果の章で示した外遊びの頻度のグラフから、年代が低く

なるにつれて普段外遊びをしている頻度が少なくなっていることがわかった。また今回の

調査の項目にはなかったが、年代が下がるにつれて塾などの習い事をする子どもが増加し

ていることも外遊びを減少させる要因になっているのではないかと考える。以下は文部科

学省の調査に対するベネッセ教育総合研究所のグラフと解説の引用である。 

「（略）経年で比較してみると、昭和 60 年調査から平成５年調査にかけて小中ともに全学

年で増加し、平成 14年調査にかけては、比較可能な学年のうち、小学校低学年で増加、小

学校高学年と中学生で減少したものの、平成 19年調査にかけては、小中とも比較可能な全

学年で増加していることがわかる。 

 とくに小学校低学年での伸び率が大きく、昭和 60 年調査から平成 19 年調査にかけて、

小学１年生では、6.2％から 15.9％と 2.6倍に、小学校２年生では 10.1％から 19.3％と 1.9

倍に増加した。」 

 このデータから分かるように、特に昭和 60年と平成５年以降では塾に通っている子ども

の割合が大きく増えている。塾などに通うことで放課後の自由に遊べる時間は少なくなり、

外遊びだけでなく遊ぶ時間そのものが減っていることも考えられる。また、このデータの対

象学年の中でも特に小学校低学年は、体力的に男女差がない、授業数が少なく放課後の時間

が長いなどの点から最も外遊びをする機会が多い時期であると思われる。しかし解説にも

あるようにその時期にある子どもの通塾率が大きく上がったことによって、小さいうちに

外遊びをする機会が失われていると言えるのではないだろうか。 

 また③については、①の項で述べたように、2000 年代での遊び場の回答に自然の場所が



全くなくなっていることから、やはり仮説が結果と一致していたと言える。 

 さらに「ルールが決まっている遊びが増えた」という点では、外遊びが減りゲームなどを

することが多くなっている、という点を要因として考えた。これに対しては、アンケート結

果の章で述べているように 2000年代にはゲームの普及が進んだこと、また前述したように

外遊びの減少が確認できたことから判断すると、この仮説もアンケート結果と合致してい

ると言える。 

 最後に「室内遊びが増えた」という点に関しては、その理由としてゲームの増加を予想し

ていた。ゲームをする人が増えているという点に関しては前項で述べた通りであり、また外

遊びの項で述べたように外遊びの頻度が減ったことや遊ぶ場所として屋内の回答が増えた

ことからも、この仮説は妥当であったということが言える。 

 

○環境の変化 

 環境の変化として仮説で挙げていたのは、 

・遊び場が減った 

という点である。この点については特に外遊びをするための遊び場として、自然の遊び場な

どが減り人工の遊び場（学校や公園など）が増えているという予想を立てていた。これに対

しては、外遊びの項で述べたように自然の遊び場は確かに減少していた。また学校（校庭）

や公園といった回答は 1960 年代では回答が少なかったが、1990 年代や 2000 年代では一

定数見られた。公園に関しては、予想の段階では「都市化による住宅増加で公園は減ってい

るのではないか」という意見もあったが、数としてはそれほど変化している様子は見られな

かった。また「なぜその遊び場で遊ぶのか」という設問に対して、「公園が遠いから」「公園

が狭いから」（公園と回答していない場合）、「公園が近いから」（公園と回答している場合）

という回答が見られた。特に距離については正反対の回答があり、公園に恵まれているかど

うかには地域差もあることが伺える。ただし遊び場の回答として児童館や公民館などの施

設も 1990 年代や 2000 年代では見られたことから、学校や公園以外のそういった公共施設

の設置がなされるようになってきていることもわかる。以上のように、現在では自然の遊び

場は減っているが公園や児童館などの人工の施設は一定数存在している。ただし人工の遊

び場の数の変化については、今回の調査では対象数が少ないこともあり把握できなかった。 

 さらに、調査の家庭で注目されてきたもう一つの環境の変化に関する項目として、一緒に

遊ぶ人数の変化がある。アンケート結果の項で述べたように、1960 年代や 1990 年代とは

異なり、2000年代では一人で遊ぶことが多いという回答が存在し、その割合は 15％に及ん

だ。また厚生労働省の調査から、その要因つぃては家族構成（兄弟姉妹の有無など）の変化

が考えられると言える。 

 

○遊びの変化による影響 

 遊びが変化したことによる影響としては、 

・地域との関わりが減った 

という点が挙げられており、この要因としては外遊びが減り室内遊びが増えた、それによっ

て地域の中で遊ぶ機会が減少しているということが考えられていた。確かに、何度も述べて

いるように、外遊びの減少と室内遊びの増加はどちらも起こっている。しかし、室内遊びの



場として自宅や友人宅など個人の場だけではなく、児童館や公民館など公共の場も用いら

れるようになってきている。またそういった場には、地域のボランティアの方が配置されて

いる場合もある。このことから、室内遊びが増えたからと言って必ずしも地域とのかかわり

が減ったとは言えないのではないかと考える。 

 またこの他にも、外遊びが減り危険なことをしなくなったことでチャレンジ精神が育ち

にくくなっている、一緒に遊ぶ人数が減ったことでコミュニケーション能力が育つ機会が

減少しているなどの影響が考えられる。 

 

２．全体のまとめ 

 導入で用いられていた幾つかの視点から改めてアンケート結果を考察することで、遊び

の意義について考えたい。 

 

○「遊び」と「空間」の関係性 

・遊びの変化によって外ではなく室内で遊ぶことが増えている 

・遊び場の変化によって室内遊びを選択せざるを得なくなっている 

 「遊び」と「遊び場（空間）」の関係性について、導入ではこの２つのモデルが示されて

いたが、この点についてアンケートの結果を踏まえた上で考察したい。これらのモデルでは、

遊びと遊び場のどちらが先に変化したかということに焦点を当てている。これについては

特定の設問を設けなかったため、複数の設問から考えてみたい。 

 まず前者の、遊びの変化が先であったという設については、これまでに述べたようにゲー

ムが普及したことは事実であるため、その影響によって室内遊びが増えたということは十

分に考えられる。 

 一方で、後者の説を裏付ける回答も存在する。「やってみたい遊び」という設問に対する

2000年代の回答として、野球やサッカー、どろけいなどの外遊びが見られたのである。1960

年代や 1990年代にもやって見たい遊びとして外遊びは見られたが、主に特別な道具が必要

なもの（スキーやボーリングなど）が多かった。しかし 2000年代の回答にあった外遊びは、

一般的によく行われているようなものが多い。このことを考えると、本当は外遊びをしたい

のに遊び場がないためにできない、という場合もあり得ると考えられる。 

 結論としては、どちらのモデルの場合も考えられるため、今回の調査だけで断定すること

は難しいと言える。この２つのモデルについて調べる場合は、遊びが変化してきた時期や遊

び場が変化してきた時期を特定することが必要になると考えられる。そのためには今回の

ような大まかな世代区分ではなく、出生年などによる細かい時代分けが必要になってくる

のではないだろうか。 

 

○遊びのパターン 

 今回の調査の分析としては、主に外遊び・室内遊びという２つの分類で見てきた。しかし、

遊びの役割を考える上ではより細かい分類をしてみることも求められるだろう。そこで、ア

ンケート結果で得られた遊びの種類を、詫摩武俊による感覚遊び・運動遊び・模倣遊び・構

成遊び・受容遊びの５つのパターンの視点で考えてみたい。 

 まず感覚遊び（砂遊びなど）や模倣遊び（おままごとなど）は、回答としてほぼ見られな



かった。これは対象として想定した年齢が小学生のころであったために、それよりも幼い頃

の遊びは回答としてあらわれなかったのではないかと考えられる。構成遊びはパズルなど

を指すが、これは回答としてはあったものの数はわずかであった。対照的に回答の数が多か

ったものとして、運動遊びがある。鬼ごっこや野球、サッカーなどはどの世代にも共通して

挙がっており、特に 1960年代ではポコペンやローラスルーゴーゴーなど様々な運動遊びが

見られた一方で、2000 年代ではその種類は少なくなっている。最後に受容遊びであるが、

アンケートの回答にテレビや音楽と答えた人はいなかった。しかしこれは今回の調査の中

では「遊び」として認識されていなかったということも考えられ、受容遊びが行われていな

いというわけではないだろう。むしろ電子機器の発達から考えると、ゲームと同様に増加し

ているのではないかと考えられる。さらに、ここで問題になるのが、ゲームはどこの分類に

属するのか、という点である。これまで述べてきた「ゲーム」は主に電子機器によるものを

指すが、その内容（ジャンル）や形態（テレビゲーム・携帯ゲーム機など）は様々である。

そのため、模倣遊びや構成遊び、受容遊び、また反射神経などの点でいえば感覚遊びなど、

ゲームは運動遊び以外の複数の分類に跨がる遊びであると考えられる。私たちは予想の時

点ではゲームは知識など知的発達に関わる遊びであると考えていたが、この分類において

見てみるとゲームは必ずしも知識面だけではなく複数の分野での発達に関係していると考

えられる。 

 

○遊びの変化の意義 

 以上のことから、改めて遊びの変化の意義について考える。導入では、子どもにとっての

遊びは「仕事」であり、学習の場であると述べた。その遊びは時代とともに変化してきてい

ると言われ、今回の調査でもそのことは明らかになった。これまで様々な点について遊びの

変化を見てきたが、中でも大きな特徴としては外遊びが減り室内遊びが増えてきたこと、ま

たゲームの普及が進んできたことの２点が挙げられる。 

 この２つの変化に対して、外遊び（運動遊び）をしなくなることで身体的機能の発達が十

分でなくなること、ゲームをすることが多くなることで集団遊びの機会が少なくなり、他者

との関わりに関する能力が培われなくなってしまうことなど、悪影響も指摘されている。 

 しかし、今回の調査を通して、それらの変化は一概に悪いことであるとは言えないのでは

ないかと私たちは考える。確かに外遊びの頻度や種類が減ってしまっていることは事実で

あり、そのことによる身体的発達への影響はないとはいえないだろう。しかし遊びのパター

ンの項でも述べたように、思考能力を発達させる構成遊びや知識の獲得につながる受容遊

びなど、室内遊びをすることによって得られる発達も少なからずある。中でもゲームは複数

の遊びのパターンに当てはまるため、複数の能力の発達に関係していると考えられる。その

ため、時代によって遊びが発達させる能力の分野に違いはあっても、以前の時代には発達す

る機会があまりなかった分野での発達が進んでいることもあり得るのではないだろうか。     

このことから、遊びが時代によって変化することには、マイナスの面だけではなくプラスの

面もあると私たちは考える。 

 

 

 



注：調査データクリップ！子どもと教育—ベネッセ総合研究所 

http://berd.benesse.jp/berd/data/dataclip/clip0006/index3.html 

担当：森下 春奈 

http://berd.benesse.jp/berd/data/dataclip/clip0006/index3.html
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「浮気のラインはどこからか？」を調査するにあたって 

執筆担当 北山 

 はじめに

現代では、離婚する人の割合が高まってきている。（厚生労働省 離婚件数の年次推

移 平成２１年度調べ） 

昭和 25 年以降の離婚件数の年次推移をみると、42 年までは 6 万 9 千組～8 万 4 千組で

推移していたが、59 年から 63 年に減少したものの、平成 14 年の 29 万組まで増加傾

向となった。 

図１ 離婚件数の年次推移 －昭和 25～平成 20 年－ 

また、司法統計による性別離婚申し立ての動向別割合（2009）では、異性関係が離

婚の理由となることが男性では２位、女性では３位と大きな割合を占めている。 

浮気は現代日本で大きな問題となっている少子高齢・未婚者の増加を考える際の見逃

せない要因となっている。 



 テーマ設定の動機 

グループ内で浮気についての話をし、さまざまな意見が出た。キスやハグや手をつな

ぐなど浮気がどこから始まるのかは人によって違い、その違いは男女間や育った環境で

の違いが反映されているのか疑問になった。浮気について直接調べることはできないた

めどのような方法で浮気についての偏りを出そうかと考えた際に、異性との関わりの多

さではかれるのではないかという結論に至った。そこで学校内で無差別にアンケートを

行い、偏りがないかどうかを調べたいという思いになった。また、浮気はどこからかと

いう問いということで法律的な浮気のラインやその判例も知りたくなった。 

 

 

 仮説 

兄弟に異性がいる場合は兄弟に同性しかいない場合と比べて異性との関わりに抵抗

がないという仮説が出た。育った環境に異性がいると家族という特別の関係ではあるが、

異性と関わる機会が必然的に増え、そのため家族以外の異性とも同性と似た感覚で接す

ることができるのではないかと考えた。そのため異性と接する機会が増え、浮気をする

可能性もたかまるのではないかという仮説となった。 

 

 

 現代の浮気 

 一般的に「浮気は男性のするものである」という意見が強いように思える。

YomiuriWeekly 2004.912 妻たちの「婚外恋愛」時代では 

 男性  

・妻以外の女性を好きになったことがありますか？     Yes: 52% No: 48%  

・その恋はどこまで発展しましたか？（Yes の人対象） 

特に何もなかった：33.1% 

電話やメールのやり取りした：12.3% 

デートした：16.2%  

セックスした：35.4%  

・妻に後ろめたさを感じましたか？           Yes: 53.1% No: 46.9%  

・家庭生活と「婚外恋愛」は両立できると思いますか？  Yes: 46.4% No: 53.6  

・離婚してもいいと考えましたか？           Yes: 26.2% No: 73.8%  

  



 女性  

・夫以外の女性を好きになったことがありますか？    Yes: 29.2% No: 70.8%  

・その恋はどこまで発展しましたか？（Yes の人対象） 

  特に何もなかった：17.8% 

電話やメールのやり取りした：20.5% 

デートした：24.7% 

セックスした：31.5%  

・夫に後ろめたさを感じましたか？           Yes: 39.71% No: 60.3%  

・家庭生活と「婚外恋愛」は両立できると思いますか？  Yes: 30.8%  No: 69.2%  

・離婚してもいいと考えましたか？           Yes: 32.9%  No: 67.1% 

 

という結果が出ており、確かに男性の方が妻以外の女性に興味をもつ傾向があること

がうかがえる。 

しかし、最近は“平日昼顔妻”という言葉があることを知っているだろうか。これは

フジテレビ系番組「ノンストップ！」から生まれた言葉である。“平日昼顔妻”とは夫

を会社に送り出した後、平日昼に夫以外の男性との恋に堕ちる主婦のことである。主に

40 代後半～50 代の女性が多く、浮気はしたいが旦那と離婚はしたくないという思いを

もっていることが特徴である。そのため、旦那にバレるような浮気相手を家に連れ込ん

だり、浮気相手と会う日にいつもと違うメイクをするということは避けている人が多い。

Menjoy! の調べによると「結婚相手以外にパートナーがいる」と回答した人は男性

26.9％、女性 16.3％という結果であった。体の関係がなくとも「デートをする浮気相手

がいる女性」は４０代以上で約３人に１人はいるという確率がでている。 

 このことから最近では浮気は男性のするものという考えを捨てて女性も十分に浮気

をするものであると考えることができる。 

  



そもそもなぜ浮気をするのか 

執筆担当 廣田 

 

 

 はじめに 

今回、「浮気の境界線はどこからか」という題材で最終報告書を作成するにあたって、

そもそも、「なぜ人は浮気をするのか」という点が疑問点としてあげられた。古い話に

はなるが、石田純一氏による「浮気は文化だ」というような名言まであり、このことに

は多くの人が衝撃を受けたことであろう。（但し、この言葉は正確にはマスコミュニケ

ーションによってセンセーショナルに伝えられたものであり、石田氏による正確な言葉

ではないとされている）はたして何が人を浮気にまで駆り立てるのかを考えてみたいと

思う。 

また、本文については、社会福祉学基礎演習Ⅰの授業内で発表したことを基に、補足、

追加をして作り上げたものである。 

 

 

 新しい雄牛理論 

 一般的な世間の認識として「男の方が浮気をしやすい」だとか「男は身体的に惹かれ

て浮気をする」だとかよく言われている。ここで映画のとある場面を思いだした。それ

は、トニー・ゴールドウィン監督による『恋する遺伝子』のワンシーンである。アシュ

レイ・ジャッド演じるヒロインのジェーンが「雄牛は、一度でも交尾した牝牛とは二度

と交尾しない」という新聞記事を目にして、自分自身の恋愛理論として「新しい雄牛理

論」を打ち出した。その理論によると、「男は必ず浮気をし、女を捨てる」というもの

であった。そしてその理論を雑誌に載せたところ、大きな反響を得るのだが･･･。とい

う話である。 

 その映画を見ていた当初はさすがに暴論過ぎると思っていた。しかし、本当に正しい

のであろうか。そして、男は性的欲求を求めて浮気をするものなのか調べてみた。 

  



 なぜ浮気をするのか 

 まず、なぜ浮気をするのかということに関しては心理学者の斉藤勇氏によると、「進

化心理学的に、男性は本能的に自分の子孫を残したいという欲求があり、できるだけ多

くの女性と性交したいという性的欲求が強い」とされている。そのために、パートナー

以外の女性とも性交がしたくなるのである。 

 一方の女性では浮気のきっかけとして「精神的な物足りなさ」をあげている。心理的

に満たされていないと感じるとき、その隙間をカバーするために浮気をすると考えられ

ている。パートナーとの関係がマンネリ化して自分に対して愛情を感じられなくなった

時に、心の隙間を埋めてくれる相手を求めるとされている。 

 以上のことをふまえると、男性の場合は性的欲求を満たしてしまうと満足してしまう

ため、関係を引きずらないと考えることができる。 

 対して、女性は浮気相手に精神的なつながりを求めるため、「浮気」から「本気」に

なってしまいがちであり、関係を引きずりがちだとされている。 

 これに関して筆者の感じたこととしてはこの理論はダーウィニズムな考え方をして

いるということである。ダーウィンの自然淘汰と適者生存という考えと非常に一致して

いる部分が多いと感じた。この理論とダーウィニズムを照らし合わせて考えてみるとた

くさんの子孫を残すためにより多くの女性と関係を持つことが自然の摂理であるとな

ることにあり、同時に、多くの子孫を残した男性というのは多くの浮気をしてきた男性

であると考えられる。「新しい雄牛理論」が出てきたのもこの解釈があったからではな

いかと考えられる。 

男女の違いについてはこのような結果がでているが、男女共通の事例に関してもう少

し調べてみることにした。 

筆者として考えたのは、やはり性的な経験が多いほど、それだけ浮気の回数が多いの

ではないかということである。やはり男女の付き合いが解放的な人ほど浮気についても

開放的ではないかと考えた。 

このことについてくわしく加藤司氏の『離婚の心理学』で述べられていたのでその部

分について紹介をしたいと思う。 

一つ目は「それまで、異性とどのような付き合い方をしてきたか」が関係していると

のことである。つまり、性的経験が多い男女ほど、浮気の可能性が高いとのことである。

アメリカでの調査によると、性的経験のない女性と比較して性的経験のある女性は、６

倍以上浮気をする可能性があるとされている。このことについては、筆者の予想と大い

に一致しているといえる。 

二つ目は、結婚した年齢によっても浮気をする可能性が変わってくるということであ

る。 

  



 

この図１は初婚の年齢と浮気率の関係をもとにしたグラフである。ここから見て取れ

ることは低年齢で結婚した男女の浮気率が非常に高いことが見てとれる。 

 最後に、虐待経験がある人に関しても浮気をする確率が非常に高いとされている。こ

のことに関しては筆者も意外であった。このことに関しても同じく加藤氏によると、「性

的虐待を受けた被害者は、虐待が自分とは関係が無いと思い込む「乖離」によって、そ

の苦痛から逃れようとすることがあります。（中略）長期的に乖離を反復する事によっ

て、リスクの高い（危険な）行動を選択しやすくなる事を示しています。（中略）性的

虐待被害者はリスクの高い浮気をする可能性が高いのです。」と述べている。 

 このように、進化心理学だけでなく、他の要因からも浮気をする理由が見て取れた。

やはり人の心理に関してはある程度個別性が感じられると思われる。 

  

図１初婚の年齢よる浮気率 

注 Atkins et al (2001)のデータをもとに作成 
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 男女どちらがより浮気をするのか 

 次に男女どちらがより浮気をするのか見ていきたいと思う。 

 冒頭であげた「新しい雄牛理論」のことや、一般的なイメージから考えると、やはり

男性の方が浮気をする可能性は高く感じる。 

 アメリカで行った複数の全国規模の調査では２０％から４０％の男性がそして２

０％から２５％の女性が浮気をしたことがあるとされている。 

 日本では、どうなっているかというと２００２年に実施した「seiさんのお店」によ

る調査では既婚男性の約 25％、既婚女性の 14％は浮気の経験があると答えている。未

婚者は男女ほぼ同数の約 20％である。（図２） 

 

この図を見る限りだと、確かに男性の方が浮気をする確率が高いといえるが、そこま

で大きな差はないといっても差支えがないと思われる。また、既婚者の場合と未婚者の

場合では勝手が違ってくる。この差に関しての筆者の考えは、女性の場合は妻になると

いうことは、女性の「自由」や「奔放」を減らし、昔ながらの「貞節」を重んじるとい

ったふうに意識が変化するのに対し男性は、配偶者ができたことにより、ある種の安心

感が生まれることによって浮気の可能性が高くなるのではないかと考えられる。しかし、

興味深いのは浮気願望に関しては大きな差が出ていることである。このことを考えると、

男性の方が少しは浮気をしやすいととってもおかしくない。 

  

