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国内におけるいじめ研究の動向と課題

－いじめに関する3つの問いに着目して－

久保田真功

1．本稿の目的

日本においていじめ研究が本格化したのは、1980年代以降のことである。その背景的要

因として、いじめの社会問題化を抜きにすることはできない。伊藤(1996)によれば、いじ

めが主たる学校問題として位置づけられるようになったのは、1985(昭和60)年のことであ

る。1986(昭和61)年2月には、東京・中野富士見中学の2年生、S君がいじめを苦に自殺し

た。この事件を大きなきっかけとして、いじめとく自殺〉とが直接関連づけて論じられるよ

うになり、いじめが社会問題化するとともに、人々のいじめへの関心は急速に高まっていっ

た(徳岡1988,伊藤1996,山本1996,間山2002など)。それと相前後する形で、いじめ

に関する研究が盛んに行われるようになった。

本稿の目的は、いじめに関する先行研究を概観し、そこからうかがえる課題について検討

することにある。ただし、いじめに関する研究は学問分野の壁を越えて広く行われているた

め、研究論文に限ってもその数は膨大となる(')。そこで本稿では、次の3つの問いに着目した

研究に照準を合わせることとしたい。第1に､“いじめとは何なのか”という問いである。この

問いを踏まえずして、いじめについて議論したり研究したりすることはできないからである。

第2に、“いじめはなぜ生じるのか”という問いである。この問いは研究上の大きな課題で

あるとともに、それを明らかにすることなくして実効性のあるいじめ対策を講じることは極

めて困難であるからである。

第3に、“いじめ被害経験は子どもの心身にどのような影響を及ぼすのか”という問いであ

る。いじめは子ども間の問題行動であると考えられているからこそ､研究されている。｢問題」

としてあげられていることは数多くあるが、なかでも、いじめ被害経験が子どもの心身に深

刻な影響を及ぼすことは、とりわけ重要な問題であると言っても差し支えないであろう。

以下では、これら3つの問いに着目した研究を紹介するとともに、それらを踏まえた上で、

今後の研究上の課題として考えられることについて若干の考察を試みたい。

2．いじめとは何か？

(1)研究者によるいじめの定義

いじめについて説明するにあたり、いじめを操作的に定義することは必要不可欠である。

(くぼた．まこと富ll.1大学）
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そこで、いじめの代表的な定義をいくつか紹介するとともに、それぞれの定義に共通する要