図２ 浮気の経験率            図３ 浮気願望率 

注･･･共にセイエンタプライズの「sei さんのお店」（２００１～２００３）のデータをもとに作成 



 まとめ 

 これまでなぜ浮気をするのかということと、男女どちらが浮気をしやすいかを考えて

きた。なぜ浮気をするのかと言うことに関しては簡単に言及できるものばかりではない

ととらえることができるだろう。男女の違いに関しては大きく断言できるほどは差が無

いととらえられるだろう。 

 ちなみに、『恋する遺伝子』のラストシーンにおいて、主人公のジェーンは自身の「新

しい雄牛理論」を否定している。 
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婚姻関係にある場合の浮気事情 

執筆担当 林 

 

 

 セックスレスカップルの増加 

厚生労働省による「男女の生活と意識に関する調査」によると婚姻関係にあるカップ

ルのうちセックスレスのカップルは 2002 年より一貫して減少しているとしている。こ

こで言うセックスレスとは「特殊な事情がないのにも関わらずカップルの合意した性交

あるいはセクシュアル・コンタクトが一ヶ月以上なく、その後も長期にわたることが予

想される場合」（日本性科学会）を言う。 

これまでにセックスをしたことがある人を対象に「ここ一ヶ月セックスをしたか。」

という質問をしたところ、「セックスをした。」という人は婚姻関係二ある人を含めて

40.8%が該当しており、年齢階級別には婚姻関係に ある40歳以上は5割近くとさらに高

率となっている。2001年に朝日新聞社がインターネットの調査では、夫婦1000人のうち

セックスレスの割合は28.0%、 「男女の生活と意識に関する調査」 2004年、2006年、

2008年がそれぞれ31.9%、 34.6%、 36.5%ということから婚姻関係にあるカップルのセ

ックスレス化が一段と進行していることがわかる。 

  



 異性との性的な関わり 

厚生労働省の「第4回男女の生活と意識に関する調査」（2008年）では、いわゆる

既婚者の浮気の割合を示したデータがある。これは、無作為に選んだ16歳から49歳男

女3000人に行った調査のうち有効回答数であった1468人の回答に基づくものだ。 

i. 配偶者も含めた性的関係 

まず、「過去1年間に複数のパートナーと性的な関係を持った割合」は、既婚

男性の場合、35歳未満は4.6％で、35歳以上は15.8％であった。つまり、これは、

過去1年に、妻も含めた複数女性または、妻以外の複数の女性と性的な関係があ

った夫の割合になる。 

一方、既婚女性の場合は、過去1年に、夫も含めた複数男性または、夫以外の

複数の男性との性関係があったのが、35歳未満は6.8％だが、35歳以上は4.2％い

た。このデータからは、男性の方が、複数とセックスしている率が高いことが分

かる。これは本命がいても、浮気をする男性が多いことの裏付けにもなる。 

以下図白棒部分 

   



ii. 配偶者以外との性的関係 

次に、「現在決った相手以外（配偶者以外）と性的な関係を持った割合」をみ

ると、既婚男性では、妻以外と性的な関係があったのは、35 歳未満は 6.5％で、

35 歳以上は 12.2％である。一方、既婚女性では、夫以外と性的な関係があった

のは、35 歳未満は 8.7％で、35 歳以上は 11.0％だ。つまり、35 歳未満では、夫

よりも、妻の方が、配偶者以外と性的な関係を持っている。 

 

以下図黒棒部分 

さらに、これらの2つの統計を比較すると、既婚男性は、複数のセックスパート

ナーがいても、妻ともセックスしている場合が多いが、既婚女性は、夫とはセッ

クスがない状態で、婚外でのみセックスをしているケースが多いことが分かる。 



これらのことから男性は単なる体の関係を浮気に求め、女性は夫とのセックスが

なくなり「寂しい」と感じた際に「心の充足」をもとめ浮気をするケースが多いと

言える。 

 

 

 既婚者の浮気に関する法律 

① 不法となる場合 

不法になるのは「不貞行為・貞操侵害」をした場合であり、自分の受けた精神的

苦痛に対して慰謝料を請求することができる。 

慰謝料の相場はそれぞれではあるが、基本的には婚姻期間の長い方が慰謝料額は多

くなる。目安は以下の通りである。 

 婚姻期間が５年未満では 200 万円前後 

 婚姻期間が５年以上では 300~400 万円 

 婚姻期間が１０年以上では 400〜500 万円 

 婚姻期間が１５年以上では 500 万円以上 

 

これは慰謝料が「精神的苦痛」に対するものだということをよく表しているので

はないか。しかし個人により精神的苦痛の度合いや経済状況は異なるため、婚姻期

間が短くても 400 万円以上もらえる場合もある。 

 

② 浮気相手への慰謝料請求 

相手が既婚者だと知りながらも浮気していた場合は請求することが可能で

ある、浮気相手への慰謝料の相場は 100~200 万円である。ただし浮気期間や

精神的苦痛等の度合いにより増額することもある。 

時効については浮気相手を知ったときから３年以内、知らなければ不貞行

為から 20 年以内である。 

 

 

 考察 

既婚の場合、法に触れる浮気は不貞行為つまりセックスをした場合になるが「２人で

食事に行く」ことや「キスをする」ことは許されるのか、何もしていなくても気持ちが

移ればそれは「浮気」であり精神的苦痛を伴うのではないかという疑問を感じた。 

法律は浮気に関して「不貞行為」に限定することなく、被害者側が少しでも有利になる

ように柔軟にするべきであると考える。 

既婚者において「浮気はどこからか」にたいする答えは法律があるため、「不貞行為

を行ったら」ということになる。 

  



学内アンケート調査結果 

 

 

執筆担当 及川 

 

ここからは学内アンケートの結果についてまとめていきたい。以下が実際に使用したアン

ケートである。 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

    

   首都大学東京 都市教養学部 人文・社会系 社会福祉学分野  アンケート 

このアンケートはゼミ研究のためのものです。答えたくない質問に対して、無理に回答す

る必要はありません。 

また、ここでいただいた情報は当該ゼミ以外での用途には使用いたしません。 

 

浮気に関するアンケート 

 

①、学年（    ）年 

②、性別 男・女 

③、あなたの所属を教えてください。文系・理系 

④、あなたに兄弟姉妹はいますか。いる場合は例にならってお書き下さい。 有・無 

 

 

  

 

⑤、あなたの所属サークルを教えてください。（複数ある場合は全て教えてください。） 

（                                  ） 

⑥、⑤で答えたサークルの男女比率を教えてください。例にならってお書き下さい。 

 

 

 

 

⑦、あなたに恋人はいますか。  YES・NO・ 

⑧、あなたの恋人以外の異性とのかかわりについて教えてください。 

１） 会話（事務的なもの）・・・・・・・・・（月・週 に＿＿＿回） 

２） 〃 （プライベート）・・・・・・・・・（月・週 に＿＿＿回） 

３） 飲食（男女複数）・・・・・・・・・・・（月・週 に＿＿＿回） 

４） 〃 （異性と２人）・・・・・・・・・・（月・週 に＿＿＿回） 

例）2 コ上兄 ３コ下妹 

例）HANDS （男４：女６ ） 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５） どこかに遊びに行く（男女複数）・・・・（月・週 に＿＿＿回） 

６）     〃    （異性と２人）・・・（月・週 に＿＿＿回） 

７） 泊まり（男女複数）・・・・・・・・・・（月・週 に＿＿＿回） 

８） 泊まり（異性と２人）・・・・・・・・・（月・週 に＿＿＿回） 

⑨、あなたは恋人との異性のかかわりにおいて、どこからが浮気だと思いますか？（選択

肢の下記の選択しのうち、当てはまる番号全てに○） 

１）会話（事務的なもの） ２）会話（プライベート） ３）飲食（異性と 2 人）  

 ４）どこか遊びにいく（異性と 2 人） ５）泊まり（異性と 2 人） ６）軽くキスをする 

 ７）ディープキス ８）手をつなぐ ９）ハグ １０）添い寝 １１）性交 

 １２）ボディータッチ １３）その他（                  ） 

 

⑩、あなたが恋人に対して、「どうしてもこれだけは許せない！」と思うことを自由に書い

てください（⑧の選択肢をそのまま使っても構いません） 

 

 

 

 

 

  

 

ご協力ありがとうございました。 

 

------------------------------------------------------------------------- 

 

 アンケート調査に至った動機・仮定 

 私たちは浮気について考えていく中で、実際に自分たちの身近な人たちが、浮気のラ

インについてどう考えているのかに興味をもった。また、そのラインはその人の性別・

文理・兄弟構成（異性の兄弟がいるかいないか）・サークル・恋人の有無によってどう

変わるのかについても知りたいと思い、このようなアンケートを実施した。 

 私たちは、アンケートをとる前の仮定として、恋人がいる人のほうが相手に遠慮して

全体的に異性との関わりが少なくなり浮気のラインに厳しくなる、異性の関わりが多い

ほうが浮気のラインが緩くなるという仮定を立てた。 

  

 



 アンケート調査結果・考察 

 首都大生１００人に上に掲載した形式で、学年・性別・文理・兄弟構成・サークル・

異性との関わり・浮気のラインを聞いた「浮気に関するアンケート」を実施した。その

回答から、異性との関わりを数値化したものと、浮気のラインをどう考えるかについて

の質問をもとに男女別・文理別・兄弟構成別に結果をまとめた。 

なお、異性との関わりの数値化の仕方は以下の通りである。 

 番号と回数をかけて、そのうち月のものは４で割る。それらの数を足したものをその

人の点数とする。 

１）会話（事務的なもの）・・・・・・・・（月・○週に ３ 回）  １×３＝３ 

２） 〃 （プライベート）・・・・・・・（月・○週に ５ 回）  ２×５＝１０ 

３）飲食（男女複数）・・・・・・・・・・（○月・週に ２ 回）  ３×２÷４＝６/４      

４） 〃 （異性と２人）・・・・・・・・（月・週に ０ 回） 

５）どこかに遊びにいく（男女複数）・・・（○月・週に ２ 回）  ５×２÷４＝１０/

４        

６）      〃  （異性と２人）・・（月・週に ０ 回） 

７）泊まり（男女複数）・・・・・・・・・（月・週に ０ 回） 

８） 〃  （異性と２人）・・・・・・・（月・週に ０ 回）   

（例）１番が週に３回なので  １×３＝３ 

   ２番が週に５回なので  ２×５＝１０ 

   ３番が月に２回なので  ３×２÷４＝６ぶんの４ 

   ５番が月に２回なので  ５×２÷４＝１０分の４ 

   ４つの数字を足して、  ３＋１０＋６分の４＋１０分の４＝１７ 

よってこの人の異性との関わりの点数は１７点になる。 

ここからは、アンケート結果を①全体②男女別③文理別④兄弟構成別（異性の兄弟の

有無）の順に記していく。 

① 全体の結果（回答率９４％） 

  内訳：恋人いる２７枚 

恋人いない６７枚 

不明６枚         計１００枚 

  アンケート全体の平均点：２４．０点 

  このうち恋人がいると答えた人の平均点：２６．３点 

    〃   いないと答えた人の平均点：２３．２点 

  



② 男女別の結果 

 内訳：男５４枚 このうち恋人いる１３枚・恋人いない４１枚 

    女４０枚    〃    １４枚・  〃  ２６枚・不明６枚 

計１００枚 

 男子全体の平均点：２０．９点 

 このうち恋人がいると答えた人の平均点：２２．２点 

    〃  いないと答えた人の平均点：２０．５点 

 女子全体の平均点：２８．３点 

 このうち恋人がいると答えた人の平均点：３０．０点 

    〃  いないと答えた人の平均点：２７．４点 

③ 文理別の結果 

内訳：文系６２枚・このうち恋人いる１５枚・恋人いない４７枚 

   理系３２枚・    〃   １２枚・  〃  ２０枚・不明６枚 

計１００枚 

文系全体の平均点：２４．７点 

このうち恋人がいると答えた人の平均点：２４．７点 

   〃  いないと答えた人の平均点：２４．９点 

理系全体の平均点：２２．９点 

このうち恋人がいると答えた人の平均点：２８．２点 

   〃  いないと答えた人の平均点：１９．７点 

④ 兄弟構成別の結果 

 内訳：異性兄弟いる４１枚・このうち恋人いる１１枚・恋人いない３０枚・ 

異性兄弟いない３２枚・  〃    １２枚・  〃  ２０枚 

不明２７枚                       計１００枚 

 異性の兄弟がいるひと全体の平均点：２４．３点 

 このうち恋人がいると答えた人の平均点：２９．２点 

    〃  いないと答えた人の平均点：２２．４点 

異性の兄弟がいないひと全体の平均点：２４．２点 

 このうち恋人がいると答えた人の平均点：２３．９点 

    〃  いないと答えた人の平均点：２４．４点 

 

※①～④それぞれの結果を表したグラフは次ページ以降に掲載。 

  



・浮気のライン ― どこからが浮気だと考えるか ― （①全体） 
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・浮気のライン ― どこからが浮気だと考えるか ― （②男女） 
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・浮気のライン ― どこからが浮気だと考えるか ― （③文系・理系） 
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・浮気のライン ― どこからが浮気だと考えるか ― （④兄弟構成） 
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①全体では、わたしたちが仮定した恋人がいる人のほうが異性との関わりが少ないと

いうのとは逆に、恋人がいると答えた人のほうがやや異性との関わりが多いという結果

が出た。これは、②③④においても異性の兄弟がいない人の平均と文系以外の全ての項

目で同じ結果になった。 

このことから、恋人がいる多くの人たちは恋人以外の異性と関わることについて、私

たちが想像していたよりもそこまで相手のことを気にしていないと考えられる。また、

恋人がいる・いないでそこまで数字が変わらなかったことから、恋人の有無は異性と関

わることに関してそこまで影響しないことも分かった。 

浮気のラインに関しては、性交・ディープキス・軽くキスをする・泊まりについては

七割が浮気と答えた。また、添い寝・ハグ・手をつなぐは半分くらいという結果になっ

た。このことから、深い身体的な関わりについてはほとんどの人が浮気と考えていて、

軽い接触についても半分が浮気と考えていることが分かった。逆に、遊びにいく・飲食・

会話などは１〜３割程度であったことから、ほとんどの人は身体的な関わりがあるかど

うか、さらにはその深さで浮気を判断すると考えられる。また、恋人がいる人のほうが

全体的に割合が高く、これは私たちの仮定と同様に恋人がいる人のほうが浮気のライン

について厳しいという結果が出た。 

②の男女別では約８点差で女子のほうが異性との関わりが多いという結果になった。

また、男女共に恋人がいる人のほうが、点数が高くなった。浮気のラインに関しては、

だいたい同じくらいになった。ただ、異性と２人の泊まりについては男子は 60％が浮

気と考えるのに対し女子は 75％、異性と２人での飲食については、男子は約 17％が浮

気と考えるのに対し、女子は５％のみと少し差が出た。 

 ③の文理別では、文系のほうがやや異性と関わる機会が多いがそこまで違いはなかっ

た。 

ただ、文系は恋人がいる人もいない人も、数字がほとんど変わらないが、理系は、恋人

がいる人が 10 点近く恋人がいない人を上回った。このことから、理系は相対的に見て、

異性との関わりの多さによって恋人の有無が決まってくるということが考えられる。浮

気のラインは文理ほとんど変わらないという結果になった。全体的に文系のほうがやや

高めだが、異性と２人で出かけることと、飲食、ボディータッチについては理系のほう

が高いという結果になった。 

 ④の兄弟構成別では、異性の兄弟がいてもいなくても異性と関わる機会はそこまで変

わらないという結果になった。ただ、異性の兄弟がいる人のうち恋人がいる人の平均が

他の人たちの平均に比べて５点ほど高くなった。浮気のラインに関しては、その他以外

のどの項目においても異性の兄弟がいない人のほうが浮気のラインが厳しいという結

果が出た。 

  



性交、ディープキス、軽くキスをする、泊まりにおいては８割超となった。このこと

から、仮定と同様、異性との関わりが多いほうが浮気のラインに緩く、異性との関わり

が少ないほうが厳しくなると考えられる。 

 次に、アンケートの１番最後の「（恋人に対して）どうしてもこれだけは許せない！」

についての結果と考察をまとめていきたいと思う。 

（自分との関わりにおいて） 

・秘密で何かされる（黙って異性と２人で遊びにいく・泊まる）・・・７人 

・かまってくれない 

・２人であう時間を作ってくれない 

・自分の趣味に否定的 

・他の人に未練がある、もしくは気持ちが移っていながらキープみたいな感じで付

き合う 

・自分以外の異性と仲が良すぎる 

・新しい服に気づいてくれない 

・他の男としゃべる 

・変に疑う 

→自分とのかかわりにおいては、多くの人が秘密で何かされるのがいやだと考えて

いる。また、自分のことを見てくれない・分かってくれないといった悩みも多く挙

げられていた。 

（人との関わりにおいて） 

・うそ・・５人 

・約束をやぶる 

・自分以外の人に不親切 

・思いやりがない 

・あいさつしない 

・働かない 

・有言不実行 

→人との関わりにおいては、うそは NG、礼儀重視、人として当たり前のことがで

きてほしいなどと考えている人が多かった。 

  



（性格において） 

・すぐ怒る・・・２人 

・メンヘラ 

・束縛 

・自分勝手 

・落ち着きがない 

・スマホをいじりながら歩く・食べる 

・頼りない 

・落ち着きがない 

・スマホをいじりながら歩く・食べる 

→ここから、性格においては、すぐ怒るのはダメ、相手が自分のことだけになるの

はいや、周りのことも考えてほしいと考えている人が多かった。 

この結果から、多くの人は、嘘・秘密はダメ、礼儀、人としてあたりまえのことがで

きる、など、恋人としてというよりは１対１の人としての関わりを重視していると考え

られる。また、かまってくれない、新しい服に気づいてくれないといった、自分のこと

をもっと見てほしいという意見がある一方で、自分以外に不親切な人はダメ、束縛はダ

メなど、自分のこと以外考えられない恋人はダメという真逆の意見も出ていた。このこ

とから、相手とどのくらいの距離をとるかについては相手の性格をよく見てそれぞれ判

断することが大切だと考えられる。ここまでが学内アンケートの調査結果である。 

  



アンケート全体を受けた考察 

執筆担当 北山 

 

 

 全体的にみて“恋人がいる人”は浮気のラインが“恋人がいない人”に比べて厳しい

ということが分かる。これは想像上で彼氏・彼女が浮気した場合どう自分が感じるかを

考えた場合と、実際の彼氏・彼女が浮気した場合とで考える想像力の強さによるもので

はないかと考えることができる。実際に恋人がいる人はどこから浮気と考えるかという

問いをされた際に、自分の恋人がその行為をした場合を考える。自分の恋人が自分以外

の異性と接触をもつこと自体が嫌な人からすればどんな行為でも浮気ととらえるとい

う結果になりうる。恋人が自分以外の異性と、とある行為をすることを許せるかどうか

で判断するということである。 

しかし、恋人がいない人が同様のどこからが浮気と考えるかの問いをされた際は周り

のひとが考える浮気に左右されたり、また自分がその行為をした際にまわりからどう思

われるかを考えるはずである。ここで１つ知っておいてほしいことが、人は自分の浮気

よりも恋人の浮気に厳しくなりがちであるということである。 

WEB サイト「浮気調査本部 その浮気、バレてますよ。」で行われたアンケート結

果がその裏付けをしている。どこからが浮気かを考える際“自分が浮気をする時”と“相

手に浮気をされる時”にわけて男女にアンケートをとった。結果は以下である。 

 

【男性】 

 自分がする場合 

セックス  …３６％ 

キス    …１９％ 

デート   …１７％ 

内緒で連絡 …１４％ 

手をつなぐ …１０％ 

二人で食事 …４％ 

 

 相手にされる場合 

内緒で連絡 …２５％ 

デート   …２４％ 

キス    …１９％ 

セックス  …１７％ 

二人で食事 …８％ 

手をつなぐ …７％ 

  



【女性】 

 自分がする場合 

キス    …２３％ 

デート   …２２％ 

内緒で連絡 …２０％ 

セックス  …１９％ 

手をつなぐ …１０％ 

二人で食事 …６％ 

 

 相手にされる場合 

内緒で連絡 …３５％ 

デート   …２３％ 

キス    …１４％ 

手をつなぐ …１０％ 

セックス  …９％ 

二人で食事 …９％ 

ここで男女ともに自分が浮気をする際と相手にされる際では、境界線が大きく違ってい

ることが顕著にわかる。男女ともに内緒で連絡をとられるだけで浮気ととらえる人が相手

にされる場合では最も高くなっている。特に女性は３人に１人以上が恋人に内緒で連絡を

とられることを浮気ととらえている。 

 よって“恋人がいる人”は浮気のラインが“恋人がいない人”に比べて厳しいというこ

との理由は、ある行為をする人が自分で考えるか恋人（自分以外の人）で考えるかによる

のではないかということと推測できる。 

 

参考 URL 

  http://nobu-partners.jp/2012/11/post_103.php 

     （「浮気調査本部 その浮気、バレてますよ。」紹介ページ） 

 

  

http://nobu-partners.jp/2012/11/post_103.php


民間会社による社会調査の結果 

執筆担当 萩原 

 

 

民間の調査会社、株式会社 Green romp によって、以下の浮気に関する意識調査が行わ

れた。 

■ 調査件名   異性の浮気に関する意識調査 

■ 調査対象   本音ライフログ『Arrow』ユーザーの男女 

■ 調査期間   2013 年 8 月 2 日～8 月 5 日 

■ 調査方法   Arrow 上の入力フォームによる自由回答方式 

■ 調査地域   全国 

■ 有効回答数  229 サンプル 

このうちの、「どこからが浮気か」という項目の結果を男女別に分けたものが以下の

グラフである。 

さらに、これを分かりやすくなるよう、男女別の回答をまとめて折れ線グラフにした

ものが次ページのグラフである。 

  



このグラフからもわかるように、男性に比べて女性の方が「手をつなぐ」よりも軽微

と思われる行為をも浮気と考え、結果として浮気のラインを厳しくする傾向にある。 

 

 

参考 URL 

   http://green-romp.com/blog/?p=5477 （Arrow 浮気に関する意識調査） 

  

http://green-romp.com/blog/?p=5477


コットん☆キャんディーによる独自調査と民間調査の比較 

                                 執筆担当 廣田 

 

 

 はじめに 

 コットん☆キャんディーによる大学生を対象とした調査と民間による調査比較した際に

どのような共通点、相違点があるのか考察することとなった。 

ただし、今回の独自調査と民間の調査を比較使用とした際に独自調査のアンケートは複

数回答が可能なことに対し、二つの民間の独自調査では回答が一つのみに限られたため、

完全に正確な比較はできないことを前もって記述しておく。 

なお、この章は社会福祉学基礎演習Ⅰの授業内で発表をした際に担当の教授である岡部

氏の助言をもとに新規作成したものである。 

 

 共通点 

 「浮気はどこからか」というアンケートに対してどのアンケートでも共通して言えるこ

ととして性行為に関しては男性の方が浮気であると認識していることである。 
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図１･･･性行為が浮気であるとみなす男女の違い（％） 

注･･･前述の独自・民間のアンケート調査結果をもとに作成。 

注２･･･浮気調査本部の結果に関しては「自分がする場合」の方を採用してグラフを作成した。 



図１の通り、どの調査に関しても女性より男性の方が肉体関係を結んだ際に浮気であ

るとみなす場合多いようである。このことに関しては「そもそもなぜ浮気をするのか」

の章で述べた「男性の方が女性よりも性的欲求を求めて浮気をする」という点と関わっ

ていることは言えるであろう。また、キスをすることに関しても近い結果で出ていると

いうことが出来るだろう。 

 

「浮気調査本部」でのアンケートだと女性が多くなっているが「ディープキス」も性的な

行動ととらえるとすると「性行為」の場合と同様ではないかと考えることができる。 

 

 

 相違点 

 相違点に関しては、前述の通り正確な比較ができないため完全に断定することはでき

ないが気になった部分をあげていくことにする。 

 独自調査での「どこか遊びにいく（異性と二人で）」の数値が他二つの調査結果と比

較して非常に少ないように感じる。図 3 と図１を比較した際に、民間の調査では性行為

と同じくらいの数値であるにも関わらず、独自調査では約 2 倍の差ができてしまってい

ることがうかがえる。 

  

図２･･･キスが浮気であるとみなす男女の違い（％） 

注･･･前述の独自・民間のアンケート調査結果をもとに作成。 

注２･･･浮気調査本部の結果に関しては「自分がする場合」の方を採用してグラフを作成した。 

注３･･･独自調査のキスに関しては「ディープキス」を採用した。 
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 このことに関して考えられることは、独自調査が複数回答のためこれだけの差がつい

てしまっていると考えられる。「どこか遊びにいく（異性と二人で）」を回答した人が「性

行為」を回答しないことはないであろうから、これだけの差がついてしまったのではな

いかと考えられるであろう。 

 その他の部分に関しては概ね民間の調査であっても、独自調査でも明確な違いという

ものは考えにくいだろう。 

 

 

 

 まとめ 

 この三つのアンケートを考えてみても前述の通り完全な比較ができなかったため、妥

当性に関してはあまり大きくいえることは無いともいえる。「三つのアンケートを比べ

る」ということだけで言えば、今回行った独自調査も単独回答にしても良かったのでは

ないか。残念ではあるが、今回の調査においてはこれで妥協せざるを得ないだろう。 

しかし、この三つのアンケートに関しては概ね同じような結果であると考えても良い

のではないか。特に男女の「性行為」に関する認識としては、前述の浮気をする理由と

も合致するので妥当性が高いと判断できる。男女の認識の差ついては意義のある比較に

なったのではないか。 
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図３･･･どこかに遊びに行くが浮気であるとみなす男女の違い（％） 

注･･･前述の独自・民間のアンケート調査結果をもとに作成。 

注２･･･浮気調査本部の結果に関しては「自分がする場合」の方を採用してグラフを作成した。 



浮気に関してのまとめ 

執筆担当 萩原 

 

 

現代の日本社会において離婚件数は増加と減少を繰り返しているが、全体的には増加

傾向にあり、異性関係、すなわち浮気がその主要な要因となっている。これは少子化や

未婚化の原因の一つであるということは言うまでもない。 

法律上、浮気に該当する「不貞」について、「配偶者以外のものと性的関係を持つ行

為」と定義されている。具体的には、「性風俗店でのサービスを受ける」「配偶者以外の

者の子を妊娠する、あるいは配偶者以外の者に妊娠させる」といった行為が該当するが、

場合によっては「同室に泊まる」「同棲する」という行為も不貞とみなされることがあ

る。 

一般的には単に恋人程度の関係の場合の刑事上の罰則はない。しかし、婚約・婚姻関

係にまで発展している場合は離婚・婚約破棄・慰謝料請求が認められる。 

しかし今回、我々コットん☆キャんディーが調査した「浮気の境界線はどこからか？」

は法律学上の定義ではなく、実生活上における感覚としての「浮気の境界線」を調査・

考察したものである。 

まず、「浮気の境界線はどこからか？」という疑問を調査するにあたって、最初に「そ

もそも、なぜ浮気をするのか？」という点から考察を始めた。 

心理学・生物学的アプローチによる研究によれば、「男性は本能的に子孫を残したい

という欲求があり、できるだけ多くの女性と性行したいという性的欲求が強い」という

考えがある。これは逆に言うと、性的欲求を満たせばそれで満足であり（性行対象の女

性側からしてみれば、使い捨てのように扱われているという感覚も否めないが）、それ

以上関係を引きずらないということにもなる。よって、男性の浮気は一時的なものであ

ることが多い。 

一方、女性は精神的な物足りなさから浮気をすることが多い。その原因に「パートナ

ーとの関係に飽きてしまう」というものがある。そのため、女性の浮気は相手とのつな

がりを求めるために、浮気が長引く傾向にある。 

浮気をする可能性がある人の特徴について様々な調査結果から考察したところ、「性

行経験が多ければ多いほど浮気をしやすくなる」、「初婚年齢が若いほど浮気をしやすく

なる（次ページに再掲するグラフ参照）」、さらには「性的虐待を受けた経験がある人は

（虐待を受けたことから目を逸らしたいために）浮気をしやすくなる」ということが分

かった。 

  



 

既婚の男女を 35 歳以上と未満に分け、それぞれの性的関係者の有無についての調査

によれば、「性的関係者が複数いる」と回答した 35 歳以上の男女では男性のほうが圧倒

的に多く、また男女とも 35 歳以上の者が 35 歳未満の者よりも「配偶者以外にも性的

関係者がいる」と回答した（下および次ページに再掲するグラフ参照）。 
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一方、我々は首都大生 100 人に、学年・性別・文理・兄弟構成・サークル・異性との

関わり・浮気のラインを聞いた「浮気に関するアンケート」を実施した。そして得られ

た回答を男女別・文理別・兄弟構成別に結果をまとめた。 

まず、全体では浮気のラインに関しては身体的な関係とその程度で決める傾向にあり、

「遊びに行く」程度のものも浮気であると回答したのは 1～3 割程度の少数にとどまっ

た。 

男女別では、女子のほうが異性との関わりが多かったものの、浮気のラインはあまり

変わらなかった。文理別でも、理系は文系と比べて異性との関わりの多い人は恋人がい

ると回答していたが、浮気のラインについては目立った差はなかった。 

兄弟構成別では異性の兄弟がいない人が浮気のラインを厳しくする傾向にあること

が分かり、「異性との関わりが多いほど浮気のラインは緩く、少ないほど厳しい」とい

う過程と合致した。 

アンケートの最後に、「恋人に対してどうしてもこれだけは許せない！」ということ

を自由回答形式で質問したところ、傾向として「嘘」や「秘密で何かされること」が多

く、恋人という関係としてというよりは、人としての関係を重視しているように感じた。

また、「かまってくれない」など、「もっと自分のことを見てほしい」という意見があっ

た反面、「自分以外には不親切」などの、「恋人のことしか考えられないのもダメ」とい

う意見もあったことから、相手とどれぐらいの距離をとるかについては人それぞれであ

ると考えられる。 

  



首都大生へのアンケート調査に並行して、民間による浮気の境界線に関する調査の記

録を考察したところ、こちらでは以下に再掲するグラフのように、男女で浮気のライン

に違いがあり、女性の方が厳しめにすることが分かった。 

さらに別の調査では男女ともに自分が浮気をする場合と相手にされる場合ではどこ

からが浮気のラインかという意識が異なり、「他人に厳しく、自分に甘く」というよう

な自分本位的傾向が見られた。この調査結果（下に再掲）は実に興味深い。 



我々の実施したアンケートと民間の調査を（回答形式が違うが）比較したところ、「性

行為については男性の方が女性よりも浮気であると認識している」「性行為より軽微な、

異性と二人でどこかに遊びに行く行為については逆に女性の方が男性よりも浮気であ

ると認識している」という点が共通していることが分かった（参考グラフは下に再掲）。 

最後に、今回の調査を通じて男女間の浮気意識の違いだけでなく、その根底にある心

理的・生物的要因を知ることができた。約 4 か月の短い期間で、掘り下げた部分につい

てまでは手を付けることができなかったが、このテーマに関する調査やその結果には面

白いと感じるところがあった。 
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第１章 どのようにして夢は生み出されるのか 

 

担当 高橋正太 

 

テーマ設定の理由 

 

 

 睡眠時に見る夢をテーマにしたのは、グループで先日見た夢、印象に残っている夢の話

で盛り上がったからだ。他人の見た夢の内容を聞き面白いと感じたため、アンケートを実

施し夢の内容について尋ねることも決めた。また話し合いを進めていくうちに、「どうして

夢を見るのか」「夢の内容は寝る前の出来事と関係があるのか」といった疑問が出てきた。

それに加え、グループ内の男女間で夢の内容に少し差がみられた。それらについて、文献

やインターネットによる調査を行い、男女での夢の内容の違いについてはアンケートでも

探ってみた。   

 とても身近でかつ面白い現象である夢について知っていることはほとんどなく、知る機

会もなかったため、興味を持って調査に取り組んだ。 

 

フロイトとユングの夢理論 

1 フロイトの夢理論 

 

 

 ジークムンド・フロイトはオーストリアの神経病学者で、1900 年には精神分析について

の初めての大著である『夢判断』を発表した。フロイトは、夢に現れた要素一つ一つにつ

いて、患者に頭に浮かんだことを言ってもらう「自由連想法」を開発した。これを用いて

一見奇妙な夢の内容が、潜在的な願望から変化して現れたものであることがわかった。夢

は起きているときに自己検閲によって抑えられている潜在意識の願望（主に性的・攻撃的

な欲望）から生まれるとされている。複数の人物や事物の要素だけを選択し新たなものを

つくる「圧縮」、強い関心のある要素が、価値度の低かった別の要素に変換される「移動」

という手順で夢は無意識に抑えられている願望を表現する。このように夢には「願望充足」

の機能があるとフロイトは主張した。 

 

2 ユングの夢理論 

 

 

 夢の内容のほとんどが抑圧された性的願望の反映であると主張したフロイトに対して、

ユングは「顕在的な夢のイメージが夢そのものであり、夢のすべての意味はそこに見いだ



せる」と主張した。夢のイメージには、心の本能的・感情的な部分から理性的な部分へメ

ッセージを伝える役割があり、それらのすべてが性的なものではないという点でフロイト

の主張に反対した。 

 

夢を見るプロセスの科学的な研究 

 

 

 レム睡眠の発見 

 

 

 1951 年、シカゴ大学の大学院生だったユージン・アゼリンスキーは睡眠中の子供の眼球

が激しく動くことに気づき、これを博士論文の研究課題とした。彼の実験の被験者となっ

たのは彼の息子アーモンドで、彼に電極を貼り付け眼球の動き、脳の電気的な活動を検出

した。大人の被験者にも同様の実験を行ったところ、睡眠の初期段階でゆっくり描かれた

ポリグラフの波が、定期的に四、五回覚醒時と同じような動きをする結果が得られた。ま

た、そのときにまぶたを閉じていてもわかるほど被験者の眼球が激しく動いていた。アゼ

リンスキーはこのときに被験者は夢を見ていると考え、眼球が激しく動いているときに被

験者を起こしてみると、はっきりと夢を覚えていた。 

 アゼリンスキーはこの眼球の急速な運動をレムと呼び、これを報告した論文は 1953 年

に科学誌『サイエンス』に掲載された。これは、睡眠中には脳がほとんど活動を停止して

いるという当時の主流の考えを見直すべきだと科学者に感じさせたものだった。 

 

 フロイトから脳科学へ 

 

 

 ハーバード大学の大学院で精神医学と神経科学を学びはじめたＪ・アラン・ホブソンは

フロイトの理論は化学的な根拠を欠いているように感じた。ホブソンはマッカーリーとと

もに、ネコの脳幹に電極を入れ睡眠中の脳波の変化を調べた。その実験から彼らはレム睡

眠が脳幹の付け根の脳橋という領域によって引き起こされるとした。 

 また彼らは脳内の化学物質の働きで夢のメカニズムを説明する仮説を 1977 年に発表し

た。そこでは、ノルエピネフリンとセロトニンの減少とアセチルコリンの増加という神経

伝達物質の変化によって夢が形成されるとされた。ノルエピネフリンには特定の対象に注

意を向け集中させる役割、セロトニンには判断・学習・記憶に関する重要な役割がある。

この二つは起きているときには大量に分泌されている。人が眠りにつくと、脳全体の活動

が低下し、この二つの物質の循環が減少、代わりにアセチルコリンが分泌される。アセチ

ルコリンは脳の視覚、運動、感情中枢を興奮させ、急速眼球運動と夢の視覚イメージの形

成を引き起こす信号を伝達する。運動神経からの信号、外部からの感覚情報が遮断されて

いるため脳内に生じるイメージや感覚を現実だと認識してしまう。 

 ホブソンはこのように夢を生み出すプロセスは電気化学的なものであるとして、夢は無

意識の願望の現われだとしたフロイトを強く批判した。 



 

 ソームズによる前頭葉とドーパミンへの注目 

 

 

 

 フロイトの理論を学びホブソンの論文を精読したマーク・ソームズは、脳に損傷を受け

た患者を調べ研究を進めた。その中には脳幹に損傷を受けた患者たちもいたが夢を見なく

なったと答えた者はいなかった。そこで、脳幹にアセチルコリンが分泌されるとレム睡眠

のスイッチが入るというホブソンが主張したプロセスは、夢を見るのとは別のものである

と考えた。 

 そうであれば、夢は脳のより高次的で複雑な領域から生まれるとソームズは考えた。白

質の一部、前頭葉下側の中央部分にある腹内側前脳と呼ばれる領域は、「探求システム」と

呼ばれ、基本的な欲求を満たそうとするとき、快楽を追求するときに活発に働く。この部

分が夢を生み出す役割をしていて、夢のスイッチを入れるのはドーパミンという化学物質

ではないかと考えた。ドーパミンは、覚醒時に面白いとか楽しいとか感じる活動で、脳の

報酬系が興奮したときに大量に分泌される。別の研究者の実験で、ドーパミン値を上げる

薬を与えたグループは、より長く、より鮮やかな、強い感情を伴う夢を見たという実験が

ある。 

 

 画像研究からわかる睡眠中の脳の活動 

 ウォルター・リード陸軍研究所の主任研究員のトム・バルキンと、国立衛生研究所の神

経学者アレン・Ｒ・ブラウンは、ＰＥＴ（陽電子放出断層撮像法）という技術を用い睡眠

中の脳の活動を記録した。ＰＥＴは血流を測定し、脳のどの領域が最も活発に働いている

かが画面上の色の濃淡でわかるというものだ。それまでは脳の活動を知るためには脳波の

測定しか方法がなかったため、この技術は非常に有用なものであった。 

 彼らはこのＰＥＴを使い眠りにつく前から朝目覚めるまでの被験者の脳をスキャンした。

入眠時からノンレム睡眠の最も深い段階までは、脳のほぼすべての領域で活動が急激に低

下するが、最初に、かつ最も急激に活動が低下するのは、計画、論理的思考、問題解決な

どの高度な情報処理を行う前頭葉前部皮質（図１）であった。これに伴い、セロトニンと

ノルエピネフリンの分泌も急激に低下、その次に自由連想を促すアセチルコリンの分泌が

増える。レム睡眠に入り、活動が低下していた領域が、再び活発になるのだが、前頭葉皮

質だけは、活動が低下したままである。そのため現実と妄想の区別がつかなくなってしま

う。この脳の状態は、統合失調症患者のものと非常に似ているという。 

 さらに、レム睡眠期に起きているときよりも活発に働く部分があることがわかった。そ

れは視覚連合野である。視覚連合野は、外界からの視覚情報を最初に受け取る一次視覚野

とは異なり、イメージを思い浮かべる働きがある。これが覚醒時より活発になっているた

め、夢では鮮やかな視覚イメージが現れる。 

 

 これまでにたくさんの科学者によって夢の研究がなされたが、夢のメカニズムや機能に

ついてまだ未解明の部分が多い。 



 

 

 

 

 

図１ 前頭前皮質 ブロードマンの脳地図より  

 

 

 

 

 

睡眠サイクル  

 

 

 



 

 

 

 

参考 

アンドレア・ロック著・伊藤和子訳『脳は眠らない―夢を生み出す脳のしくみ』ランダム

ハウス講談社 

「フロイト完全解読Ⅰ」（竹田青嗣×山竹伸二 於 2006/7 朝日カルチャーセンター横

浜）を受講して 

http://www.phenomenologyjapan.com/furoho.htm 

夢の解釈（夢判断） ―フロイトの場合― 

http://homepage3.nifty.com/interlink/news-67.html 

S. フロイトの夢判断 ―自己分析が生み出したもの― 

http://ir.lib.fukushima-u.ac.jp/dspace/bitstream/10270/3678/1/19-137.pdf 
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第二章：夢の内容 

 
社会福祉コース２年 13152278 星 ゆきほ 

 

 

 

１． 研究課題 

 

１－１．問題関心 

夢とは、睡眠時に脳が記憶の整理をする際に見るものだといわれている。そうでは

あるが夢は太古から“夢占い”として利用されたり、現代においても非科学的なもの

としてとらえられたりもする。では私たちが普段見る夢は、具体的にどのような内容

なのだろうか。そして、一見個々によって異なるように思えるその内容に、共通点は

あるのだろうか。それらについて文献等を利用して調査していく。 

 

１－２．調査課題・調査内容 

 この章では、夢の内容について、文献等を用いて調査をした。また、学生を対象に

したアンケート（第四章にて詳細を述べる）を用い、それを考察した。 

 

 

２．調査実施結果 

 

 

２－１．夢の種類 

まず初めに、夢の種類について調べた。夢は、その内容によっていくつかの種類に

分類することができる。 

・訂正夢…表面意識での偏ったものの見方、感じ方を、夢において潜在意識が修正 

     してくれるというものである。潜在意識とは、自覚はしていないが、心 

     の奥で無意識に働いている意識のことである。 

     例）夢を見た人が、自分のことを過小評価、または過大評価している 

場合に、夢の中で正当な評価がなされる。 

・展望夢…眠っていた憧れが呼び覚まされ、将来の進路、未来の方向を示唆する内 

容のものである。 

・不安夢…うすうすと感じてはいたが、はっきりと自覚していなかった不安が夢の 

中に表れて表面化したもの。意識はしていなくとも潜在意識の中で抑 



圧されていた不安は、突如夢となって表れることがある。 

 

・願望夢…日常生活では満たされないような欲望や、日常で抑圧されていた願望が 

        形を変えて夢に表れたものである。特に、社会的に認められないような 

        願望や性的欲望、攻撃的衝動が表れることが多い。表面上の意識では、 

        それは認められない欲望であるとわかっているため、形を変えて夢に表 

れることが多い。 

例）身近な人が交通事故で亡くなってしまうという夢。 

→これは、その人を殺したいという欲望が、形を変えて夢に表れた例で 

ある。現実では、人を殺すなどとは許される行為ではないので、表面意 

識が納得するような形、つまりやむを得ない事故などの形となって夢に 

表れるのである。 

 