素を確認しておきたい。

森田(1986)は、いじめとは｢同一集団内の相互作用過程において優位にたつ一方が、意識

的に、あるいは集合的に、他方にたいして精神的・身体的苦痛を与えることである」(26頁）

と定義している。

竹川(1993)は、いじめとは｢学級集団内の相互作用過程の中で、腕力や資源動員能力にお

いて、その時の状況から相対的に優位に立つ一方が劣位の者に対して、通常目的と手段の間

に正当的根拠がないか、あっても過度に及ぶ手段によって、精神的ないしは身体的な苦痛を

与える攻撃的行為である」(55頁)と定義している。

菅野(1986)は、いじめとは｢学校、もしくは学校の近隣、あるいは学校生活の延長上で、

学級を中心とする各種の集団の多数派が少数者に対して、くりかえし多少なりとも長期間

にわたって与える、差別的集合現象である」(14-15頁)と定義している。菅野の定義の特徴は、

いじめを差別として捉えているところにある。

いじめ研究で国際的に知られるOlweus(訳書1995)は、いじめを次のように定義している。

｢ある生徒が、繰り返し、長期にわたって、一人または複数の生徒による拒否的行動にされ

されている場合、その生徒はいじめられている」(28頁)。

森田(1999)は、H本のみならず海外の研究においても、いじめの操作的定義を構成する

要素が共通していることを指摘している。その要素とは、①被害の発生、②被害の継続性な

いしは反復性、③力関係のアンバランス、という3つである。ただし､｢被害の継続性ないし

は反復性｣については、“1回のいじめでも、被害者の心身に深刻な影響を及ぼすケースがあ

る"、“一人の生徒が複数の生徒を1回ずついじめて回った場合、それがいじめとしてカウン

トされない”といった理由から、必須の構成要素とすることを疑問視している。その一方で、

｢力関係のアンバランス｣については、いじめという現象の本質を規定する重要な要素であ

る、としている。

一方、内藤(2009)は、いじめが成立するための要件として、①加害者の嗜虐意欲、②加

害者による現実の攻撃行動、③被害者の苦しみ、という3つをあげている。そして、この3

つを概念の中心に位置づけて、いじめを①最広義②広義、③狭義、の三段階に分けて定義

している。最広義の定義は､｢実効的に遂行された嗜虐的関与｣(50頁)である。その意味する

ところは、“加害者側の嗜虐意欲が加害者側の行為を通じて被害者側の悲痛として現実化し、

その手ごたえを加害者側が享受する"、ということである。広義の定義は､｢社会状況に構造

的に埋め込まれたしかたで、実効的に遂行された嗜虐的関与｣(51頁)である。狭義の定義は、

｢社会状況に構造的に埋め込まれたしかたで、かつ集合性の力を当事者が体験するようなし

かたで、実効的に遂行された嗜虐的関与｣(52頁)である。内藤の定義は、他の研究者の定義

とは異なり、加害者のいじめ動機(嗜虐意欲)を定義のなかに組み込んでいる、という点に

大きな特徴があると言えるだろう。

(2)文部科学省によるいじめの定義一定義の三度の変更一

文部科学省(旧文部省)は、1980(昭和60)年度から現在にかけて、いじめに関する統計を
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取り続けている。その間、いじめの定義は三度修正された。1993(平成5)年度までは、いじ

めを｢①自分より弱いものに対して一方的に、②身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、③

相手が深刻な苦痛を感じているものであって、学校としてその事実(関係児童生徒、いじめ

の内容等)を確認しているもの。なお、起こった場所は学校の内外を問わないもの」として

調査していた。

1994(平成6)年度から2005(平成17)年度調査までは、いじめを｢①自分より弱いものに

対して一方的に、②身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、③相手が深刻な苦痛を感じて

いるもの。なお、起こった場所は学校の内外を問わない」として調査することとなった。ま

た、1994(平成6)年度より、特殊教育諸学校(現特別支援学校)が新たに調査対象に加わった。

当初の定義との違いは､｢学校としてその事実(関係児童生徒、いじめの内容等)を確認して

いるもの」という文言を削除したことにある。定義を構成する3つの要素については、従来

のものが踏襲されていた。

しかし、2006(平成18)年度調査から、いじめの定義は大幅に修正されることとなる。2006

(平成18)年度調査からは、いじめを｢当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理

的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの。なお、起こった

場所は学校の内外を問わない」として調査することとなった。また、2006(平成18)年度より、

国・私立学校が新たに調査対象に加わったとともに、いじめの態様の区分がより具体的なも

のとなった。いじめの態様の区分には､「ネットいじめ｣が社会問題化したことを受け､｢パソ

コンや携帯電話等で、誹誇中傷や嫌なことがされる」というものも設けられた。先の定義と

の大きな違いは、定義を構成する2つの要素、すなわち、“被害者と加害者の力関係のアンバ

ランスに関する要素(自分より弱いものに対して一方的に)”と、“被害の継続性に関する要素

(攻撃を継続的に加え)”が削除されたことにある。その一方で、これまでも定義を構成して

いた要素である、“被害者の苦痛"、換言すれば、“被害にあっているとされる子どもの主観的

感情”がより一層重視されることとなった。このことにともない、従来は｢いじめの発生件

数｣という用語が用いられていたが、それに代わって｢いじめの認知件数｣という用語が用い

られることとなった。

芹沢(2007)は、こうした定義の変更を｢子どもの申告主義｣への転換であるとし、その

問題点として次の2つをあげている。1つは、子どもの主観が事実と一致しない可能性があ

る、ということである。もう1つは、いじめという暴力の形態的・本質的特徴が定義から失

われたことにより、あらゆる行為が｢いじめ」と判断される可能性がある、ということである。

このような芹沢の主張の根底には、“ある行為がいじめであるかどうかを客観的に判断する

ことができる”という前提があると推察される。

一方、間山(2011)は、芹沢とは異なる問題を指摘している。それは､｢被害者の立場に立つ」

ことでいじめ被害者をエンパワーしようとする文部科学省の説得的定義や各種通知が、ある

グループ(学校教員やいじめ加害者とされる子どもたち)を無力化する可能性である。例え

ば、実際の学校現場には､｢暴力的ないじめ」と見なせる一方で、それとは異なる｢暴力事件」

と見なせる事件もある。同様に､｢加害者｣とされる子どもたちの“被害者に問題がある，，とす

る言い分も、‘‘彼らがいじめを正当化している”と見なせる一方で、“彼らは彼らなりのリアリ

貝巨
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ティをもっている”と見なすことも可能である。にも関わらず、学校教員やいじめ加害者と