   ・警告夢…行き過ぎた行動や間違った生活習慣を正すために、潜在意識が夢を通じ 

        て働きかけてくるものである。病気や事故に関する危険を知らせてくれ 

        るものでもある。夢の意味を理解することができれば、危険を防ぐこと 

ができるかもしれない。 

例）ヘビースモーカーの人が見る、肺がんに侵される夢。 

  車の運転においてスピードを常に出しすぎている人が見る、交通事 

故の夢。 

   ・予知夢…未来の出来事を見てしまう夢。肉親・親しい人の死や、大きな戦争の勃 

        発や大災害を予知するものがあるそうだ。 

   ・悪夢 …悪夢とは、うなされるような、一般的に知られている怖い夢のことであ 

        る。得体の知れないものに追いかけられたり、思ったように身動きがと 

        れなかったりする夢がこれにあたる。心の中に本人も気づかない葛藤が 

あることや、現実でどうしようもない状況に陥っていることが悪夢を見 

る原因として考えられている。あまりの恐ろしさに自分の声で夢から覚 

めたり、夢から覚めた後にも不安や恐怖が残ったりする。金縛りにあっ 

たときに見る夢も悪夢に分類される。 

 

   ・明晰夢…明晰夢とは、夢の中でそれが夢だと認識できるものである。そして、夢 

であると自覚した場合、夢を自在にコントロールできる場合がある。 

明晰夢のメカニズムは、脳の前頭葉と海馬に関わる。前頭葉は思考、意

識、長期記憶に関わる分野であり、海馬は脳の記憶、空間処理をつかさ

どる分野である。脳は睡眠時に覚醒時の記憶の整理をし、その際に夢を

見るが、このときに前頭葉が半覚醒状態であると明晰夢を見るとされて

いる。 

 

   下の図は、実際に明晰夢を見ているときと、通常の夢を見ているときの脳の活動の

程度を表したものである。これを見ると、通常の夢を見ているときは前頭葉はほとん



ど活性化していないが、明晰夢を見ているときは覚醒時と同じくらい前頭葉が活性化

していることがわかる。つまり、このように前頭葉が活性化、覚醒した状態で夢を見

れば、それは明晰夢になる可能性が高いのである。 

 

 

 

 

出典（http://globe.asahi.com/feature/article/2012080200004.html） 

 

 

 

 

  ２－２．実施したアンケート調査の回答 

 

 

 

 

 

   ここでは、実際に行ったアンケートでの、夢の内容の自由記述をもとに、考察をし

ていく。第四章にてアンケートの詳細は後述する。 

   まず、アンケートに書かれた回答を男女に分けてみてみる。 

 

http://globe.asahi.com/feature/article/2012080200004.html


男性 女性 

追いかけられる夢 大きな迷路に迷い込む夢 

首を絞められる夢 大量の蜘蛛に追われ、それから逃げる夢 

布団に挟まれて、吹っ飛んだ夢 派遣先から採用通知が届く夢 

ゲームの世界に入って、自分の体が食われ

ていく夢 

おにぎりがずっと転がっていく夢 

知らない人からの電話で起きる夢 車にひかれそうになる夢 

東京駅を宗教集団が襲う夢 バイト先で怒られる夢 

大災害の時に、大切な人が助けを求めてい

るのに助けられなかったという夢 

現実で結果を残せなかった大会のシーン

が、大会が近付くと夢に出てくる 

怖いキャラクターに追いかけられた夢 妹が死ぬ夢 

友達が受験に失敗する夢 崖から落ちる夢 

友達に追いかけられて殴られる夢 魔法が使える夢 

世界各地を旅していた夢 炊いて食べたはずの炊き込みご飯がなく

なり、炊ける前の状態に戻っていた夢 

知らない公園が何個も出てくる夢 いつも泣いている夢 

スズメバチに襲われる夢 一緒に立っている自分を母親と自分を、遠

くから眺めている夢 

今までの知り合いが集合していた夢 ギャルにケンカを売られる夢 

追いかけて撃たれる夢 空を飛ぶ夢 

 リアルで、現実のような夢 

 

   

 

 

 ここで、いくつか興味深い回答を取り上げていく。 

  ・バイト先で怒られる夢 

  ・現実で結果を残せなかった大会のシーンが、大会が近付くと夢に出てくる 

  これらは同一人物の回答である。どちらもいわゆる夢のような夢ではなく、現実に起

こった出来事が再び夢となって表れているのである。さらに共通していることは、ど

ちらも恐怖やトラウマの記憶が元であることだ。これらの夢は、２－１で述べた不安

夢に該当すると考えられる。同じ条件にあたる時が近づくと（この人物の場合、大会

前やバイトの前）また同じ夢を見てしまうことからも、これは顕著である。 

   

  ・派遣先から採用通知が届く夢 

  ・友達が受験に失敗する夢 

  これらはそれぞれ別の人物の夢であるが、共通しているのは未来の出来事、結果を示

唆するものであるということである。これらは予知夢になる可能性がある。ただここ

で一つ予知夢について気づかされることは、実際に起こってみないと予知夢だとは言



えないということである。もしこれらの夢の出来事が実際に起こればそれは予知夢だ

ったといえるが、そうでない場合は予知夢であるかもしれないという可能性すらもた

れない。ただ、もし夢が未来のことを表しているのかもしれない場合は、予知夢の可

能性を視野に入れてもよいと思われる。また、それが身に覚えのことが原因であり、

危険を示しているものであれば、警告夢を疑ってもいいかもしれない。 

 

  ２－３．夢占いとは 

 

 

 

   夢占いとは、夢から読み取れる内容をもとに、心の問題や深層心理を探るものであ

る。その根源はフロイトやユングなどの精神学者にあると思われる。まずフロイトは、

夢とは己の願望を満たすためにあると考えた。願望といっても、２－１で述べたよう

に目覚めた意識では認めたくないような内容のものである。また、本人が気づかない

ような願望であることもある。昼間には意識的に忘れてしまおうとしたそのような欲

望が、睡眠時に意識が緩むことによって夢に表れるというのである。そして、それは

当人も認めたくないような内容の願望であるため、本人が納得できるような内容に形

を変えて表れる。つまり、深層心理の欲望からかなり形が歪曲されていることになる。

そのため、夢の正体を暴くために、その夢から連想しうるあらゆるものを考え、背景

にある問題を見つけ出そうとしたのである。 

   一方ユングは、夢の内容に表れる無意識は個人的なものにとどまらず、全人類共通

の集合的無意識であるとした。例えば男性的なイメージを表すものはアニムス、女性

的なイメージを表すものはアニマと名付け、それになぞらえて夢を解釈した。 

   これらが今は形を変え、一種娯楽的な方向でも使われている。たとえば、人を殺す

夢はいい夢、白い蛇がでたらいい夢といったものである。これらも深層心理などを考

えて作られているのかもしれないが、“夢占いの本”のようにして一般に売られ、手軽

に調べられるようになっている。さらに、インターネットにおいても該当する夢を入

力、選択するだけで夢占いができるサイトもある。これはフロイトやユングのように

治療的な意味は持たないと思われる。 

 

 

  ２－４．現実と夢のかかわり 

 

 

   では、現実の出来事と夢はどこまで関わりがあるのだろうか。睡眠時に刺激を与え、

どのような影響が得られるかを調査した実験結果をもとに考察してみる。 

  ・スプレーで水を浴びせる 

   水を浴びせられた夢を見た被験者が４２％おり、他にも突然雨が降ってきた夢や雨

漏りの夢を見た被験者もいた。 

  ・１０００ヘルツの音刺激を与える 



   喚き声や地震、飛行機などの大きな音がするものが夢に表れた被験者が、全体の２

３％であった。  

  ・光の点滅を浴びせる 

   突然の火、光の点滅、流れ星といった夢への取り込みが見られたのは、被験者のう

ち８％にとどまった。 

  このように、睡眠時に現実で与えた効果は、夢の中に影響することもある。水のよう

に実際にからだが触れるものは夢へ影響する確率も高く、反対に、触れることのない

声、目を閉じているため大きな影響はでづらいと考えられる音や光の影響は、水のそ

れよりも低いものとなっていた。 

   さらに、睡眠時に名前を呼ぶと、夢の中に取り込まれるという実験結果もある。そ

れは、叫ぶような感情的なものであっても、会話に登場するだけのような中立的なも

のであっても同様であった。また、夢の中のほうが目覚めているときよりも自分自身

の声と他人の声を識別できるというものもある。夢を見ているときは、声に対して敏

感であると考えられる。 

   また、眠る前に受けた刺激は、夢の中にどう影響するのだろうか。例えば、のどが

渇いている状態で眠りにつくと、水を飲むという直接的な夢ではなく、渇きを連想さ

せる間接的な内容の夢がみられたという。 

 

 

 

 

３． まとめ 

 

３－１．考察 

 

 

 夢の内容から始まり、それの応用による心理学や夢と現実の関係についてしらべた

が、非科学的なものに思われた夢も、科学的な側面をもつのだと思った。夢を非科学

的なものだと決めつけてしまうと、深層心理の声に気が付かなかったりする。夢をた

だの幻想的なものだと思わずに、見つめなおしてみると、自分の表面に出ない心理に

気が付き、もしかしたら悩みを解決するきっかけになるかもしれない。そう考えると、

夢について調べてみることもとても有意義ではないかと考える。夢が物語る深層心理

に声を傾けることも、学問的なこととしてみていくべきだと私は考える。 

 

 

４． あとがき 



夢のことを調べて、私も夢占いというものに興味がわいた。最近ではスマートフォン

も普及し、夢占いのアプリもあるという。 

出典

（http://mobileascii.jp/elem/000/000/048/48355/） 

このように、夢というものが身近になっている今、文献によって調べられたことはとても

面白かった。しかし、まだ発展途上の学問であることも分かったので、これからの動向も

とても気になる。また新たな発見があれば、調べてみたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mobileascii.jp/elem/000/000/048/48355/
http://mobileascii.jp/elem/000/000/048/48363/
http://mobileascii.jp/elem/000/000/048/48365/
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第三章 夢を「見る」ということとは 

梶田紗貴 

 

 

 この度中心となるテーマは「夢に関する男女の違い」であるが、当報告書を読むにあた

って、性別だけではなく、年齢の違い・地域の違い・時代の違い……など、様々な違いが

疑問に浮かぶのではないだろうか。そこで、まずそもそも「夢を見る」とはいったいどう

いうことなのか、ここで明らかにしていこうと思う。 

 

3-1 古代人の夢 

 

 

(1) 古代人の夢――日本 

 古代人は夢を見ていたのか。見ているとしたらどのような夢を見ていたのか。いくつか

例を取り上げようと思う。 

十一世紀に書かれた『更級日記』であるが、その中で夢について書かれた部分は１１か

所存在する。そのほとんどが、作者との運命のかかわり、神社仏閣に参詣した時に見たも

のである。それは最初、『源氏物語』を読みふけっていた時に、夢の中に僧が現れて、法華

経の中で女性の念仏を説く五巻を読むように勧めた、という夢である。夢に如意輪観音を

祀る六角堂が現れた話で、夢の中でその意味を尋ねると、「天照大御神」を念じるように告

げられる。当時夢の解釈を生業としていた「夢解き」というものがおり、その夢解きによ

れば、いつか作者も宮中に仕え、栄華を誇る身になるという予兆である、ということだっ

た。 

また、迷子の猫をかわいがっていると、姉の夢の中で、その猫が自分こそは大納言娘の

変身であると告げた、という話であった。ほかにも、清水寺に参詣した際の夢が記されて

いる。当時、清水寺は、六角堂・長谷寺・石山寺などと同様に、観音信仰の中心地で、人々

が参拝して仏の姿を夢に見る、という験仏所として有名であった。しかし、更級日記の作

者の夢に現れたのは、寺の事務を預かる別当の姿であり、仏そのものではなかった。そし

て別当は彼女に、「ゆくさきのあはれならむを知らず、さもよしなし事をのみ」と戒めた、

とある。 

さらに、有名なものとして、平重盛が見たという、平家の滅亡を予知する夢がある。こ

れは、平重盛と瀬尾太郎兼康なるものが、二人ともに同じ夢を見た、という逸話だ。平重

盛が見た夢は以下のとおりである。 

「ある浜辺の道をどこまでも歩きつづけていると、傍らに大きな鳥居がありました。平

重盛は夢の中で、「あれはどのような鳥居だ」と問うと、「春日大明神の鳥居です」と答

える。人が集まっていました。中で、太刀の先に貫かれた、大きな法師の首が高く掲げ



られました。重盛が「誰の首だ」と問えば、「平家の太政大臣、入道平清盛殿の悪行が度

を超したため、当社の大明神が召し取ったのです」。そこで夢から覚めました。」(平家物

語のあらすじと登場人物 ８８) 

重盛がこの夢を見たのち、瀬尾太郎兼康が重盛のもとへ参上し、あまりに不思議な夢を見

た、と告げる。その夢は重盛が見た夢と全く一緒だった、という話である。同時に二人が

同じ夢を見たといことで、人々の間でますます夢が予知的な意味を持つこととなった。そ

ののち、熊野神社参拝した数日後に、重盛は病に伏すこととなったという。 

 

 

(2)古代人の夢――ギリシャの夢 

 

 

 古代、夢を見、そこから意味を見出してきたのは日本に限ったことではなかった。それ

は古代ギリシャ文化にも特徴的にみられる。紀元前六世紀ごろを始まりとする医療の神・

アスクレピオスの信仰の中心行事は、斎戒沐浴をして神殿に参篭し、夢を授かることであ

った。夢の中にアスクレピオスが現れると、不思議なことに病気が治癒すると信じられて

いた。アスクレピオス信仰の神殿にある石碑には、目を患っている人のもとにアスクレピ

オスが現れ、目を取り出して治し、あらためて眼窩にはめてくれたが、翌朝目覚めたら実

際に治っていた、という記録もある。 

 

 

(3)古代人の夢と現代人の夢 

 

 

 以上、古代日本と古代ギリシャの例を挙げたが、古代と現代とでは、夢の「神性」が異

なっていることがわかる。現代においても、「一富士、二鷹、三茄子」といったようにある

意味神秘性を持っている面もあるが、古代においては、夢が直接神々と結びついてくるも

の、または人の人生を決定するような大きな力を持ったもの、とされている。その意味で

は、現代では夢の神秘性は薄れていっている、と言わざるを得ないだろう。古代、人々を

魅了した夢の神性であったが、現代はむしろ、なぜ夢を見るのかといった科学的な側面で、

人々を魅了している。 

  

 

3-2 夢を「見る」人と「見ない」人の違い 

 

 

(1)夢を「見ない」のではなく、「覚えていない」 

 「全然夢を見ないんだけど」という人が少なからずいる。しかし、「夢を見ない」のでは

なく、「夢を覚えていない」というのが正しいのである。つまり、人はレム睡眠中に夢を見

ており、「夢を見ない」という場合替わって訪れるノンレム睡眠中に、夢を忘れてしまうの



である。 

 そこで、眠っている被験者がレム睡眠に入ると直ちに起こして、いまどのような状態だ

ったか質問するような睡眠実験が、数多く行われた。その結果、レム睡眠中に起こされた

被験者たちのほとんどが、「夢を見ていた」と答えた。一方でノンレム睡眠中の被験者を起

こした場合は、何も覚えていない、と答える割合が多かった。この実験の例として、アメ

リカの大脳生理学者デメントが 1972 年に発表した論文では、男女合わせて 214 人の被験

者にのべ 885 夜の睡眠実験を行った。結果、レム睡眠中に起こした人の 83,3％が、「はっ

きりした夢を見た」と答えた。対してノンレム睡眠中では、14％にとどまった。 

 

 

 

 

           引用：松田英子氏は、『夢と睡眠の心理学―認知行動療法からのアプローチ―』 

 

 

 

 デメントの論文によると、ノンレム睡眠中にも「夢を見ていた」と報告する被験者が存

在した。しかしその場合、「漠然と考え事をしていた」「ある情景がぼんやりと頭に浮かん

でいた」といったような、漠然とした内容にとどまったという。このことからも、ノンレ

ム睡眠中には脳の機能は休止状態にあるとわかるだろう。一般的に、ヒトは、深い眠りと

なるノンレム睡眠中に人は脳を休め、浅い眠りであるレム睡眠中に体を休める。レム睡眠

中の脳波を計測すると、まるで起きているときと同じような波が観測され、身体に対して

脳が活発に活動していることが明らかになっている。この脳の活動の中、ヒトは何かしら

夢を見ている。しかし、「朝起きた直前では夢の内容を覚えていたのに、起きてしばらくし



たら忘れてしまった」といった経験がないだろうか。夢は記憶に向かず、すぐに思い出せ

なくなってしまうものであるようだ。そこで、覚えている→「夢を見た」、覚えていない→

「夢を見なかった」といった感覚として残るのである。 

  

 ここで、「夢を覚えていられるのは記憶力が高いんだ」とか、「覚えていられないのは記

憶力が低いのか」とか、思いはしなかっただろうか。残念ながら(喜ばしいことに)、記憶

力と夢を覚えていられる力は、全く別物とされる。北浜邦夫氏は次のように述べている。 

「逆説性睡眠障害(レム睡眠)での海馬は覚醒時に得た最近の記憶を長期化するなどの処

理をしていて、最近の記憶を過去の記憶に組み込んでいる。その時に、経験が再現され

て、個人的体験の一部が夢に現れるわけだが、この再現を再び海馬に戻して記憶させる

必要はないはずだ」(『ヒトはなぜ、夢を見るのか』北浜邦夫) 

レム睡眠の最中、活動している大脳の中で、ヒトは覚醒時に得た情報・経験を整理してい

ると考えられている。経験が再現されるその過程で、一部現れたのが夢であり、夢の内容

に新たに取り入れる必要のある情報はないために、覚える必要がない、ということである。

つまり夢は覚えられないのではなく、もともと夢は覚えるために作られていない、という

ことだ。 

 

 

(2)違いの決定 

 

 

 ヒトは誰でも夢を見ている・夢は覚えにくいものである……だとしたらなぜ、夢をよく

覚えている人と夢をよく覚えていられない人という違いが現れるのか、疑問を持たざるを

得ない。この違いには、様々なアプローチが存在する――ここでは、「性格による違い」「レ

ム数による違い」「睡眠の質による違い」を紹介したい。 

 まずは「性格による違い」。これは、アメリカの医学者フリードマンとローゼンマンが発

見したもので、“タイプ A”こそ夢を思い出しにくい性格であると主張した。タイプ A と

は、ある特定の病気になりやすい人の性格のことである。医学者の彼らは、心筋梗塞など

心臓系の患者の中に、待合室で立ったり座ったり、頻繁に時計を気にしたり…といった行

動をする人々が多いことに注目した。そこから彼らのように、せっかちで余裕のない性格

をタイプ A と名付け、心臓病になりやすい性格であるとした。タイプ A は、(ビジネスマ

ンを思い浮かべればわかりやすいかもしれないが)、起きている間の時間を有効活用しよう

とするため、短時間睡眠となることが多い。そのため安定した睡眠が得られなかったり、

そもそも夢を覚えようとする気持ちがなかったりして、夢を覚えづらい傾向があると考え

られる。 

 次は、「レム数による違い」。レム睡眠中、夢を見ている間、眼球が急速に動く現象がみ

られ、この数を急速眼球運動回数(レム数)という。この急速眼球運動は、発生する直接的

な原因はいまだに解明されていないが、一部、夢のなかでの視線の動きが現れている―と

する説がある(走査仮説・夢の中で卓球を見ていたら夢の中でピンポン球を目で追っている

眼球の動きが眼球に現れている、など)。松田英子氏は、『夢と睡眠の心理学―認知行動療



法からのアプローチ―』の中で、夢を覚えている人と覚えていない人の違いはレム数にあ

る、と述べている。松田氏はまず、夢をよく覚えている人(以下、高想起者)5 人と夢をよく

覚えていない人(以下、低想起者)5 人に対し、レム睡眠の長さ、およびレム数の多さを測定

する実験を行い、違いを明らかにしようとした。実験協力者に両方の耳たぶに電極を付け、

レム睡眠を測定できるようにしたうえで、眠ってもらう、という実験であった。結果、レ

ム睡眠の長さに関しては、高想起群・低想起群ともにほぼ同じ長さで、睡眠の構成に関し

ても、入眠→ノンレム睡眠の段階１～４→レム睡眠へ…と両者ともに違いはなく、また、

目覚めるまでに約４回のノンレム睡眠とレム睡眠の周期があることも同様であった。とこ

ろが、違いが現れたのがレム数であり、高想起群は低想起群と比べて２倍以上活発に運動

していた。 

 また同様に、松田英子氏は、夢の内容についても両者の違いについてあげている。前述

の実験の中で、最後のレム睡眠を終了した二分以内に被験者たちを覚醒させ、夢の内容に

ついて記録した。報告された夢の内容は、単語に置き換えることで比較する(「友達とフレ

ッツ光の契約をしにビックカメラに行った」→「友達」「フレッツ光」「契約する」「ビック

カメラ」「行く」→５単語、といった具合)。こうして比較した結果、低想起群の平均が 43

ワードに対し、高想起群は、平均 97 ワードと両者に大きな違いが現れた。ここから、高

想起群はストーリー性に富んだ……つまり内容の濃い夢を見ていると考えた。また夢の内

容の中で、不安的な内容を意味する語(不安語・できない、など)の数が高想起群は比較的

多かったことから、自分の不安要素を睡眠中に整理し、解決するためのヒントを得ようと

レム睡眠中に頭をフル回転させている、それがレム数となって現れたり、印象の強い夢と

なって、高想起群は覚えていられることが多いのではないか、と述べている。 

 

 

 

      引用：松田英子『夢と睡眠の心理学―認知行動療法からのアプローチ―』 

 

 

また一方で違いとして挙げられているのは、「睡眠の質の違い」である。ジャーナル紙

『frontiers in consciousness research』で発表されたフランス、リヨン大学の研究では、

次のような実験が行われた。夢をよく思い出せる１８人(以下高想起群)とよく思い出せな

い１８人(以下低想起群)を被験者として、イヤホンをしたまま眠ってもらい、眠っている



間に名前を呼ばれたら、脳波がどのように反応するかを計測した。名前の呼びかけは９３

０回に及び、被験者はそれを聞き流しつつ眠る。 

この実験の結果、高想起群は、低想起群と比べ、眠っている間でも名前を呼ばれた時の脳

の反応が大きかった。さらに、夢をよく思い出せるグループは、覚醒時にも、呼ばれた名

前に対する反応が大きかった。また、実験の中で両方のグループがほぼ同じ回数だけ起き

たにもかかわらず、高想起群は、起きている時間の長さが長かった。この研究によると、

起床時の反応を見たところ、夢をよく思い出すことができる人々は、外からの刺激に反応

しやすい、ということであるようだ。外からの刺激に反応しやすいために、夢に対しても

大きく反応する、これが、夢を思い起こすことができる一つの要因になっているというこ

とだ。 

 

3-3 夢に関する研究を踏まえた調査 

 

 

この度の夢に関する調査に際し、男女の違い・夢の内容のほかに、実態調査として、「寝

つきの善し悪し」、「睡眠時間」を集計した。そこで、これまでの夢研究と並び、睡眠の違

いが夢に影響するのか、を考察していきたいと思う。アンケートの項目は以下の様である。 

 

 

(1) 睡眠の質が夢に影響するか 

 

 

 

寝つきが… 悪くない 悪い 

良い ふつう 

３２人 ２７人 １３人 

夢を見る頻度 平均 

(ひと月あたり/回) 

11.96 14.36 

11.8 8.25 

 



サンプル集計数合計 72 人に対し、「寝つきが良い」と答えたのは 32 人、「ふつう」と答

えたのが 27 人、「寝つきが悪い」と答えたのが 13 人、と分布した。そしてそれらに対し、

「週または月に何回ほど夢を見るか、回答を求めた。得た回答に対し、「月○回」ならばそ

のままカウントし、「週○回」ならば一か月を 4 週間と見立てて 4 倍し、月あたり何回夢

を見るか、に換算してカウントする(月あたり 2 回見る→2 回、週あたり 2 回見る→2×4

＝8 回)。そうして夢を見る頻度の平均を導いたのが、上の図である。 

注目すべきは、「寝つきが悪い」群が、「寝つきが良い、ふつう」と答えた群と比べて、

夢を見る平均頻度が多くなっているということである。寝つきが悪い状態では、何らかの

睡眠を阻害する因子が存在するため、眠りが浅い、つまり外からの刺激に反応しやすく、

睡眠の質が思わしくないと考えられる。ここから分かるとおり、リヨン大学の研究による、

睡眠の質が夢を見ること(すなわち夢を覚えていること)に関係しているという主張通りの

結果が得られた。 

 

 

(2)睡眠時間は夢に影響するか 

 

 

睡眠時間 5 時間未満 5 時間以上・7 時間未満 7 時間以上 

人数 13 人 49 人 10 人 

夢頻度平均 

(月あたり/回) 

9.84 7.8 8.6 

 

 

一日の平均的な睡眠時間に関して、成人に適正と言われる六時間前後を基準に、「5 時間

未満」・「5 時間以上 7 時間未満」・「七時間以上」の三つに分類し、集計した。そしてそれ

ぞれひと月あたりに見る夢の頻度の平均を算出した。なお、夢を見る頻度の集計方法は前

項の算出方法と同様である。その結果、大幅な差異は見られないものの、適正な睡眠時間

帯の「5 時間以上 7 時間未満」の群が、最も低い値を示した。 

睡眠時間が短い、例えば用事があって朝早く起きなければならない――といった場合に

は、レム睡眠で夢を見ている最中や、レム睡眠の直後などに無理矢理起きて、通常よりも

夢を覚えていやすい、ということが考えられる。通常の眠りならば眠っている間に忘れて

しまう夢の内容も、それこそデメンドや松田英子氏の実験のように、強制的に起きること

によって保っているのだと思われる。また「7 時間以上」睡眠する群に関して、前ページ

の「ノンレム睡眠とレム睡眠の周期」の図を見ればわかるように、入眠から時間が経つに

つれレム睡眠の長さは伸びていく。そのため睡眠時間が長くなればなるほどレム睡眠が長

くなり、その分長い夢を見ると考えられ、短い夢と比べて夢を覚えている確率が高くなる

と思われる。 

 

(3)考察とまとめ 



 

 以上二つの調査を通して、まず夢というのが本来見るべきではないもの、であることが

窺える。見るべきではない、とまで表現すると言い過ぎかもしれないが、少なからず本来

は見ないもの、であるといえよう。 

いうまでもなく、睡眠は人にとって重要な要素である。何日も寝ずにいた人物が数日で

死亡したという話を聞いたことがあるだろうか。睡眠しないということは、大脳を休ませ

ないということであり、睡眠をとらずにいると脳細胞が傷つき、死滅し、最終的には死に

至るのである。生きるために必要な睡眠、そこに寝つきが悪い・短時間睡眠といったよう

な睡眠の阻害因子がある場合に、夢を頻繁に見る。これは、人体に良い影響を持っている

とは言い難い。また、松田氏の研究に、不安要素が強く夢に影響を与えるとあったが、こ

れはつまりストレスが睡眠に影響を与えている、と言える。強いストレスが夢の記憶力に

作用するならば、同様に夢を頻繁に見ること(つまり夢をよく覚えていること)は、プラス

の状態であるとは言えないと考えられる。 

 

 

 

【あとがき】 

この報告書を書く段階でやっと思い出したが、私は中学のなんちゃって卒業論文で夢と

睡眠について調べた経験があった。そのなんちゃって卒業論文は、一年かけて作ろうとい

う中々本格的なものであったが、記憶によれば中学の私はネットからほぼコピー＆ペース

トして論文をつくった。寝ないことによって脳細胞が死滅し死に至る云々のくだりは、そ

の当時に得た知識であった。そのレポートはたったの五枚程度で、今回のレポートはコピ

ペなしで作り上げたのだと思うと、5，6 年の成長を感じた。 

夢に関することを調べるにあたり、最も困難であったのは資料、情報の類が少ないこと

であった。未だに完全にメカニズムが解明されておらず、不明な点も多いため、調べよう

としても情報不足に陥りがちであった。テーマを決定する際、この点は指摘されたが、そ

れでもなお夢に関するテーマにしようとなり、調査することとなった。報告書内で述べた

研究者たちといい、私たちといい、なぜこのように夢は人を引き付けるのだろう。 

夢の調査をしている中、私が感じたこととしては、自分が見た夢の内容を話すとき、人

はとても楽しそうというか、得意げというか、ひたすら夢中になっている様子を見せると

いうことに気付いた。世界でただ一人自分しか知らない世界が、いかに本人たちにとって

意味を持っているか、感じた気がした。先ほど夢の神性は失われたと述べたが、それはい

まだ夢と人とを結び付けている。 

ちょうどこの調査を行っていたさなかに、ある夢を見た。それは、浅瀬の川に転落し、

頭を強打した男が、脳の血管に異常をきたし、自分の目の前で苦み悶えているなか、私は

何もできずにいるというものだった。普段なら何気ないただの夢だが、生まれて初めて夢

に恐怖した。夢の中で感じたどうしようもない無力感は本物のように感じた。夢は脳の活

動によるもの。経験した記憶を整理した断片。しかし私は、神性とまではいかないが、記 

憶の整理だけではない「何か」が夢に存在すると思わざるを得ないのだ。 



 

 

【参考文献】 

『夢診断』 秋山さと子 講談社現代文庫 

『西郷信綱著作集 第二巻 記紀神話・古代研究Ⅱ 古代人と夢』 西郷信綱 

『平家物語のあらすじと登場人物 (88)平重盛と瀬尾兼康の夢』 

http://www5b.biglobe.ne.jp/~michimar/heike/1/088.html 

『夢と睡眠の心理学―認知行動療法からのアプローチ―』松田英子 風間書房 

IRORIO（イロリオ） – 海外ニュース・国内ニュースで井戸端会議 

http://irorio.jp/sakiyama/20130818/73317/ 

Frontiers in psychology - Alpha reactivity to first names differs in subjects with high 

and low dream recall frequency 

http://journal.frontiersin.org/Journal/10.3389/fpsyg.2013.00419/full#h2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www5b.biglobe.ne.jp/~michimar/heike/1/088.html
http://irorio.jp/sakiyama/20130818/73317/
http://journal.frontiersin.org/Journal/10.3389/fpsyg.2013.00419/full#h2


 

第４章 「男女の見る夢の違い」 

 

担当 13152193 山﨑真波 

 

＜夢の内容に性差は表れるのかを調査するに至ったきっかけ＞ 

 

 

この章では夢について男女の違いや、年齢の違いなど夢について様々な側面からアプロ

ーチすることによっての結論を述べていく。初めに男女の違いについてアンケート結果を

踏まえて考察していく。男女の違いを調べようと考えたきっかけは、班でテーマを決める

場面において夢を見る際に男女で内容に違いはあるのかについて話題になったことがあげ

られる。たとえば、思いつくような範囲であれば男性は男性的な部分からアクション、ス

ポーツ系の夢を見るとか、女性であればロマンチックな夢やキャラクターなどが出てくる

夢を見やすいということである。これは推測であって脳の男女間の違いなどによって夢の

違いなどが現れるのかということが根本的な調査を行う根拠になっていると挙げられる。

そのような疑問を持つようになったのは、脳には男女の性差があるということは様々な研

究によって確かめられている現状がある。その脳の構造的なつくりが、夢を見る際に男女

間で性差を生み出すのかについては調べてみてもはっきりとしない現状がある。 

例えば「どんな人間でも夢はみます。しかし男女差があり、違う身体的反応をします。

男性は他の男性の夢をよく見ますが、女性の夢には男女が同じくらい出てきます。

http://labaq.com/archives/50956842.htmly（夢についての意外な 10の事実より引用）と

いうように、夢の内容について性差があることを肯定している文献や専門家がいる一方で、

性差を否定する、もしくははっきりしないというように文献などが存在する現状がある。

このように専門家などの間でも様々な違いがみられ、専門家の間でも意見が分かれるとい

う結論になっている。そこで私たちは本当の実態はどうなのかについて、アンケートを実

施するに至った。 

 

 

＜アンケート調査の概要、目的＞ 

 

 

 アンケートの概要について説明していく。主な対象者は、首都大全学部生の男女である。

自身の部活動、サークル仲間など様々な人に学年を問わず幅広く配布することにした。班

員１人につき２０枚アンケートを印刷し、４人分の８０枚を配布することにした。配布期

http://labaq.com/archives/50956842.htmly


間については５月２７日から、６月３日の１週間を設けた。中間発表が６月１９日であっ

たため、急いで集計を行いグラフ化してパワーポイント内に組み込んだ。 

 アンケートの目的に関しては、実際に調査を行うことでネットの情報などに頼らない独

自の調査から、男女の違いを探求していくことにした。その結果アンケートは資料 1のよ

うに完成した。配布した枚数に比べると少なかったものの女性 21人分、男性 41人分のサ

ンプル数をとることが出来た。参考数値程度として利用しようと考えていたが、思いのほ

か結果を見て取れるようなサンプル数であったといえる。 

 

 

＜アンケートの調査方法と結果、考察、結論＞ 

 

 

続いて資料 2、3を使用しながらアンケートの概要と結果の分析を述べていくことにする。

まず資料 1「睡眠時に見る夢」についてのアンケートの睡眠時に見る際の夢についての質

問で、あなたは普段どのような夢を見る事が多いですかという質問をした。これは見ての

通り、たくさんある選択肢の中から自分が見た夢に近い内容のジャンルの物を複数回答を

可能という形で答えてもらった。その選択肢をまず「楽しい夢」、「怖い夢（うなされると

いった内容）」というように感情別に選別し男性はどのような感情になるような夢を見て、

女性はどうなのかについて調査を行った。 

男性の結果を答えの多かった順に述べていくと、1位不安を感じさせる夢（21人）、2位恐怖を感じる

夢(16人)、3位楽しい夢(10人)、4位悲しい感情になる夢(8人)、5位理想が表れている夢(7人)、6位怒

りを感じるような夢(3人)というような結果になった。比較的ネガティブな感情を感じる夢を見ていると

いうように考察される結果である。また女性の結果は 1位不安を感じさせる夢(12人)、2位恐怖を感じる

夢(9人)、3位理想が表れている夢(6人)、4位楽しい夢(4人)、5位悲しい夢(3人)、6位怒りを感じる夢

(2人)というような結果になった。対象とする人数としては初めにも挙げたように、男性が 41人で女性

が 21人である。 

二つの結果を比較した際に考察されることは、上位の二つの内容は性差に関係なく、人

がよく見る夢なのではないかということが推測される。この感情別アンケートの結果にお

いては、大きな男女間における夢の内容に関して性差は見られないということがいえるの

ではないだろうか。男性だから、本能的に怒りを感じる夢を見るというような予測は正確

ではないということが結果から分析される。 

続いて、感情も含めた上での全体の夢の内容に関するアンケート結果を分析していく。

資料 1に見られるように、全体のアンケートの内容については男性では「戦いやアクショ

ンのあるような夢」、また女性の場合は「タレント、芸能人などが登場する夢」といった風

に最初の予測に基づいた選択肢を設定することにした。そしてアンケート結果が資料 3に

示されたグラフである。 

このグラフ結果を詳しく説明していく、男性の 1位は親しい人や知り合いが登場する夢で 28人という

結果である。2位現実の世界ではありえない夢(20人)、3位が現実の世界に近い夢(18人)、4位以前にも

見たことがある同じ(または近い)夢、5位は過去の出来事や見たものを繰り返すような夢(8人)という結

果になった。続いて女性の結果としては、1位親しい人や知り合いが登場する夢(19人)、2位現実の世界



に近い夢(12人)、2位以前にも見たことがある同じ(または近い)夢(12人)、2位現実の世界ではありえな

い夢、5位過去の出来事や見たものを繰り返すような夢（7人）というような結果になった。 

女性では、アンケートを回収したすべての人が夢に親しい人や、知り合いなどが登場す

る夢を見たことがあると回答している。それと比較しても男性の場合も、知り合いなどが

登場する夢が 1位で回答した人が最も多く、男女間において似ている部分が多いのではな

いかと考えられる。上位 5つに入っている選択肢は男女において順位は違うものの、すべ

て共通しているという特徴がある。そのようなことから、男女間の夢の内容における性差

というのはないのではないかという考察をすることが出来る。資料 1の Q4で質問の内容と

なっているように、「これまで印象の強かった夢又は最近見た夢などがありましたら、その

夢の内容についてご記入ください」という自由記述からもそのような結果が読み取ること

が出来た。人によって見る夢は様々であり、ジャンル分けすることによってどのような夢

を見る事が多いのかということはある程度考察することは出来る。ただ、夢に見る内容に

ついて男女差があるのかについては私たちが行った調査においては男女間における性差は

ないという結論に至った。 

上記のことから、専門家らの間でも意見が分かれる研究について私たちの班としては、

独自のアンケート調査をもとに睡眠時夢に見る内容について男女の性差はないということ

を結論として述べる。 

 

 

＜アンケート調査を実施したうえでの反省点、改善点＞ 

 

 

 結果を考察したうえで、中間発表の前に作成したアンケートなどについて自分たちなり

に評価を行い、反省点などを述べていくことにする。アンケート内容における反省点とし

ては大きく分けて三点ある。まず一点目としては準備をするにあたって準備期間が短く十

分な検討が行えなかったことである。そのため、思ったより十分なサンプル数を得ること

が出来ず、特に女性のアンケート回収率に問題が出てくるのではないかということを考え

た。二点目は、夢の内容に関する選択肢が曖昧であったという点である。夢というものは、

言葉で表現することにおいて非常に難しく、制作する側としても回答を行う側にしても大

変だったと考える。その中で、いかにわかりやすい内容で回答者に理解してもらうのかと

いう点において選択肢が似通っており、曖昧なものが存在したため回答者から意味につい

ての質問を受けるなど混乱させてしまった部分があった。正確な回答を得ていくことが目

的であるにもかかわらず、混乱をまねいてしまったことについては改善の余地があると考

える。 

 また最大の反省点といえるのはアンケート用紙（資料 1）を見て分かる通り、様々な内

容について調査を行っているがそれらの回答が生かし切れていないということである。ア

ンケートの内容について話し合った際に出来るだけ多くの情報をアンケートから得ようと

考えた結果であったがメインテーマである夢の内容の男女差などの調査について考えてい

く過程において、アンケートで得た睡眠時間や睡眠の質と夢との関係についての調査が調

査をするだけで結果として反映されないということになってしまった点である。 



 改善点として挙げられることは、アンケートなどをつくる際には自分たちが一番に調査

したい内容を決めてそれらに関係していく事柄を質問していくという形式にすることであ

ると考える。関連する事柄を出来るだけ調査しようと考えるのは、集計をする上でも妨げ

になり、自分たちが本当に調査したいことは何かを見失わせる可能性があるので、そのよ

うな点を修正していくことでさらに良い研究になったのではないかと考えている。 

 

 

＜夢を見る頻度についての調査と結果、分析＞ 

 

 

 アンケート結果を踏まえて、夢の内容と近い調査と内容について述べていく。 

 アンケート結果からわかったことは夢の内容に関することだけではない。例えば夢を見る頻度に関して

の調査では資料 1Q2の質問において「どのくらいの頻度で夢を見ますか」という問いかけをした。そこで

の結果としては男女ともに、週に 2回から 3回夢を見ると答えた人が最も多く男性で 21人、女性で 10人

であった。続く結果としては、週に 1回夢を見るという回答が多く男性で 10人、女性で 5人という結果

が得られた。その他の少数の回答としては月に一回、年に数回という回答も見られた。(資料 4参照) 

 この結果からは夢の頻度に関することを考察していく。夢の頻度に関しては夢の内容の

男女の違いよりも研究としては進んでいるような印象を受けた。ただ、夢というものは忘

れてしまいやすいもので正確にどんな夢を見たかどうかということは把握しづらいもので

あるということが分かった。（参考文献 夢を見る頻度に関する調査研究より）この結果は

私たちがアンケートによって調査を行った内容に関しても関係してくるのではないかと考

えている。いずれにしても、人は睡眠時夢をみることがあり、人それぞれ頻度は異なると

いうことがいえるのではないだろうか。またこの頻度というものは夢を覚えているかいな

いかという個人差の問題にも関係してくると考えられるため、一概に普通の人はどのくら

いの頻度で夢を見るのかを定義することは難しいようである。 

その中で私たちはアンケート結果をもとにしてある程度の基準を出すことが出来たので

はないだろうか。対象は首都大学の学部生に限ったものであるが、大学生は週に数回夢を

見る傾向にあるということは結果として述べることが出来る。もちろん個人差はあると考

えられるし、年齢層も変化すればまた頻度も関係して変化してくると考えられる。ただ繰

り返しになるが、実際に調査を行う中である程度の基準を見つけることが出来たというこ

とは意義のあることではないかと考えている。 

  

 

 

＜まとめ＞ 

1 独自の調査結果より睡眠時に見る夢の内容については男女差はないことが分かった 

（ただ夢の内容に関しては個人差が大きく、一つとして同じものはないことが考えられる） 

 

2 夢を見る頻度に関しては、最も多いのは週 2から 3回続いて週一回という結果に 

 



 

 

 

 

＜担当者あとがき＞ 

 

 「今日友達と一緒に芸能人のライブに行く夢をみんたんだよね。」本当にこのような会話

から生まれた今回のテーマだったが、夢というものはまだ知られていない側面が多くある

ということを学んだ。夢というのは脳科学で記憶の整理を行うために見るものとして捉え

るものだと考える人もいれば、フロイトやユングなどのように人の欲望などの表れだとす

る人たちもいる。夢にも様々な種類があり、それぞれの夢に名前がついている。そして寝

る前の行動などによって、夢の内容に関わってくるというようなことも同時に考えること

が出来た。夢というのはとても奥深いものであると考えることが出来た。 

 さらに研究を重ねていくにつれて、夢に色がついているかどうかなどというようなこと

にもいきつくことが出来た。今回のテーマとは逸れてしまうので深めていくことは出来な

かったが、人によって異なるというようなことを学んだ。本当に、ひょんなことから始ま

った夢の研究であったが、グループ学習を重ねていくうちに班の人の間だけでも夢に対し

て様々な考えが出てきて楽しい時間であった。自由記述の回答欄を見ているだけで、内容

が様々な夢が出てきて興味深かった。人の頭の中というのは確認できるものではないし、

研究するのはなかなか難しいのかもしれないがさらに研究の対象となって広まっていけば

いいのにと考えた。 

 今回は調べることが出来なかったが機会があったら、反省点などを踏まえて睡眠と夢の

関係についてさらに深く調査していきたいと考えた。夢についてここまで深く考えること

はあまりないと考えるので、このような時間は有意義であったと考える。また、みんなが

発表の際に興味をもって聞いてくれたことがさらにやってよかったと感じることにつなが

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

資料 1 

 