される子どもたちの言い分が聞き入れられないとするならば、彼らは社会的現実を構成する

権利を奪われている(ディスエンパワーされている)、というのである。

(3)いじめ行為の分類に着目した研究

先にいじめの定義について紹介してきた。それでは、いじめには具体的にどのようなタイ

プがあるのだろうか。いじめは、その形態や加害者側の意図などから分類することが可能で

ある。そこで、以下ではいじめのタイプに着目した研究をいくつか紹介したい。

いじめの形態別に分類したものには、森田ら(1986)や内藤(2009)などがある。森田

(1986)は、いじめを｢心理的いじめ型｣､｢心理的ふざけ型｣､｢物理的いじめ型｣､｢物理的ふざ

け型｣の4つに分類し、それぞれの発生認知率の違いを分析している。

内藤(2009)は、いじめを｢暴力系のいじめ」と「コミュニケーション操作系のいじめ｣の2

つに分類している(2)。そして、いじめを解決するための短期的な対策として､｢暴力系のいじ

め｣については｢学校の法化｣(学校内治外法権を廃し、通常の市民社会と同じ基準で法に委

ねる)を､「コミュニケーション操作系のいじめ｣については｢学級制度の廃止｣をそれぞれあ

げている。

また、住田(2007)は、①加害者の子どもが自分の行為を｢いじめ｣であると認識している

か否か、②加害者の子どもが、自分の加害行為(いじめ)によって被害者の子どもが苦痛を

感じていることを認識しているか否か、③被害者の子どもの被害感情の有無、という3つの

指標をもとに、いじめを4つに類型化している。そして、それぞれの特徴について述べている。

さらに、藤田(1997)は、いじめを次の4つのタイプに分類している。第1に､｢集団のモラ

ルが混乱・低下している状況(アノミー的状況)のなかで起こるタイプ｣(211頁)である。第

2に､｢なんらかの社会的な偏見や差別に根ざすもので、基本的にはく異質性>排除の論理で展

開する」(212頁)タイプである。第3に､｢一定の持続性をもった閉じた集団のなかで起こる

いじめで、いじめの対象になるのは、集団の構成員で、しかも、なんらかの理由で集団の周

縁に位置する人物である」(212-213頁)タイプである。第4に､｢特定の個人や集団がなんらか

の接点をもつ個人にくりかえし暴力を加え、あるいは、恐喝の対象とする」(213頁)タイプ°

である。

以上紹介した分類を見てもわかるように、いじめは“どういった側面に着目するのか”と

いうことによって様々な分類が可能である、と言えるだろう。

3．いじめはなぜ生じるのか？

(1)いじめの発生要因に関する諸仮説

いじめ研究が行われた当初、“いじめはなぜ生じるのか”ということを明らかにすることを

目的とした研究が比較的多く見られた。いわゆる原因論的アブ°ローチにもとづく研究であ

る。このような研究が盛んに行われた背景には､“いじめの発生メカニズムが明らかになれば、

いじめへの対処法も自ずと出てくるであろう"、という暗黙の前提があったと考えられる。
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滝(1992a)は、いじめの発生要因に関する諸説を次の5つに整理している。第1に､「(加害