 

 



 



 

 

 

資料 2＜感情別アンケート結果＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

資料 3＜全体のアンケート結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜全体と感情別を比較した結果＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料 4 

＜何らかの夢をみた人の割合＞ 

  １から９までの夢に関する質問のいずれか１つ以上に「常にみた」「しばしばみた」「時々

みた」と答えた人を夢見体験ありと定義し、その頻度を算出した。 その結果夢見体験あり

は 53.6％、夢見体験なしは 46.4％であり、約半数の人が過去１ヶ月の間に、何らかの夢

をみたと認識していることが明らかになった(夢の頻度に関する調査研究より引用) 

参考文献 

「 夢の頻度に関する調査研究 」 一般社団法人 中央調査社 

http://www.crs.or.jp/backno/old/No609/6091.htm 

「 脳の性差はいかに決定されるか 」 

新井康充 人間総合科学大学教授、順天堂大学名誉教授 

http://www.lec-jp.com/h-bunka/item/v252/pdf/200506_14.pdf 

http://www.crs.or.jp/backno/old/No609/6091.htm
http://www.lec-jp.com/h-bunka/item/v252/pdf/200506_14.pdf
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1. 動機 
今回のテーマにたどり着いたのは本当に偶然だった。それは話し合いに飽き始めていた

ころである。もちろん始めは、授業の中で先生が例として挙げてくださったものについて

真面目に話し合っていた。しかし、やはり同じものだとつまらないな、でもなかなか面白

いものが浮かばないな、と議論に行き詰まっていたころである。とにかく自己紹介をしよ

うということになったのだ。つまり、今年度から今までの人文社会系という大きなくくり

から、社会福祉学という専門分野に移ったので、ほとんどが初対面であり、もちろん今回

初めて集まったメンバーだったわけで、サークルや趣味などの簡単な自己紹介が必要であ

ると感じたのだ。 

やはり自己紹介において嬉しいのは他人と共通点があったときである。だから、昔見て

いたテレビ番組の話題になったとき、皆が当時同じアニメを観ていたということで、その

内容や主題歌などの話で大いに盛り上がった。そして、その中でとても面白いと思ったこ

とには、ふつうは女の子が観る番組を男の子が観ていたり、逆に男の子が観る番組を女の

子が観ていたりしたということである。なぜだろうと考えてみると、それは簡単に答えが

出た。兄弟姉妹の影響である。 

そして、私たちのグループでは一人っ子がいなかったので、兄弟の話でも大いに盛り上

がった。兄弟の話というのは多くの場合とても盛り上がる。一番近くで 10 年以上育ってき

たわけで、不満を言い出したら数えきれないだろう。そして多くの場合、兄弟間の不満と

いうのはどの家族においても似たりよったりである。また、兄弟構成というのは不思議な

もので、ある程度その人自身を見て予測できることが多いように思われる。例えば私には

兄がいるが、多くの人に「お兄さんがいそう」と当てられることが度々ある。それはなん

とはなしに、私の性格や行動に兄がいると思われるような原因があるのだろう。また、私

自身も「兄の影響よ」などと言っているがそれについて実際に深く考えたことはないし、

もちろん証拠もない。しかし、多くの人がそう述べるにあたって、私はそこにきちんとし

た科学的証拠があるのではないかと思わざるを得ない。そういった経緯を踏まえて、イン

ターネットにおいてこういった兄弟構成における性格の違いについて調べてみると、信憑

性の無さそうなものからしっかりと調査されたものまで、山ほど資料が出てきた。ここか

らも、兄弟における問題や違いは多くの人が共感できるものであることがよく分かる。ま

た単なる興味としてではなく、現実的な問題として兄弟構成は結婚や相続においてなど非

常に重視される場合があることを改めて認識した。私たちもあと少しすれば、結婚を意識

するようになり、相手の男性が長男であったり、相手の女性が一人娘であったりすること

に悩むときがくるのかもしれない。 

さて、山ほどある調査のうちの一つを挙げてみよう。この調査は大学生 106 名を対象と

した調査であり、「第１子」約 46％、「真ん中っ子」約 7％、「末っ子」約 33％、「１人っ子」



約 14％という分布において実施された。 

「第１子の特徴は、「場をまとめるのがうまい」「誰かに甘えたい」の２項目で平均値が

高い結果となった。場をまとめるのがうまいのは、第１子であることから、弟や妹の面倒

を見る機会が多かったことなどが影響しているのではないだろうか。「誰かに甘えたい」の

平均値が高かったのは意外だったが、頼りにされたりする機会が多い反面、誰かに甘えた

いと思う場面も多いのかもしれない。真ん中っ子は兄弟位置の中で１番特徴が現れていた。

「行動力がある」「場をまとめるのがうまい」「責任感が強い」で平均値が高い結果になっ

た。特に「行動力がある」では、他の兄弟位置とは大きな差をつけている。「場をまとめる

のがうまい」は第１子よりも平均値の大きい結果となっており、真ん中っ子はどんなこと

でもオールマイティーに活躍できるようである。末っ子の特徴は、「誰かに甘えたい」の平

均値が大きいことと、責任感が弱いことである。誰かに甘えたいというのは、兄姉に頼っ

て生きてきた幼少時代の名残もあるのではないかと感じている。」また、「ここでも真ん中

っ子の特徴が全面に現れる結果となった。「誰かに頼られたい・甘えたい」「負けず嫌い」「責

任感・行動力」「自己埋没」「誰とでも付き合える」の項目において、他の兄弟位置よりも

高い平均値を出している。最も特性が強く出たものは「誰かに頼られたい・甘えたい」の

項目で、この因子は「頼まれごとを断れない」「誰かに甘えたい」という項目が主になって

いる。仮設の段階では、末っ子がこの特性を強く持っているのではないかと思っていたが、

意外にも真ん中っ子であることは驚きの結果となった。「引っ込み思案」は第１子が最も高

い平均値であった。第１子は６つのどの項目でも無難な位置を保っている結果となってい

る。ただ、「誰とでも付き合える」では、最もその特性を備えていないという結果になって

おり、人付き合いにおいては他の兄弟位置よりも劣るようだ。末っ子の特徴としては、「引

っ込み思案」「自己埋没」の数値が高い結果となっており、「負けず嫌い」では他の兄弟位

置よりも数値の低いけっかとなっている。」  

このように、他の多くの調査も科学的に、やはりある程度の影響性を認めるような結果

となっていた。しかし、私たちがもともと注目していた幼少期における影響についての調

査は見かけられなかった。つまり、私たちは性格という曖昧な違いではなく、もう少し具

体的で分かりやすい当時のアニメ番組や外遊びなどの趣向から、兄弟間における影響を考

えてみたいと思ったのだ。こうして、今までにない兄弟間における趣向の影響について調

べてみたら面白い結果が得られるのではないかということで話がまとまった。 

 

 

 

 

 

 



２．仮説 
 

 テーマ設定が終了し、アンケートを実施する過程で、この調査を進めるにあたって事前

にいくつかの仮説を立てたのでここで紹介する。 

 先行研究によると、兄弟姉妹の存在は大人同士との関係から子供同士の関係に入ってい

くための橋渡し的役割を果たしており、また、兄弟姉妹は横のつながりのシンボルでもあ

るという。兄弟姉妹の存在が友人関係、先輩後輩の関係、恋人関係にも少なからず影響を

与えるとされている。ほかにも、兄弟は相手と区別させられるため、極力相手と異なるよ

うに、相違を用いて自分の独自性を示すというものもあった。 

 以上の研究から、対人関係、性格などについて、少なからず兄弟間で影響が及ぼされる

ことが分かる。 

こういった兄弟の有無による影響や一人っ子との比較といった研究は数多くなされてい

るが、今回の「兄弟間の影響における趣向の変化」というテーマと同様の先行研究はなさ

れていなかったため、以下に示す兄弟の性別、年齢、構成などがどのような影響をそれぞ

れに与えるのかという仮説は、自分たちの想像において行われたものである。 

 今回は、本人の性別、年齢、兄弟の有無、兄弟の性別と年齢差を考慮したうえで、習い

事、遊び、アニメ、食べ物、音楽、学業、就職の７項目の兄弟間の影響を調査した。 

 まず性別であるが、全体的なものとして、本人が男性であれば影響は少なく、女性であ

れば大きいなどといった本人の性別における影響の受け方は兄弟間の影響に関係はないと

し、兄弟が自分と同姓であれば影響が大きく、異性であれば少ないと考えた。 

細かな分類に関しては、習い事では、異性の兄弟では影響が少ないとした。例として兄

が相撲をやっていたとして、妹が影響を受け相撲を行うこともありうるが、女性にあまり

なじみのないものとして、影響を受けない可能性のほうが高いと考えた。一方、同性間の

習い事における影響は大きいとした。遊びやアニメでも同様に、男の子向け、女の子向け

という影響のほうが大きく、異性間の兄弟による影響は少ないのではないかという仮説が

立てられた。これに関しても同性間の影響のほうが大きいとした。食べ物に関しては性別

の相違と関係なく、兄弟の影響は特に受けないとした。音楽に関しては、性別の相違は多

少の影響を及ぼすものとした。学業、就職に関しては性別の相違と関係なく特に影響は受

けないという仮説を立てた。学業と就職に関しては参考にはなるが、兄弟がやっているか

ら自分もやってみよう、自分はやらないという考えはあまりしないのではないかと考えた。

また、学業、就職などはある程度年齢が上がってからの問題であり、今回の調査対象では

ないが、年齢が大きくなり兄弟間の影響も受けにくくなったのではと考えた。 

年齢においては、兄弟が本人よりも年上であるほうが年下であるほうよりも影響を受け

やすいとした。例外もあるが、兄弟において目指すものはやはり年下よりも年上である兄



や姉であるほうが一般的であるという考えに基づいている。これは習い事などの分類すべ

てにおいていえることであり、たとえば年が上の兄弟が何かスポーツを始めると、年が下

の兄弟も同じスポーツを習う、といった自分たちの経験から導き出されたものである。こ

れに関係し、兄弟間で習い事が一致するのではないかという仮説も立てられた。不一致の

場合にも、上の兄弟がやっているから自分は違うものを行う、といった影響も見られると、

自分の独自性を示すという先行研究に基づいた仮説も立てた。また、兄弟間の年齢差が大

きいほど影響は小さいとした。これは、世代が変わると流行も変わるという事実に基づい

たものである。 

また、７つの項目中最も影響が大きいとされるものは習い事であるとした。 

以上のような仮説を立て、調査を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



3．調査方法  
 

今回は調査方法にアンケートと文献を用いた。アンケートは首都大学東京の学生を対象 

に「“兄弟の影響における趣向の変化”に関するアンケート」と題し、主に当てはまるもの 

に丸をつけるという方法でおこなった。まず性別、年齢、兄弟の有無、兄弟の性別、兄弟 

との年齢差を記入してもらい、そのあとに習い事、遊び、アニメ、食べ物、音楽、学業、 

就職の７つの項目についてそれぞれ自分が兄弟から影響を受けたのか受けていないのかを 

答えてもらった。そして習い事、遊び、アニメについては内容まで記入してもらった。そ 

の内容は下記の通りである。複数回答もありとした。文献ではアンケートからは得ること 

のできないその他の兄弟間の影響について調べた。  

 

 習い事  

 

ピアノ・水泳・サッカー・野球・空手・バレエ・バスケ・ラグビー・体操・ダンス・書 

 

道・そろばん・くもん・英会話・その他  

  

 遊び  

 

缶蹴り・花いちもんめ・フラフープ・一輪車・虫捕り・おままごと・スケボー・秘密基 

 

地・テレビゲーム（DS なども含む）・花札・折り紙・あやとり・カードゲーム・リカちゃ 

 

ん人形・シルバニア・ベイブレード・ミニ四駆・ビーダマン・バトル鉛筆・キャッチボー 

 

ル・その他  

 

  

 

 

 



アニメ  

 

ゲゲゲの鬼太郎・ドラゴンボール・ガンダム・こち亀・キューティーハニー・コジコジ・ 

 

クレヨン王国・ポケモン・遊戯王・メジャー・ブラックジャック・シャーマンキング・カ 

 

ードキャプターさくら・デジモン・ハンターハンター・ワンピース・クラッシュギア・ハ 

 

ム太郎・ナルト・名探偵コナン・犬夜叉・星のカービィ・スラムダンク・ぼのぼの・るろ 

 

うに剣心・アリス探偵局・頭文字 D・神風怪盗ジャンヌ・コレクターユイ・ゾイド・テニ 

 

スの王子様・ひみつのアッコちゃん・ドンキーコング・キン肉マン・キョロちゃん・ヒカ 

 

ルの碁・あたしンち・BLEACH・ベイブレード・金色のガッシュベル・GTO・プリキュア・ 

 

鋼の錬金術師・ミルモでポン・ロックマン・カスミン・戦隊レンジャー・仮面ライダー・ 

 

ウルトラマン・セーラームーン・おジャ魔女どれみ・かいけつゾロリ・マイメロディ・ケ 

 

ロロ軍曹・明日のナージャ・その他  

 

 

 

また回答してもらったアンケートは以下の４つに分類分けして割合を調べた。  

 

① アンケート対象者に対して兄弟が年上か年下か  

 

② アンケート対象者に対して兄弟が異性か同性か  

 

③ アンケート対象者に対して兄弟の年齢差（1~3/4~6/7 歳以上）  

 

④ アンケート対象者が男性か女性か  

 

ただし、一人っ子・双子は今回は集計しなかった。 



「兄弟の影響における趣向の変化」に関するアンケート 

首都大学東京人文社会系社会福祉学分野 

平成26年度5月実施 

＜ご記入にあたってのお願い＞ 

1. 該当する質問にはすべてお答えください 

2. お答えは当てはまるものに○を付けるか、もしくは括弧内に文字や数字をはっきり

と丁寧に記入してください 

3. 質問の内容など不明な点がありましたら、調査担当者にお尋ねください 

① あなたの性別はどちらですか＜男性・女性＞ 

② あなたの現在の年齢はいくつですか()歳 

③ あなたに兄弟はいますか＜いる・いない＞ 

④ 「いる」と答えた方は後ろの括弧に年齢差を書いてください 

 

双子の場合は年齢差0と記入してください 

兄(  )歳差・姉(  )歳差・弟(  )歳差・妹(  )歳差 

※なお兄弟が2人いる場合は近い兄弟との年齢差を書いてください 

例：2歳差の兄1人と3歳差と8歳差の妹2人がいる場合 

兄(2)歳差・姉()歳差・弟()歳差・妹(3)歳差 

⑤ 子供の頃どのような習い事をしていましたか(複数回答有り) 

 

ピアノ・水泳・サッカー・野球・空手・バレエ・バスケ・ラグビー・体操・ダンス 

書道・そろばん・くもん・英会話・その他(     ) 

⑥ 兄弟がいる方にのみ伺います 

 

上記で丸をつけた習い事のうち兄弟に影響されて始めたものはありますか 

＜ある・ない＞ 

⑦ 子供の頃どのような遊びをしていましたか(複数回答有り) 

缶蹴り・花いちもんめ・フラフープ・一輪車・虫捕り・おままごと・スケボー 

秘密基地・テレビゲーム(DSなども含む)・花札・折り紙・あやとり・カードゲーム 

リカちゃん人形・シルバニア・ベイブレード・ミニ四駆・ビーダマン・バトル鉛筆 

キャッチボール・その他(      ) 

 

⑧ 兄弟がいる方にのみ伺います 



 

上記で丸を付けたもののうち兄弟の影響でしていた遊びはありますか 

＜ある・ない＞ 

⑨ 子供の頃どのようなアニメを観ていましたか(複数回答有り) 

 

 ゲゲゲの鬼太郎・ドラゴンボール・ガンダム・こち亀・キューティーハニー・コジコジ 

クレヨン王国・ポケモン・遊戯王・メジャー・ブラックジャック・シャーマンキング 

カードキャプターさくら・デジモン・ハンターハンター・ワンピース・クラッシュギア 

ハム太郎・ナルト・名探偵コナン・犬夜叉・星のカービィ・スラムダンク・ぼのぼの 

るろうに剣心・アリス探偵局・頭文字 D・神風怪盗ジャンヌ・コレクターユイ・ゾイド 

テニスの王子様・ひみつのアッコちゃん・ドンキーコング・キン肉マン・キョロちゃん 

ヒカルの碁・あたしンち・BLEACH・ベイブレード・金色のガッシュベル・GTO 

プリキュア・鋼の錬金術師・ミルモでポン・ロックマン・カスミン・戦隊レンジャー 

仮面ライダー・ウルトラマン・セーラームーン・おジャ魔女どれみ・かいけつゾロリ 

マイメロディ・ケロロ軍曹・明日のナージャ・その他(     ) 

⑩ 兄弟がいる方にのみ伺います 

 

上記で丸を付けたもののうち兄弟の影響で観ていたものがありますか 

＜ある・ない＞ 

⑪ 兄弟がいる方にのみ伺います 

 

あなたは上記以外のことで兄弟になにか影響されたものがありますか 

＜ある・ない＞ 

⑫ 「ある」と答えた方にのみ伺います 

 

それはどのような分野においてですか 

食べ物(好き嫌いなど)・音楽(歌手など)・学業(理系文系など) 

就職(バイト選びなど)・その他(    ) 

以上で質問は終わりです 

皆様の貴重なお時間を割いてのご協力に感謝いたします 

 

 

 

 

 

 



以上で質問は終わりです 

皆様の貴重なお時間を割いてのご協力に感謝いたします 

 

 

 

 

 

 

 

※このアンケート結果は今後、集計や分析を経て平成 26 年度 7 月頃に専門教育科目「社会福祉学基礎演習

Ⅰ」において調査報告の発表がございます。調査にご協力いただいた方のなかで、ご希望の方には簡単に

結果を報告させていただきますので、お手数ですがアンケートへの記入が終わり次第、担当の調査員に一

言お申し付けください。 

  



4.調査結果 
項目3であげた調査方法により調査が行われた。その調査結果を以下の 4つに分類してその割合を調べた。 

① アンケート対象者に対して兄弟が年上か、年下か。 

② アンケート対象者に対して兄弟が異性か、同姓か。 

③ アンケート対象者に対しての兄弟の年齢差。 

④ アンケート対象者が男性か、女性か。 

以下、それぞれの調査結果について述べていく。 

 

① アンケート対象者に対して兄弟が年上か、年下か。 

兄弟が年上の場合 

・習い事において影響を受けた/受けない：65%/35% 

・遊びにおいて影響を受けた/受けない：77%/23% 

・見ていたアニメにおいて影響を受けた：72%/28% 

その他食べ物、音楽、学業、就職・進路に関してはあまり影響を受けたという人はいなかったが、比較的、

音楽、学業において影響を受けたという人が多かった。 

兄弟が年下の場合 

・習い事において影響を受けた/受けない：20%/80% 

・遊びにおいて影響を受けた/受けない：46%/54% 

・見ていたアニメにおいて影響を受けた/受けない：59%/41% 

その他食べ物、音楽、学業、就職・進路に関しては兄弟から影響を受けたという人は僅かであった。 

 

 習い事 遊び アニメ 食べ物 音楽 学業 就職 

年上 
69 37 82 24 79 31 1 21 14 6 

65% 77% 72% 

年下 
20 77 44 52 55 39 2 8 3 1 

20% 46% 59% 

 

図中のパーセンテージは、影響を受けた人の割合。習い事、遊び、アニメの欄の、左は影響を受けた人の

数(人)、右は影響を受けなかった人の数。食べ物、音楽、学業、就職の数字は影響を受けた人の数（人） 

  



 

② アンケート対象者に対して兄弟が異性か、同姓か。 

兄弟が異性の場合。 

・習い事において影響を受けた/受けない：44%/66% 

・遊びにおいて影響を受けた/受けない：57%/43% 

・見ていたアニメにおいて影響を受けた：62%/38% 

食べ物、音楽、学業、就職に関して影響を受けたという人は多くないが、比較的、音楽、学業において影

響を受けたという人が多かった。 

兄弟が同姓の場合。 

・習い事において影響を受けた/受けない：43%/57% 

・遊びにおいて影響を受けた/受けない：63%/37% 

・見ていたアニメにおいて影響を受けた：72%/28% 

食べ物、音楽、学業、就職に関して影響を受けたという人は多くないが、比較的、音楽において影響を受

けた人が多かった。 

 

 

 習い事 遊び アニメ 食べ物 音楽 学業 就職 

異性 
49 63 63 37 67 41 3 17 12 4 

65% 77% 72% 

同姓 
40 53 61 36 67 26 2 12 5 3 

43% 63% 72% 

 

遊びとアニメは異性より同性の方が影響を受けやすい。 

習い事に関しては、性差による違いは見られない。 

音楽と学業の数値が大きく見られた。 

  