者・被害者の)性格原因仮説｣である。これは､｢加害者・被害者の性格上の問題ゆえに“いじ

め”が発生すると考えるもの｣(368頁)である。このような考えにもとづくものとしては、古

くは文部省(1984)や詫摩(1984)がある。これらは、被害者・加害者になりやすい子どもの

性格面や行動面の特徴を列挙するとともに、家庭教育のあり方にまで踏み込んだ内容となっ

ている。同様に、山崎(1985)は､｢単にいじめっ子をワルと見るだけでなく、いじめられっ

子にいじめを受けやすい、いじめられても仕方がないような原因がありはしないか｣(12頁）

という問題意識のもと、被害者と加害者双方の特性について考察している。また、杉原ら

(1986)は、小学生を対象とした質問紙調査にもとづき、加害者・被害者の性格特性につい

て検討している。

加害者・被害者の性格を問題視するという考え方は、今でこそ違和感を感じる人は多いだ

ろう。しかし、かつて文部省が支持していたことからもわかるように、当時はかなり一般的

な考え方であったと推察される。例えば､『児童心理』(金子書房)という雑誌がある。この雑

誌は1947(昭和22)年に発刊され、現在でも教育関係者を中心とする多くの人々に読まれて

いる。この雑誌には教育研究者や学校教員の諭稿などが記載されているが、1980年代の論稿

を見ると、いじめの要因として加害者・被害者の特性に触れているものが少なからず見受け

られる。このことからも、加害者・被害者の性格を問題視するという考え方は、当時の教育

界においてかなり根強かったことがうかがえる。

第2に､「(被害者の心理的特徴等による)機会原因仮説｣である。これは、被害者に何らか

の特徴が見受けられることを認めつつも、それらを主たる発生要因とは考えず､｢集団内に

‘‘いじめ”行為を許容する空間ができたとき、それらが行為の口実になる」(369頁)と考える

ものである。竹川(1993)は、被害者が有するヴァルネラビリテイ（攻撃誘発性)を、その内

容面から3つに分類している。1つ目は､｢特異な身体的違和感や明らかな負性から生じるヴ

ァルネラビリティ」(身体的なハンディキャップ、いつも服装が清潔に保てないことなど)で

ある。2つ目は､「ある一面のつけ込まれやすさから生じるヴァルネラビリテイ」(集団内を支

配している中心的価値基準に照らして劣位に位置すること)である。3つ目は､｢他者への優

越性や、すぐれた面の目立ちやすさから生じるヴァルネラビリティ」(成績が良いことや教師

にほめられたことなど)である。

ただし、竹川は、被害者のヴァルネラビリティが原因でいじめが発生すると主張している

わけではない。竹川は、次の3つの条件、すなわち、①学級集団内に｢いじめ許容空間｣が生

まれること、②加害者側に｢いじめ衝動｣(ある特定の性質や資質を持つ者を攻撃しようとす

る意識ないしは心情のこと)が生まれること、③被害者がヴァルネラビリテイを有している

こと、が整った場合にはじめていじめが発生する、としている。つまりは、竹川が問題視し

ているのは、被害者のヴァルネラビリティではなく、学級集団内にいじめを許容する空間が

つくられることにある、と言えるだろう。同様に、山口(1988)も被害者のヴァルネラビリ

ティに言及している。山口は記号の性格を、無徴と有徴の2つに分けている。無徴とは｢そ

こら辺にあって当たり前だと思うもの｣(58頁)のことであり、有徴とは｢普通とはちがうと

見られていること」(58頁)である。そして、いじめをヴァルネラビリテイを有する被害者の
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有徴性が強調された結果であるとしており、その具体例として被害者に付与される記号論的

なレッテル(あだ名)をあげている。このように、被害者に認められるとされる特性をラベ

リングによって差異が拡大された結果であるとみなすものとしては、上記の他に菅野(1986）

や赤坂(1995)などがある。

第3に､「(加害者の)不適応原因仮説｣である。これは、加害者の示す心理的特徴を主たる

発生要因と考えるのではなく、｢彼らのおかれた状況に起因する一種のストレスや情緒不安

の現れ｣(370頁)と考えるものである。井上(1986)は自身の臨床経験などをもとに、学校生

活に起因するストレスのなかでも受験ストレスに着目し、いじめとの関係について論じてい

る。「(加害者の)不適応原因仮説｣は、児童生徒を対象とした質問紙調査にもとづく研究から

も検討されている。滝(1992a．1996)は、小中学生を対象とした質問紙調査をもとに、加害

者には教師への不満や反発を抱いている者が多いことなどを明らかにしている。また、岡

安・高山(2000)は、中学生を対象とした質問紙調査をもとに、加害者には不機嫌．怒りや

無気力のレベルが高い者が多く、教師との関係が良好でない者が多いことなどを明らかにし

ている。さらに、神藤‘齊藤(2001)は、中学生を対象とした質問紙調査をもとに、学校生

活に起因するストレッサーに子どもたちがどのように対処するかがいじめ行動の生起を左

右することを明らかにしている。このように、いじめの発生要因として子どもたちの学校

生活への不適応やそこから生じるストレスに着目した研究としては、上記の他に秦(1985.