③ アンケート対象者に対しての兄弟の年齢差 

・兄弟との年齢差が 1~3 歳の場合 

・習い事において影響を受けた/受けない：45%/55% 

・遊びにおいて影響を受けた/受けない：62%/38% 

・見ていたアニメにおいて影響を受けた：64%/36% 

食べ物、音楽、学業、就職に関して影響を受けたという人は多くないが、比較的、音楽学業において

影響を受けたという人が多かった。 

・兄弟との年齢差が 4~6 歳 

・習い事において影響を受けた/受けない：41%/59% 

・遊びにおいて影響を受けた/受けない：57%/43% 

・見ていたアニメにおいて影響を受けた：70%/30% 

食べ物、音楽、学業、就職に関して影響を受けたという人はわずかであった。 

・兄弟との年齢差が 7 歳以上 

・習い事において影響を受けた/受けない：31%/69% 

・遊びにおいて影響を受けた/受けない：56%/44% 

・見ていたアニメにおいて影響を受けた：50%/50% 

食べ物、音楽、学業、就職に関して影響を受けたという人はごくわずかであり、学業、就職に関して

は 0 人であった。 

 習い事 遊び アニメ 食べ物 音楽 学業 就職 

1~3 歳 56 69 77 46 87 47 4 18 11 4 

45% 62% 64% 

4~6 歳 29 41 43 32 49 21 0 7 6 3 

41% 57% 70% 

7~ 5 11 5 4 5 5 1 4 0 0 

31% 56% 50% 

 

全体的に年齢差による影響の差は見られない。 

音楽と学業の数値が大きく見られた。 

  



④ アンケート対象者が男性か、女性か 

・アンケート対象者が男性の場合。 

・習い事において影響を受けた/受けない：32%/68% 

・遊びにおいて影響を受けた/受けない：55%/45% 

・見ていたアニメにおいて影響を受けた：55%/45% 

食べ物、音楽、学業、就職に関して影響を受けたという人は多くないが、比較的、学業において影響を受

けたとう人が多かった。 

・アンケート対象者が女性の場合。 

習い事において影響を受けた/受けない：56%/44% 

・遊びにおいて影響を受けた/受けない：71%/29% 

・見ていたアニメにおいて影響を受けた：74%/26% 

食べ物、音楽、学業、就職に関して影響を受けたという人は多くないが、比較的、音楽において影響を受

田という人が多かった。 

 

 習い事 遊び アニメ 食べ物 音楽 学業 就職 

男性 
33 71 53 44 59 49 1 3 10 3 

32% 55% 55% 

女性 
57 44 72 29 75 27 2 12 8 4 

56% 71% 74% 

 

男性よりも女性のほうが影響を受けやすい傾向が見られる 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

65 
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20 
46 59 

習い事 遊び アニメ 

アンケート対象者に対して、兄弟が年上

か、年下か 

 

年上 年下 

44 57 62 

43 63 72 

習い事 遊び アニメ 

アンケート対象者に対して兄弟が同姓

か、異性か。 

異性 同姓 



 

 

 

 

 

45 41 31 
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64 70 50 

習い事 遊び アニメ 

アンケート対象者に対しての兄弟との年

齢差 

1-3歳差 4-6歳差 7-歳差 

32 
55 55 

56 
71 74 

習い事 遊び アニメ 

アンケート対象者が男性か、女性か。 

男性 女性 



・調査結果から言えること。 

兄弟からの影響を受けやすいのは、習い事、遊び、アニメであり、次点で音楽であった。 

 

① 弟が年上か年下か→ 

全体的に、年上の兄弟から年下の兄弟へ影響が及ぶ傾向が見られた。 

 

② 兄弟が異性か同性か→ 

異性の兄弟よりも、同性の兄弟からのほうが影響が及ぼされやすい傾向が見られた。 

 

③ 兄弟との年齢差→ 

アンケートでは兄弟の年齢差による影響力の強弱は見られない。 

 

本人が男性か、女性か→ 

男性よりも女性のほうが、兄弟間の影響を受けやすい傾向が見られた。 

 

全体的に、食べ物、音楽、学業、就職に対する兄弟間の影響は小さい。  



 

5. 考察 
 この項目ではアンケートのよって得られた結果を考察していく。まずは集計の分類ごと

に見る。 

①本人に対して兄弟が年上か年下か 

 年上の兄弟から大きく影響を受けることが分かった。これは仮説通りの結果で、兄姉か

ら弟妹へと影響が与えられるのは当然のことのように思えるが、この原因としては子供に

とって模倣しやすい兄や姉と同じように振る舞うことによって学習を重ね、自身を高めよ

うとする幼少期特有の行動であるモデリングが挙げられる。兄姉は弟妹より人生経験が豊

富なのでより様々な遊びやアニメを知っていることが多く、また、共に生活をする身近な

存在であるので弟妹は模倣がしやすいと言える。習い事に関しては兄弟間の影響だけでな

く親の影響が強く、兄弟で同じ習い事をする人は多いが、それは親の希望による場合もあ

ると考えることが出来る。習い事は年上からの影響によるものがほとんどであるが、一方

で遊びやアニメに関しては年下からの影響も見られた。これは兄姉が弟妹の遊びに付き合

ったり、共に生活する上で必然的に一緒にテレビを見たりすることによると考えられる。

特にアニメに関してはテレビが 1 台しかない家も多いこともあり、年下からも影響を受け

ることが多いと思われる。 

②本人に対して兄弟が異性か同性か 

 異性同士の兄弟より同性同士の兄弟の方が強く影響を受ける傾向が見られた。同性の方

が模倣しやすい対象であることと、性差からくる物事に対する抵抗感が原因と考えられる。

例えば、姉がおままごとや人形遊びをしているのを見て弟がそれを一緒にやったり、兄が

サッカーや野球をやっているから妹もやるといったことが少なく、逆に、妹が姉の人形遊

びを真似たり、弟が兄と同じスポーツをするといったことが多いことが挙げられる。これ

は性別によって何をするのが普通なのか社会的に一定の見解が存在することに起因する。

特に遊び、アニメは同性の兄弟による影響の大きさが見てとれるが、遊びも例に漏れず性

別によって何をすべきかが規定されており、アニメも男児向け・女児向けなどとカテゴラ

イズされているものもあり、性別による抵抗感があると考えられる。一方で習い事は異性

からも同性からも等しく影響を受けるという結果になったが、これはやはり親による影響

によるものもあると思われる。 

③本人に対しての兄弟の年齢差 

 仮説では兄弟の年齢が近いほど大きく影響を受けると考えたが、結果は仮説に反し年齢

差による影響はあまり見られなかった。ただし 7 歳以上年齢の離れた兄弟からは受ける影

響が小さいことが分かった。しかしながら 7 歳以上年齢の離れた兄弟を持つアンケート回

答者が極端に少なかったため、あくまでも参考程度ではあるものの年齢差による影響はあ



まりないが、ある程度の年齢差を上回るとその影響は小さくなると考えることが出来る。

これはあまり年齢が離れていると流行している遊びやアニメが大きく異なることに起因し

ていると考えられる。習い事も社会の風潮が違うことによって年齢差が大きいと変化が生

じるのだろう。また、仮説ながら 7 歳以上の年齢差がある兄弟は小学校に通う時期が被ら

ない。よって生活の習慣や学校での流行も異なるので 7 歳前後以上の年齢差のある兄弟は

影響をあまり受けないのだと思われる。残念ながら調査期間の都合上、今回はこの仮説を

証明出来ない。 

④本人が男性か女性か 

 影響の大小は男女の別に関係ないという仮説を立てていたが、アンケートの結果は女性

の方が影響を受けやすいというものだった。この原因を考えると兄弟間による影響という

視点からは逸れるが、男性と女性の性格の差から来るものだと考えられる。一般的に女性

は男性より人間関係を重視すると言われる。従って子供のうちからその傾向があり、兄弟

間でも影響をより受けていると考えられる。また、社会的に男子がすると考えられている

遊びや習い事を女子がするということは、女子がすると考えられていることを男子がする

ということよりも抵抗感が少ないとも推測出来る。 

 

アンケート結果全体を通して 

 今回のアンケート調査によって遊び、アニメは兄弟を持つ 6〜7 割の人が影響を受けてい

ることが分かった一方、兄弟間での影響が強いと仮説を立てた習い事は比較的影響が少な

いことが分かったが、これは兄弟が共に生活することによって起こる必然的なものである。

子供の頃全く一緒に遊ばなかったという兄弟はほとんどいないだろうし、同じ家で暮らし

ている以上テレビを兄弟揃って見ることは多い。従って遊びやアニメでの兄弟間での影響

は強くなる。一方で習い事はそこまで身近のものではない。兄と遊んだり、妹に付き合っ

てアニメを見るといったことは子供にとっても気楽に出来るものであるが、習い事という

のは簡単に始めたり、嫌になったからすぐにやめるなどと言い出し難いものである。また、

習い事の影響が少なかったのは親の希望や習い事自体の比較的堅苦しい性質だけでなく、

年下からの影響を受けにくいという事情にもより、調査対象を年上の兄弟を持つ人に絞れ

ば遊び、アニメ同様に大きな影響が見られる。また、全体的に食べ物・音楽・学業・就職

に対する兄弟間の影響は小さかった。これは兄弟が共に成長して個人として独立し兄弟か

ら受ける影響が縮小し、それぞれの思考で動くようになっただと推察される。しかしなが

ら多くの子供は兄弟間で影響を受けていると言え、その後の人生や価値観の形成に大きな

影響を与えていると考えられる。 

 

  



６．文献からの考察 
   

 

≪人間関係に対しての影響≫ 

 

 心理学では親子関係に注目しがちであるが、兄弟も私たちの人間関係に及ぼす影響は小

さくない。しかし、意外に盲点になりやすく、それ故に人間関係を捉えるうえでのキーパ

ーソンになることも多い。例えば、パートナーシップでは、パートナーとの距離と兄弟の

心理的距離が近くなることもあり、見えないところで嫉妬や競争などを生み出しているこ

ともある。また、横のつながりに大きな影響を及ぼしているので、仲間や同僚から近所付

き合いとの関係性にヒントを与えてくれる存在でもあるとのこと。 

もっとも影響を受けるのが親からでそれは変わりないのだが、兄弟からの影響はその次

くらいに位置する。ただ、兄弟というのは「親について同じ目線で話ができる相手」であ

る。兄と弟ではその視点や受ける影響は異なりますが、同じ親を持つもの同士の共通点も

あり、また、いわゆる“共同戦線を張るもの同士”の心理的な連携も生まれる。故に、親

ほどには近くはないが、他人よりもずっと近い存在、ということで、将来の人間関係の構

築に問題をきたしている場合、キーパーソンになってくることも少なくない。 

例えば、「母親との問題を癒していくうちに、長年絶縁状態にあった妹と、親友みたいに

仲直りした」とか「ずっと自分が守っていこうと思っていた障害者の弟に、逆に助けを求

めることで、人生が一気にものすごく楽になった」「恋愛がうまく行かなくて心を掘り下げ

ていったら、兄との関係が問題だと気付き、適切な距離を取ることで、恋愛がうまくいく

ようになった」など、そんな事例が多く存在する。特に「夫婦」や「長年付き合っている

恋人」との関係性を見ていく場合、パートナーと兄弟の位置がかぶってきている場合もあ

り、故に、「妻と妹がライバル的な心理状態にある」とか「夫が兄に嫉妬している」といっ

た問題が出てきたりする。ところが、案外、すぐ横にいるものだから兄弟の存在は盲点に

なりやすいのが特徴である。心理学やカウンセリングでも、親子問題にまず光を当てるの

で、なおさら影になりやすく注目されていくべき分野であるといえる。 

悪いよりはいいほうがもちろん、人間関係は良好になります。 

 兄弟と言うのは「親」に対して共同戦線を張る同志のような位置付けにあることから、

同志の中に諍いがあるとすれば、チームワークが乱れます。その影響か兄弟の中で孤立し

ていた人は、社会の中でも一匹狼になりやすく、兄弟がケンカばかりしていた人は、仲間

に対しても好戦的な性格になりやすい傾向にあるとのこと。逆に先ほどの例でも触れたと

おり、仲が良すぎると、付き合いが長い分だけ、“親友以上”の関係になってしまい、「友



だちよりも分かり合える」メリットがある一方で、他人が入る隙間がないため結婚が遠の

いたり、「妹以外に友だちと言える人がいない」という孤立感を強めたりもする。さらに兄

弟の中に許せない相手がいると、ほかの人間関係でもトラブルを抱えやすいとまで見られ

ている。これは親子関係でも同じであるが、家族という、とても距離の近い中で起こる問

題は、周りに投影されやすいということがいえる。しかし、親子と違って兄弟の場合、年

が近い分だけ、「こじれた友だちとはそれっきりの関係」になってしまうことも少なくなく 

人間関係を修復する場合、改善へのモチベーションが親子よりも上がり難い。  

 近年、核家族化・少子化とそれに伴う家族の孤立化が目立つようになり、そしてこれか

らも続いていくと予想され、そのような中で、子どもの社会化には、今まで以上に兄弟関

係や親族・近隣との関係が大切になっていくのではないだろうか。子どもの頃に兄弟がお

らず少数の人間としかつきあっていなかったことから、柔軟性や許容性を身につけること

ができず、他者否定傾向を示す人が増えてきている。兄弟の人間関係が将来のソーシャル

スキルに影響してくるのは上に示した通りだ。多くの人に囲まれて育つ中で、優しい人や

厳しい人、おおざっぱな人や細かい人など、人にはそれぞれ何らかの偏りがあるというこ

とを自然に理解することが、孤立化した核家族の中では非常に難しく、故に家族の中にお

ける兄弟関係にスポットを当てることも重要であるように思える。 

 

 

≪親の影響下にない場合における兄弟関係≫ 

 

 上の子供が何かをすれば、下の子供もその真似をするという原理（モデリング）に何も

違和感はない。これは万人共通の行動だと言っても過言ではなく、兄姉が弟妹に及ぼす影

響についての調査が行われ、心理的・経済的に苦境にある家庭は、親よりも兄弟姉妹が人

生の指標となる事が多いとの結果が出たとのことだ。 

例えば喫煙を考えてみると、親が喫煙者であるのと兄姉が喫煙者であるのと、どちらが

影響を弟妹に与えるのか考えてみる場合、どちらも影響はあるに違いないが、兄弟間の影

響力のが、親が子供に及ぼす影響よりも大きい」とは、米ブラウン大学のリチャード・レ

ンデ教授は言う。 

この傾向は貧困問わず、全ての層で見られるらしい。けれど、やはり一番影響の受けや

すい家族というのは存在する。レンデ教授によると、心理的または経済的に不安定な家庭

だと、上の子供の影響力は目に見えて明らかになるのだとか。理由は、両親が傍にいる時

間よりも、兄弟姉妹で過ごす時間のほうが多いためだ。 

実際、1 人の子供が喫煙者なら、その弟妹は 25％の確率で喫煙者となる。飲酒を見れば

その確率はもっと高い。1 人が酒を飲めば、36％の確率でもう 1 人も飲むようになる。しか



しなにも悪い習慣ばかりではない。姉が子供を産むと、それに付き添った妹も高い確率で

子供を産むことになる。似たような例は数多く存在する。 

身近にある兄姉が越えていくハードルを間近で見ている分、弟妹には超えやすさがある

のかもしれない。もちろん上の子供の影響力が全てではないが、苦しい家庭にある長男長

女は、弟妹の人生において重大な責任を負っていることに、間違いはなさそうだ。 

 

 

≪ライバルとしての兄弟≫ 

  

 兄弟は時に相手と区別させられるため、極力、相手と異なるようにする。「彼女は比較的

きれいで、私は比較的聡明である」、「彼は競馬の騎手であり、私は学者になる」。兄弟はこ

のように相違を用いて自分の独自性を示し、両親の注目を引きつけ、賛同を求める。心理

学者のジャニーン氏は、「兄弟の年齢が近ければ近いほど、このような相違する行為が現れ

やすく、双方が見分けられるようにする。また、双方を見比べ敵対状態になることも避け

られる」とのこと。 

 親は普通自分の子どもたちを平等に愛するように努める。しかし兄弟たちは親から平等

な愛が注がれることを望んでなどいない。自分が一番に愛されたいと願っている。同じ親

から生まれたといっても兄弟間には能力的な格差があり、また得意不得意もそれぞれ異な

ってくる。はじめのうちはそれが目立つことはないが、成長していくにつれ感情も豊かに

なり、兄弟によってできること、できないことも違ってくる。そこで子どもたちはほかの

兄弟にないもの、することができないことで親の気を惹こうと振る舞うことが多くなる。

これが原因となって兄弟間でライバル意識が芽生えてくる。 

 一番上の子は自分の兄弟が生まれる前は親の愛を一人占めいている状態であった。おも

ちゃも菓子も全部自分のものであったのに、突然自分の兄弟下の子が現れてそうはいかな

くなった。親は下の子に接する時間が増え、その分上の子はその時間が少なくなってしま

う。今まで全て自分のものだったお菓子やおもちゃも下の子と共有するようになり上の子

には欲求の不満が積もる。下の子は下の子で上の子に対して憧れや羨望のまなざしを向け

る反面、親から上の子が特別視されているように見えて仕方がない。下の子もまた親から

のなるたけの愛を受け取りたいと思うようになる。子どもは苦しみ、愛を切望し、退行現

象（赤ちゃんが返り）を起こすことも多々ある。親は子供たちに節度ある行動がとれるよ

うに成長してほしいように願い律するように子どもたちを躾ける。そこで子どもたちは「自

分の方がほかの兄弟よりも良い子だ」「自分は他の子に比べてこんなに優れている」と自己

主張するようになる。成長とともにアピールポイントが増え、兄弟との違いがより明確に

なる。親の愛の奪い合いは徐々に激しくなり、兄弟ゲンカにまで発展してくる。こうして

熾烈を極めた兄弟間の水面下での争いは心身ともに成長していく中で次第に沈着しバラン



スが保たれるようになる。これは兄弟が個人として独立してきているしるしで、個々の興

味に向かうようになり、親への依存度や兄弟間の影響も小さくなってきているからだ。 

 兄弟間のライバル関係は幼児期の一時的なものではあるが、これもまた異性への興味を

自分に向かせたり、上司に自身の成果を主張したりする場面など、少なからず影響が現れ

ることは違いない。 

 

 

≪兄弟間の性格の違い≫ 

 

 子どもというのは、非常に狭い世界で生きている。 

その小さな世界の中で、色々な経験をつみ、そして自己を形成していくのだが、兄弟と

いうものは、それぞれが全く違った環境の中で育つため、全く違う人格が形成されていく。

同じ親が同じように育てているつもりでも、その接し方の違いは如実にあらわれ、そして

何よりも兄弟同士の関わりが人格形成に大きな影響を及ぼすものであることは上にも記述

した通りである。 

 一般的に言われている兄弟間の性格特性は以下のとおりである。 

 

『長子』・・・きょうだいの中で、一番最初に生まれた兄、姉。 

 ・しっかり者で、世話好きなタイプ。 

 ・冒険心には乏しく、慎重で無理をしない。 

しかし長子には、忘れられがちだが確実に一人っ子の期間がある。 

その後に現れてきた弟妹に、親を取られたというような嫉妬心が芽生える。 

その気持ちを隠し、親に再び振り向いてもらおう、誉めてもらおうとして、親の言う事を

よく聞くしっかり者になっていくのである。 

しかし、本当は甘えたいのに、素直に甘えることが出来ないという鬱積した気持ちが残っ

てしまう事があり、 甘えたいのに甘えられない、そんな気持ちがストレスとなって表れ

ることもある。甘えたい自分を押さえていたので、自分のすべてをさらけ出すような付き

合いが出来ない人が多い。 

また、何をするにも親の言うことを聞いてきたタイプが多いので、いざとなると大きな決

断ができず、無難な方に逃げてしまいがちである 

 

『末子』・・・きょうだいの中で、一番最後に生まれた末っ子。弟、妹。 

・要領がよく、甘えん坊なタイプ。 

・明朗活発でわがままで、気が強い。 

末子というのは、生まれた時からすでに兄や姉、すなわち親よりもずっと歳の近いライバ



ルがいることになる。 

何をしても年上にはかなわないが、負けたくないという根性が生まれ、チャレンジ精神が

旺盛になっていく。親や兄・姉から甘やかされる事になれているので、わがままを押し通

してしまう。 

警戒心があまりなく、開放的な付き合いが多いが、友人の好き嫌いも激しい。 

大器晩成型の人間が多い。 

 

『中間子』・・・３人以上の兄弟がいて、兄や姉、弟や妹に挟まれた子ども。 

 ・自己主張が激しく、やや反抗的。 

 ・自分の世界を持っている。 

 長子の資質と、末子の資質とが混在している性格である。 

 兄、姉のように、一人っ子としての時間はないが、妹や弟が出来た時には、同じように

嫉妬心が芽生える。 

しかし、末子の面倒を見るなどの仕事は長子に取られてしまっているので、親に振り向

いてもらうために、問題行動を起こしてしまいがちである。 

また、中間子は、長子が末子の面倒を見たりしているため、きょうだいの中でも孤立し

てしまうことがあり、なんでも自分ひとりで行動するような性格になりやすい。 

 

『一人っ子』・・・きょうだいがいない子ども。 

・わがままで世間知らず。 

 ・甘えん坊で、友達づきあいが苦手なタイプが多い。 

  子どもというのは、３歳くらいになると外で友達と遊んだりしはじめるが、一人っ子は、

その時まで親以外の人とのかかわりが希薄になってしまっている。 

よって、友達をつくったときのかかわり方がわからなくなり、一人で遊ぶことが増えて

しまうのである。 

  親の方にしても、子どもに対する接し方がわからずに、ついつい過干渉になってしまっ

たり、逆に放任的になったりする。 

そのため、感情をそのまま表に出すことに抵抗を感じなかったり、逆に感情を押し殺し

てしまうような性格になりがちである。 

しかし一人っ子は、競争意識があまりなく、おおらかな心を持っている。 

また、一人でいることが自然なので、自立心が強い人に育ちやすい。 

 