1997)や森下(1999)などがある。

第4に､「(加害者の)規範意識欠如仮説｣である。これは､｢加害者に罪悪感や善悪の判断

力が欠如している、あるいは力による秩序維持の志向が見られる」(370頁)などにより、い

じめに抑止力が働かなかったり、いじめ行為がエスカレートすると考えるものである。秦

(1985)は、小学生を対象とした質問紙調査をもとに、いじめ加害経験の頻度が高い者はそ

うでない者に比べ、逸脱行動に対する許容度が高いことを明らかにしている。また、森田

(1994)は、小中学生を対象とした質問紙調査をもとに、いじめにおける役割の違いによっ

て逸脱行動への評価が異なることを明らかにしている。具体的には､｢加害者｣や｢観衆｣の子

どもたちは、それ以外の子どもたちと比べ、逸脱行動を｢悪くない｣｢おもしろい」と回答す

る者が多いことを明らかにしている。

第5に､「(目撃者による)扇動仮説｣とは､｢"いじめ”行為が当事者だけの問題ではなく、目

撃者の存在を無視することができない｣(370頁)と考えるものである。「(目撃者による)扇動

仮説｣の誕生は､「いじめ集団の四層構造論｣が森田ら(1985)によって提唱されたことに由来

する。｢いじめ集団の四層構造論｣とは、いじめを被害者と加害者に加え｢観衆｣と｢傍観者」

を含めた四層構造でとらえる必要がある、とする考え方である。｢観衆｣とは、いじめに直接

手を下さないものの、いじめを周囲で面白がったり嚇したてたりする子どもたちである。｢傍

観者｣とは、いじめが行われているのを知っていながらも、いじめを見て見ぬふりをする子

どもたちである。｢観衆｣はいじめを積極的に是認する子どもたちであり、｢傍観者｣はいじめ

を暗黙的に支持する子どもたちである。それゆえ、このような子どもたちがいることにより、

いじめに抑止力が働かなかったり、いじめ行為がエスカレートすると考えられている。

以上紹介した5つの原因仮説にもとづく研究は、同時併発的に着手されたわけではなく、
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ある一連の流れをもって展開してきた。次節ではこの点について検討したい．

(2)いじめの発生要因に着目した研究の歴史的変遷

いじめ研究が行われた当初､「(加害者・被害者の)性格原因仮説｣にもとづく研究は比較的

多く見られた。しかし、このような仮説にもとづく研究は、近年ではほとんど行われていな

い。それは､｢性格原因仮説｣が主には次の3つの問題をはらんでいるからである。

第1に､｢性格原因仮説｣では、いじめにおける役割の流動性を説明することができない。

仮に｢性格原因仮説｣が妥当性をもっているとするならば、加害者・被害者は、ある性格特

性をもつ特定の個人に|恨定されるはずである。しかし、滝(1992b)が行った調査研究の結果

は、それとは異なる結果となっている。滝は、小中学生を対象に3年間に渡る追跡調査を行

い、加害経験および被害経験の継続・再発率について検討している。その結果、加害経験．

被害経験ともに、3年ともに経験している者は少ない一方で、単年度のみ経験している者が

多いことを明らかにしている。この結果は、被害者・加害者といったいじめにおける役割が

特定の個人に限定されるのではなく、状況によって変わることを端的に示している。

第2に、被害者に何らかの特徴が認められたところで、それがいじめの原因なのか結果な

のかを判別することができない。杉原ら(1986)は、小学生を対象とした質問紙調査をもとに、

被害者・加害者の性格特性について検討している。方法としては、学級成員の1名以上から

｢いじめっ子｣および｢いじめられっ子｣として選択されたグループを作り、グループ間で性

格特性を比較している。その結果､「いじめられっ子｣に選択された子どもたちは｢いじめっ

子｣に選択された子どもたちに比べ､｢暗い｣｢めだたない｣｢おとなしい｣｢気の弱い｣などの特

性をもつと他の子どもたちから評定されていることが明らかとなっている。しかし、この

ことをもって｢性格原因仮説｣が支持されたと結論づけることはできない。これらの特性は、

いじめられた結果もたらされたものと見なすことも可能であるからである。このことを裏づ

ける調査研究がある。坂西(1995)は、大学生を対象に、大学入学以前に経験したいじめ被

害経験、およびその長期的影響について検討している。その結果、当時の苦痛の程度が大き

いと推察される者ほど､「自信がなくなった｣｢気持が暗くなった｣｢人とのつきあいが消極的

になった」と回答する傾向にあることを明らかにしている。この結果は、もともと明るかっ

たり社交的だったりした子どもが、いじめられたことにより自分に自信がなくなって暗くな

ったり人との付き合いに消極的になったりする可能性を示唆している。同様の指摘は、芹沢

(2007)もしている。芹沢は､「いじめられっ子｣の類型化の試みを不毛であるとし、その理由

として次のことなどをあげている。それは､「いじめられっ子｣は集団身体を強要される教室

のなかで作られるのであって、もともと「いじめられっ子｣が存在するわけではない、とい

うことである。このことを踏まえ、芹沢は､「いじめられっ子｣の固有性が｢集団いじめ｣のな

かで作られる可能性を指摘している。

第3に、被害者にいじめられる原因があるとする考えは、加害者によるいじめ行為の正当

化を容易にしてしまう。森田(1994)は、非行の理論(Sykes,G.MandMatzaD.1957)をも

とに、加害者によるいじめ行為の正当化の方法について検討している。その方法とは､｢責

任の回避｣｢危害の否定｣｢被害の否定｣｢非難者の非難｣｢高度の忠誠への訴え｣の5つである。
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このうち｢被害の否定｣とは､「いじめはたしかに相手に被害をあたえているが、その状況で

は相手が当然受けるべき被害であって、自分は正当な行為をしたまでであると考える」(85

頁)というものである。久保田(2003a)が小学生を対象に行った調査によれば、加害経験を

有する子どもたちの6割以上がいじめた理由として｢相手に悪いところがあるから」をあげて

いた。このことは、子どもたちの多くが｢被害の否定｣という方法を用いて自身のいじめ行

為を正当化している可能性を示唆している。このような状況のもと、教師がいじめられる方

にも原因があると考えていた場合、子どもたちは教師という強力な後ろ盾のもと、いじめ行

為にますます拍車をかけてしまう危険性があると言えよう。

「性格原因仮説｣は以上のような問題をはらんでいたことに加え、文部省(1996)は｢弱い者

をいじめることは人間として絶対に許されない」との強い認識に立つことの重要性を訴えた。

そのため、近年では｢性格原因仮説｣にもとづく研究はほとんど見られず、被害者について

は｢(被害者の心理的特徴等による)機会原因仮説｣が、加害者については｢(加害者の)不適

応原因仮説｣がそれぞれ支持されている。

また、今日では、いじめは被害者や加害者といったいじめの当事者だけの問題ではなく、

学級集団全体のあり方を問われる問題であるとする考えが主流となっている。このような考

え方の転換がなされる上で重要な役割を果たしたのが、先述した｢いじめ集団の四層構造論」

である。｢いじめ集団の四層構造論｣が提唱されて以降、学級集団といじめとの関連について

検討した研究が数多くなされるようになった(3)。

そこで次節では、学級集団といじめとの関連に着目した研究を概観することとしたい。

(3)学級集団といじめとの関連に着目した研究

学級集団といじめとの関連については、次の2つを検討する必要がある。1つは、学級集

団が本来的に備えている特質といじめとの関連である。もう1つは、個々の学級集団によっ

て異なる雰囲気や特性といじめとの関連である。以下では、それぞれについて検討した研究

を紹介したい。

①学級集団の制度的・構造的特蘭といじめ

竹川(1993)は、学級集団の制度的・構造的特質として、次の6つをあげている(75頁)。

①学級集団は、教科学習を第一の集合目標とする機能的集団であること

②学級集団は、社会化機関として教師の生活指導面の訓|育をおこなうこと

③学級集団は、一定期間存続し、その間成員の所属を強制すること

④学級集団の構成員は、教師以外年齢面での同質性と能力や性格などの差異性を持つこ

と

⑤学級集団は、同一空間内にあって成員が相互作用をおこなうこと

⑥学級集団内で過ごされる時間は、成員の生活世界の中心を占めていること

以上6つの特質のうち、竹川は③～⑤の特質を踏まえ、学級集団の成立といじめとの関係

について次のように述べている。｢同年令で一般的には対等だとみなされていても、体力的

には大きな差があるために、一方的な力関係ができあがり(第④項目)、外部の者が容易に

侵入できない教室内で(第⑤項目)、攻撃される側は学級集団から理由なく退出することは
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できず(第③項目)、攻撃する側は情動化した雰囲気を巧みに利用して、不当な手段で相対