 以上が兄弟による一般的な性格の解釈である。 

 また兄弟間の年齢差によっても影響度が異なってくる。 

 

きょうだいの年齢差が小さいと、双子のような関係が出来あがる。 



ケンカが多くなり、兄や姉は弟･妹を対立的に見て、弟･妹は兄･姉を追いこそうとする。 

しかし兄･姉のほうは、余裕を持って対応できずに、弟･妹に対して切羽詰ったものを感じ

がちになる。 

特に同性のきょうだいの場合は、お互いが恰好のライバルであり、友達のような間柄にな

ることもあるが、 どうしてもライバル心が打ち消せない場合が多い。 

 

きょうだいの年齢差が２～４歳くらい離れているのが、もっともきょうだいの特徴が出る

関係である。 

物心がつきはじめたときに、弟妹が出来るということは、兄･姉としての意識がもっとも

芽生えやすく、また弟妹にしても、その存在をはっきり感じる事が出来る。 

兄･姉が一方的に命令したりすると、弟や妹が時に反抗したりして、ケンカになることが

ある。 

ある程度の年齢に達した時に、一番歩み寄りがスムーズに行きやすい年齢差とも言える。 

 

きょうだいの年齢差が５歳以上の場合は、きょうだいの人数によっても差が現れる。 

二人きょうだいで歳が離れている場合は、その年齢差から、兄･姉は余裕を持って対応で

きるが、遊び相手にすることは少なく、弟･妹も保護者として兄･姉を見る傾向が強くなる

ため、対立関係は弱くなる。 

長子がひとり離れた年齢の場合、兄･姉は一人っ子としての期間が長くなるため、一人っ

子の性格が強く残ることもあり、下のきょうだい達から孤立することもある。 

末っ子がひとりで歳の離れたきょうだいだった場合、兄や姉の態度が保護者的になり、ま

た親も甘やかしてしまいがちなので、甘えん坊でわがままな性格になりやすい 

 

 さらに兄弟の人数によって変わる性格に関して下にまとめた。あくまで傾向だが弟が 1

人いるのと２人いるのとでは変わってくるようだ 

 

ひとりっこ：食事に好き嫌いがある・おしゃれ・やきもち焼き   

2 人兄弟長子：慎重・要領がいい・お小遣いを大切に使う   

2 人兄弟末子：大人に甘ったれる   

3 人兄弟長子：おしゃべり・調子に乗る・男（女）の子らしくしなさいと言われる   

（男子）面倒なことはしない   

（女子）他人に親切・努力家   

3 人兄弟末子：恥ずかしがりや・内弁慶   

 

 このような傾向の理由としては「長幼の功」の思想が影響しているとみられている。つ

まり、親が兄や姉に「お兄さん・お姉さんらしさ」を求め、幼い頃から意識的に振る舞い、



弟や妹は頼るようになり依存的になるとのこと。これは長子が次子から「お兄ちゃん・お

姉ちゃん」と呼ばれている兄弟より、名前または愛称で呼ばれている兄弟の方がより色濃

く表れているという。 

 

  



7.感想 
 私には兄弟が多い。私を含め 4 人兄弟であると言うとたいていの人には少し驚かれる。

今の社会ではきっと多い部類に入るのだろうが、私にとっては生まれた時から周りに兄弟

がいるのが当然であったため、それを特にどう思っているわけでもない。しかし、あらた

めて兄弟に関して調査を行ってみると、3 人もいるのだから当たり前といえばそうだが、今

の自分の趣向は他の兄弟の影響を受けて形成されたものなのだと気付かされた。私が小学

校で野球を始めたのは間違いなく兄の存在があったからだし、私から影響を受け、好きに

なったアニメ、今では弟のほうが興味を示しているものもある。習い事に関して言えば、

そこには親の教育方針なども関わってくるが、なぜ私の親は、兄と姉には書道とそろばん

をやらせ、私にはやらせなかったのだろう。理由は不明だが、もしその２つをやらせてい

いたのなら、私は今よりは数学が好きだったかもしれないし、今よりはマシな字が書けた

はずである。そこだけは両親に物申したいと思う。 

 さて今回調査した「兄弟における趣向の影響」は非常に面白いものであった。先述の通

り兄弟が多く、影響を受けた自覚があったため身近な問題として感じたというが大きい。

またなにより他の人が兄弟から影響を受け女子でも男の子がやっていたような遊びの話題

で盛り上がったりと童心にかえることができたような気がしたからだ。小さいころの話題

で友達と盛り上がったり、昔はよくこんなことで一日遊べたよな、と笑って話し合うこと

ができた。個人的にこういった気持ちは大人になっても持ち続けたいと思う。大学生とい

う子どもと大人の境目にいる自分に、早く大人になりたいという気持ちの裏に、子どもっ

ていいなと気づかせてくれるよいきっかけになったと感じている。 

 今回が兄弟に焦点を当てた調査だったため、次は今回調査対象外であった一人っ子につ

いて調べてみたいと思う。出生率が下がっている現代ではそちらのほうが、タイムリーで

あるのかもしれない。自分が兄弟のいる環境の中で育ったため、子どもの時期に一人で過

ごすというのは想像に難い。兄弟に影響を受けないとすると、その人の趣向や価値観を決

定づけるものはなんであるのだろうか。近所のお兄さんやお姉さん？それすらいない子

は？定かではないが、今付き合いのある人で兄弟がいないという人もこれといって価値観

に特筆すべき点があるわけでもないように思えるし、兄弟の有無がすべてではないのは明

白だ。それでも自分に影響を与える、最も身近な人物の一人として、兄弟が大きな役割を

果たしているのもまたうなずけることだ。 

 最後になかなか調べづらいテーマでありめんどうなことも多かったとは思うが、最後ま

で一緒に調査を続け、半年間付き合ってくれた班員に感謝を言いたい。 

吉澤 

  



今回発表のテーマを決める際に、班員のみんなと自分たちの兄弟についての話になり、

兄弟から影響を受けていると思われる物事がたくさんあることに気づいた。特に遊びやア

ニメでは、女兄弟と男兄弟がいるとでは差があらわれた。私は妹がいるが男の兄弟がいな

いので、テレビゲームなどで遊んだことが無かったし、戦隊モノのアニメなども観たこと

がなかった。しかし男の兄弟がいる班員の女子は、世間では主に男子がやるような遊びを

やっていたりアニメを観ていたりして、班員の男子とも話が盛り上がっていた。また妹が

いる班員の男子は世間では主に女子がやるような遊びやアニメを知っていた。これらの話

題から兄弟の影響に興味をもち、「兄弟における趣向の変化」というテーマに決めた。 

実際に調べ始めてみると、このテーマについて述べてある文献はあまりなくて意外だった。

その少ない文献のなかで、「親よりも兄弟関係が人生の指標になることが多い」というも

のがあった。これは私と妹の関係にも当てはまっていて、妹は私が習っていたピアノとそ

ろばんと水泳を同じく習っていた。しかしこの習い事に関しては、親の意向も絡んでいる

のではないかと考えられた。 

また首都大の学生にアンケートをとってみて、私たちがたてた予想と同じ結果だったとこ

ろと予想とは少し異なった結果が出たところがあった。予想通りだったことは、兄弟が年

上である場合の方が影響を受けやすいことや兄弟が同性である方が影響を受けやすいこと

だ。しかし予想と違ったことは、どちらの場合も遊びとアニメに関してのみで習い事に関

してはあまり違いがなかったことである。この結果には先にも述べたように、親の意向が

関連しているのだろうと考えられる。さらに意外だったのが、男性よりも女性の方が影響

を受けやすいという結果が出たことである。なぜ女性の方が影響を受けやすいのかは今回

の調査では分からなかったが、今後調べてみる価値があるのではないかと思った。また今

回のアンケート調査では兄弟との年齢差による影響の差は見られなかったという結果が出

たが、そもそも７歳以上の年齢差がある兄弟のデータが足りていなかったので、もっと大

きな範囲で対象者を増やせば、今回とは異なる結果が出るのではないかと思われる。 

今回の調査はとても有意義なものであったと考えられる。ただアンケート調査では都合上

一人っ子と双子を対象から外してしまったので、これらを加えて調査をしてみる必要があ

る。とても興味深いテーマであったので、これから研究が進んでいけばよいと思った 

 嶋田真帆 

  

 

 

 

 

 

 

 



今回の『兄弟の影響における趣向の変化』というテーマはまだ開拓されていない部分が

大多数を占める分野であった。調査を進めるにあたって有益となるような文献がほとんど

なかった。本来、文献から情報を収集し仮説を立て、仮定を裏付けるために自分なりの研

究を行っていくものであるが、アンケートを先に行って考察し、出された結果を定義付け

するために文献資料を利用した。ちぐはぐな調査過程となり自分たちの行ったアンケート

の結果が本当に実のなるものになったのかはわからないが、一個人としてはこの研究がそ

れなりの着地点を見つけて無事にまとまったのは非常に良かった。 

 アンケートで出された結果は事前の仮説通りの結果が大半であったが、中には意外な結 

果もいくつかあった。例えば年齢差によっての影響力の強弱は見られなかったことだ。調

査対象の中に７歳以上年の離れた兄弟がいる人が少数であったため、そもそも比較し難く

アンケート結果も疑問符が付くものではあるが、算出された数値は自分の考えが裏切るも

のであった。自分は年齢差と兄弟間の影響力は反比例するものと考えていたが、それを表

すデータは出てこなかった。その後の文献調査から自分の考えを肯定する記述がいくつか

見られアンケートと文献資料が合致しない事態になったが、少なくとも自分の持っていた

「年の差が離れた兄弟は互いの影響力も小さいだろう」という考えは絶対的なものではな

く一種の言説だったということに気付かされた。アンケートを行い自分たちで集計して導

き出した答えは通説とは異なり若干不満に思ったりもしたが、それが実際の調査を行う意

義であり、また面白いとも感じた。 

 調査をすべて終え、自分の中で一つの物語のようなものを想像した。幼い頃兄弟は共に

行動し遊ぶなかで人間関係を学んでいく。上の子は親から「お兄さん・お姉さんらしさ」

を求められそのように振る舞い、下の子は上の子の後を追っかけて行って模倣して無意識

に自分を高めようとする。しかし成長するにつれて親の注目をもっと惹きたいがために兄

弟をライバル視するようになり、ほかの兄弟にはなくて自分にあるものを見つけそれを磨

くことに必死になる。ライバル争いは時には実際の暴力となって互いに傷つけあうことも

あったが、さらに成長することにより次第に沈静化していく。自己が芽生えアイデンティ

ティを発見し他人との比較よりも自分自身の興味に走るようになる。こうして兄弟に対し

ての依存度は低くなり個人として独立し社会に進出していくが、幼い頃に兄弟間で培われ

た感性は今後の人生の糧となっていく。 

 自分にも五つ離れた妹がいる。向こうがどう思っているかはさだかではないが自分では

比較的仲が良い兄妹関係にあると思っている。上記の物語の流れに自分たちの関係が完全

に即しているとは思わないが、妹と一緒に遊んだり勉強したりして養われた感性が人生の

一つの指標になっているのは間違いない。このような意識をしたことはこの調査をするま

でほとんどなかったが、調べていく最中で自分と妹との関係に照らし合わせたりしてみて

気付かされたことが多くあった。今こうして振り返ってみると何か感慨深いものがある。 

小池一樹 

  



私自身は兄と弟に挟まれた 3 人兄弟の真ん中である。近年少子化と叫ばれてはいるが、3

人兄弟というのは私の世代ではまだまだ多い方である。4 人 5 人兄弟というのも私の友人の

中には少なからず存在する。そういった中で私は、自分に兄弟がいなかったらどうだった

だろうと考えたことが今までなかった。あまりに兄弟がいることが当たり前すぎて想像さ

えしたことがなかったのだ。また、兄は現在大学院生であり、自宅通学をしている。だか

ら、生まれてこの方兄弟と離れて暮らしたことがないのだ。よって、いないということが

想像しづらく、また今後お互い実家を離れて結婚して、自分とは違う家族を築くというこ

とに関してとても不思議なものを感じる。それは多くの大人たちにとって、今や当然のこ

ととして捉えられるかもしれないが、私にとってそれは中高生の頃から考えている現在進

行形の大きな疑問である。 

ところで、今回の調査をするにあたって、兄弟における性格の影響についてインターネッ

トや本で調べたが、実際に私の経験でも性格や行動に大きな変化が出始めたと自覚した時

がある。それは弟が生まれたときである。私は弟と 10 歳近く年齢差がある。だから今でも

弟が生まれた日を覚えているし、幼稚園へ迎えに行っていたことも記憶に新しい。しかし

私は、弟が生まれる前はしっかりと末っ子としての役割を果たしていた。兄がとても優し

かったので沢山のワガママを言いたい放題であったし、何かにつけて暇だと騒ぎ出すよう

などうしようもない「かまってちゃん」であった。しかしお腹に弟がいると分かってから、

母は高齢出産だったこともあり入院してしまい、わがままを抑えるようになった。そして、

弟が生まれてからはしっかり面倒を見なきゃと、すんなり「妹」から「姉」という立場に

置き換わることができたのだ。今でも客観的に末っ子である弟を見ると、こんなワガママ

だったかしらと思うほどで、まるで自分の過去の姿を晒されているようで恥ずかしい限り

である。このように、兄弟関係というものは後天的なものであり、生まれてから影響しあ

うものなので、血液型や四柱推命などよりはよほど信憑性があると言えるだろう。 

さて、今回のグループワークにおいて最も難しかったのは調査票作りである。昨年調査票

の授業を受けたが、これほど難しいものだとは思っていなかった。知りたいことについて

的確に質問出来ず、また無回答や調査員に対しての質問が多くみられたことからも決して

分かり易いアンケートではなかったことがうかがえる。調査は研究において最も重要であ

ると言える。それがなければ自分の考えたことが仮説で終わってしまい、はっきり言って

全く研究として無意味になってしまう。そういった点では、今回の調査票作りは失敗であ

ったと言える。もっと他の調査票を参考にして、自分たちの求めていた結果を集計するこ

とが出来ていたら、曖昧な結果を残すことはなかっただろう。他にも反省点を挙げればき

りがないが、全ての結果が今後の授業や仕事において大いに役立つ良い経験となりえたこ

とは間違いないだろう。 

最後に、ご指導賜りました岡部先生やアンケートに協力して下さった方々、そして学部同

期の皆様に感謝いたします。  田畑理子 

  



個人的に「兄弟の影響における趣向の変化」というテーマを聞いた時、思い出されたの

は AC/DC である。AC/DC はオーストラリアのハードロックバンドであるが、このバンド

にはマルコム・ヤング、アンガス・ヤングという 2 人のギタリストがおり、名前からもわ

かる通り兄弟である。なぜ唐突にこのようなことを書いたのかと言えば、この 2 人は一般

的に考えられる兄弟像の典型的な例であり、影響を受け合っている兄弟だと思うからであ

る。兄のマルコムはバンドのライブでは常に後方で静かに正確に演奏する。一方の弟のア

ンガスはステージ前方を激しく動き回りながら演奏する。これは真面目で慎重な兄と活動

的な弟という長幼の功の考えに当てはまるものではないだろうか。また、2 人は 2 歳差であ

るが更に上に年の離れた兄がおり、その兄の影響もあり音楽に興味を持ったようだが、2 人

にはその頃から共通点がある。それは多くのギタリストが色々な種類のギターを扱う中マ

ルコムはグレッチというメーカーのギターを、アンガスはギブソン製の SG というギターを

それぞれ 40 年以上使い続けているという点である。その 2 人に共通する頑固な性格は影響

を与え合う兄弟故のものに感じる。やや話が逸れたようにも思えるが、この兄弟は今回の

結果の包括的な例であると思ったので取り上げた。ここで本題に入るが、兄弟の存在はや

はり人の趣向に影響を与えているということが今回のアンケートでわかった。特に兄や姉

からは大きな影響を受けているという結果になったが、残念ながら自分には弟はいるもの

の兄も姉もいない。確かに兄も姉もいないとなると子供の頃新しい遊びやマンガ、アニメ

などを知ったりするのは学校の同学年の友人による影響ばかりだった。そして、そうして

知ったものを弟に教えたりもしていたことを思い出すと同時に、振り返れば小学生の頃

色々なゲームやマンガを教えてくれた友人には兄や姉がいることが多かった。また、自分

の弟も習い事や遊びで影響を受けていたことを考えるとやはり子供の頃というのは身近な

兄弟の影響をすぐに受けていたのだと感慨深く思う。しかし、年齢を重ねていくと趣向は

この調査でも書かれたように全く違うものになったが、それでも影響は未だに存在し続け

ているように思う。悪い影響というものもあるかもしれないが、兄弟の存在は他のものに

は代えがたく、必要なものだと個人的には思う。実際、兄や姉がいれば今この文を書いて

いる人間は全く別の人間だろうし、そもそもこれを書くこともなかっただろう。また、今

回は調べることが出来なかったことでは、より多くのアンケートをとって兄弟の年齢差と

その影響の関係を細かい年齢ごとにわけて分析すること・一人っ子と兄弟がいる人ではど

のように趣向が変わるのか調べること・過去の研究と比較することなどが出来ればより良

かったと思う。今回の調査ではアンケートの扱いの難しさを感じた。無作為抽出でないの

で結果に偏りが出た可能性が高く、統計的な処理をする余裕もなかった。そもそもサンプ

ル数が少なく統計的に有意な結果が得られそうになかった。データは信用出来るものがあ

るならそれを用いた方が確実だと思われる。（西田） 

 

 

 



テーマ設定の過程で、私たちは子供の頃どんな遊びをしたかなどを話していた。はじめ

は自分たちの懐かしい遊びや小さい頃流行っていたアニメなどをあげて盛り上がっていた

が、自身は女性であるが、男兄弟がいたのでキャッチボールをしていたことや、男性であ

るが妹がいたから女の子が見るアニメを一緒に見ていたこと、上の兄弟がやっていた習い

事を自分もやっていたことなど、だんだん兄弟の絡んだ話題になっていった。そうしてい

くうちに、兄弟姉妹がいることが、自分たちの遊びや趣味などに多少の影響を与えていの

ではないかと考え、「兄弟の影響における趣向の変化」というテーマに決まった。 

このテーマで進めていくために文献を探したが、同じような先行研究はなされておらず

なかなか見つからなかった。一方で少し傾向の違う文献は多く、例えば兄弟姉妹の存在は

大人同士との関係から子供同士の関係に入っていくための橋渡し的役割を果たしており、

また、兄弟姉妹は横のつながりのシンボルでもある、兄弟姉妹の存在が友人関係、先輩後

輩の関係、恋人関係にも少なからず影響を与える、兄弟は相手と区別させられるため、極

力相手と異なるように、相違を用いて自分の独自性を示す、など対人関係、性格などにつ

いて、少なからず兄弟間で影響が及ぼされることが分かった。どの文献も兄弟の存在が与

える影響が大きいということは一貫しており、私個人にとっても非常に興味深かった。 

 兄弟といえば、私には四歳下の妹がいる。妹は私の影響を何かについて受けただろうか、

このテーマで調べていく中で気になったので聞いてみたが、妹は私がやっていたミニバス

ケットもやっておらず、彼女自身お姉ちゃんに影響を受けたものは特にない、反面教師に

した部分はあるとのことだった。唯一音楽のジャンルだけは一致しており、それだけは私

の影響かなと言っていた。しかし私はお姉ちゃんみたいになりたくない、勉強もそんなに

がんばりたくないといわれ、なんだか悪口を言われた気分になった。一緒にやっていたピ

アノや英語塾は私の影響というより親がやらせたものである。このように、家族の中では

兄弟だけでなく親の影響もうける。今回の研究対象ではなかったが親の影響と兄弟の影響

との違いや大きさなども気になった。 

 調査結果から、習い事や遊び、アニメなどは比較的兄弟の影響を受けており、兄弟がい

ることによって趣向にもなにかしら影響を受けていることが分かった。自分の育つ環境の

中で兄弟は大きな存在であり、なんの影響も受けないということはないと先行研究の中で

もいわれていたが、改めてその影響について感じることがあった。アンケートでは年の離

れた兄弟について数が少なく、ちゃんとしたデータが取れなかったが年の離れた兄弟は本

当に影響が少ないのか、趣向に関わらず性格などには影響を与えるのではないかと考える

ので、そのような文献がないか個人的に調べてみたいと思った。 

これから少子化で合計特殊出生率も現在低くなっているので、一人っ子が増えるだろう。

今回ほとんどデータのなかった一人っ子について、どんな傾向が見られるのか、兄弟のい

る人となにか違いがあるのか、兄弟の影響が大きいといわれる事実がある一方で、一人っ

子に大きな影響を及ぼすのはやはり親なのかなどを考え、調べてみたいと考える。 

 そして最後に、チーム桔梗がみんな真面目で、何の揉め事もなく協力してこの学習を終



えることができたことをうれしく思います。 

 

 

小橋 
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