的に自己より弱い者を攻撃する」(77頁)。先述したように、いじめ定義を構成する要素のな

かでも｢力関係のアンバランス｣は、いじめと他の行動とを峻別する上で非常に重要な要素

である。竹川の指摘は、このような｢力関係のアンバランス｣が学級集団が組織された時点

ですでに学級集団に内包されていることを物語っている。このことは換言すれば、学級集団

は本来的にいじめを発生しやすい特質を備えている、とも言えるであろう。

また、内藤(2001,2007,2009)は、学級集団ひいては学校の有する問題を｢中間集団全体主

義｣という概念を用いて説明している。｢中間集団全体主義｣とは､｢各人の人間存在が共同体

を強いる集団や組織に全的に埋め込まれざるをえない強制傾向が、ある制度・政策的環境条

件のもとで構造的に社会に繁茂している」(2001,21頁)状態を指す。内藤によれば、学校と

はこのような｢中間集団全体主義｣が現実に成立している場である。学校では､「これまで何

の縁もなかった同年齢の人々をひとまとめにして(学年制度)、朝から夕方までひとつのク

ラスに集め(学級制度)、強制的に出頭させ、全生活を囲い込んで軟禁する(実質的には強制

収容制度になっている義務教育制度)｣(2009,165頁)。こうした狭い生活空間への囲い込み

のもと、子どもたちは性格的に合わない人間とも心理的な距離をとることができず、互いに

関わり合うことを余儀なくさせられる。その結果、学校は｢迫害可能性密度｣の高い政治的

な生活空間(誰かが誰かの運命を左右するチャンスがちりばめられた空間)となる。このよ

うな見解のもと、内藤はいじめを防ぐための短期的な政策の1つとして､｢学級制度の廃止」

を訴えている。

②学級集川特性といじめとの関連に着目した研究

学級集団特性といじめとの関連について検討したものとしては、高木(1986)や滝(1996)、

黒川ら(2007)などがある。高木(1986)は、中学生を対象とした質問紙調査をもとに、教師

のリーダーシップ°、いじめに関する規範、学級集団特'|生という3つの集団特徴と、いじめ認

知率との関係について検討している。その結果、いじめがあまり起こっていないクラスの生

徒はいじめが多発しているクラスの生徒と比べ、①教師がリーダーシップ機能を果たしてい

ると思っていること、②教師がいじめに対して好ましくない態度を低く評価していると思っ

ており、自分たちもそのような態度を低く評価していること、③自分たちのクラスの仲間が

相互に協力的であり、お互いに関心を持ち合っていると思っていること、などを明らかにし

ている。

滝(1996)は、中学生を対象とした質問紙調査をもとに、学級の雰囲気といじめの発生と

の関連について検討している。その結果、①ストレス感情の強い学級では、いじめ行為に関

わる人数が多いこと、②排他性の少ない学級では、いじめ行為に関わる人数が少ないこと、

などを明らかにしている。

黒川ら(2007)は、小中学生を対象とした質問紙調査をもとに、いじめに対する否定的な

準拠集団規範が加害傾向を抑制することを明らかにしている。

以上の調査結果は、いずれも学級集団のあり様がいじめの発生と密接に関わっていること

を示唆している。

また、多くの研究において理論的枠組みとして採用されている｢いじめ集団の四層構造論」
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では、傍観者がいじめを抑止するキーパーソンであると考えられている。そのため、傍観者

に着目した研究も見られる。これらの研究は、次の2つに大別される。1つは、傍観者の被

害者への援助行動に着目した研究である(清水ら1998、青木ら2002、蔵永ら2008など)。こ

れらの研究では、①第三者が被害者への援助行動を行った場合に、いじめが抑制されること、

②援助規範意識や被害者への役割取得が、被害者への援助行動に影響を及ぼすこと、などが

明らかにされている。

もう1つは、傍観者の意識に着目した研究である(大坪1999、渡部ら2001、久保田2008･

2010など)。これらの研究では、①傍観者が被害者への援助を抑制する理由や、②それらの

理由に影響を及ぼす要因などが検討されている。

4．いじめ被害経験は子どもの心身にどのような影響を及ぼすのか？

いじめ被害経験が被害者の心身に及ぼす影響については、被害者から寄せられた手記から

もうかがえる。例えば、週刊少年ジャンプ編集部編(1995)には、過去にひどいいじめを受

けたことにより、成人になってからもその影響に苦しんでいる人々の事例が見られる。

また、いじめ被害経験が被害者の心身に及ぼす影響を実証的に明らかにすることを目的

としたものとしては、坂西(1995)や香取(1999)、森本(2004)などがある。先述したように、

坂西(1995)は、大学生を対象とした質問紙調査をもとに、いじめを受けた当時の苦痛の程

度が大きい者ほど、大学生となった現在においても心身の不調を訴えていること、などを明

らかにしている。

また、香取(1999)は、大学生・短大生を対象とした質問紙調査をもとに、①いじめ被害

経験が及ぼす影響には､マイナスの影響(情緒的不適応、同調傾向、他者評価への過敏)と

プラスの影響(他者尊重、精神的強さ、進路選択への影響)があること、②いじめによる心

の傷を回復するためには、信頼感を回復させる体験をしたり、いじめ体験についての心の整

理をしたり、いじめ体験をプラスに考えることが有効であること、などを明らかにしている。

さらに、森本(2004)は、大学生を対象とした質問紙調査をもとに、①いじめ被害経験が

及ぼす影響には､プラスの影響とマイナスの影響があること、②いじめ被害経験時に、積極

的自力対処を試みた場合にはプラスの影響が高まる一方で、無抵抗・従順対処を試みた場合

にはマイナスの影響が高まること、などを明らかにしている。

以上の調査研究は、いずれも高等教育機関に通う学生を対象としている。しかし、青年を

対象にIH1顧調査を行った場合、経験が質的に再構成されている可能性がある。このことを踏

まえ、久保田(2003b)は、いじめの渦中にある小学生を対象とした質問紙調査をもとに、い

じめ被害経験が子どもの心身に及ぼす影響について検討を行っている。その結果、①いじめ

被害経験が被害者の自尊心低下や活動意欲の低下、情緒不安などを引き起こしていること、

②子どもたちが過去のいじめ被害経験を前向きにとらえる上で、現在の学級集団への適応、

とりわけ対人関係面での適応が重要であること、などを明らかにしている。

久保田の結果は、次の2点において重要な意味を持っていると考えられる。1つは、一見

プラスの影響とも解釈できる被害者の回答(人の気持ちをよく考えるようになった、気持ち

戸へ
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が強くなったなど)は、被害者が過去のいじめ被害経験を前向きにとらえることができるよ

うになっていることを示していると解釈した方が適切なこと、である。もう1つは､スクー

ルカウンセラー制度などに代表される｢学校の心理主義化｣により臨床学的な知識・技術が

学校現場に普及している状況のなか、学級担任教師の果たす役割の重要性をあらためて訴え

ている、ということである。

5．いじめ研究の今後の課題

最後に、これまで紹介してきた研究の結果を踏まえ、今後の研究上の課題として考えられ

ることを5つほどあげ、本稿を締めくくることとしたい。

第1に、文部科学省の調査をめぐる課題である。文部科学省は、2006(平成18)年度調査か

らいじめの定義を大幅に修正した。この点について、間山(2011)は､「より広範に『いじめ』

をとらえようとしているようにみえる」(103頁)と述べている。もし文部科学省がこのよう

な意図のもといじめの定義やいじめを把握する方法を修正したとするならば、疑問に思うの

は、“なぜ学校を対象に調査を行うのか”ということである。子どもを対象に回答者の匿名性

が保たれる形で調査を行えば、文部科学省が言うところの“児童生徒の立場に立った”調査

を行うことは十分可能であると考えられるからである。全数調査に手間やお金がかかると言

うならば､サンプリング調査をすれば済む話である。同様の指摘は内藤(2007)もしており、

学校から独立した第三者機関が無作為抽出法で実施するべきである、としている。

第2に、いじめ行為の分類をめぐる課題である。先述したように、いじめは“どういった

側面に着目するのか”ということによって様々な分類が可能である。ただし、加野(2011)が

指摘しているように、研究者によって分類されたもののなかには、形態や原因が混在してい

ることにより分類の基準が|慶味なものも少なくない。また、理念的にはいじめを分類するこ

とは可能であるが、実際のいじめはどれか1つのタイプに当てはまるものだけではなく、複

数のタイプにまたがったものも見受けられる。それゆえ、いじめ行為の分類については、今

後さらなる検討が求められよう。

第3に、加害者に着目した研究をめぐる課題である。近年では､「(加害者の)不適応原因

仮説｣が支持されており、ストレスといじめとが密接に関係していることが数多くの調査研

究によって明らかとなっている。その一方で、これらの研究では、“ストレスがいじめとい

う攻撃行動につながる”というある種単純化された図式が採用されているように推察される。

しかし、いじめという現象は、集団における個々の子どもたちの立場をめぐる闘争、とい

う非常に政治的な側面をもっている(竹川1993,中井1997,内藤2001･2007･2009,森口

2007,加野2011など)。この点に鑑みれば、“例えストレスが溜まっていたとしても、それを

いじめという形で行動化することのできる権限は、すべての子どもに与えられているわけで

はない”と言えるだろう。今後は、いじめの政治的側面を考慮した上で､ストレスといじめ

との関係を検討する必要があろう。

第4に、ジェンダーの視点に立った研究が少ない、ということである。従来のいじめに関

する調査研究において、男女のいじめの形態の違いは明らかになっているものの、そのよう
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な違いをジェンダーの視点から検討した研究はほとんど見られない(4)。今後は、男女のいじ

めの違いをジェンダーの視点から検討する研究が求められよう。

第5に、いじめ被害経験が被害者の心身に及ぼす影響に着目した研究をめぐる課題である。

先述したように、久保田(2003b)は、小学生を対象とした質問紙調査をもとに、子どもたち

が過去のいじめ被害経験を前向きにとらえる上で、現在の学級集団への適応、とりわけ対人

関係面での適応が重要であること、を明らかにしている。しかし、“なぜ現在の学級集団に

おいて良好な対人関係を取り結ぶことが、過去のいじめ被害経験を前向きにとらえることに

つながっていったのか”ということは必ずしも明らかとはなっていない。そこで着目される

のが､「ナラティブ･セラピー｣の可能性である。北澤(2007)は、テレビドラマ『わたしたち

の教科書』を分析した結果を踏まえ、子どもによる｢いじめ自殺｣を防止するための方法とし

て｢経験の書き換え実践｣の重要性をあげている{51．この研究に鑑みれば、人々が過去のいじ

め被害経験を前向きにとらえる上で、“どういった｢自己物語(selfnarrative)｣を紡ぐ､必要が

あるのか"、また、“そのためにはどういった支援が必要とされるのか"、ということを検討

する必要があろう。

注

(1)

(2)

(3)

(4)

(5）

｢CiNii(論文情報ナビゲータ)｣で｢いじめ｣を検索すると、その数は4844件にのぼる(2012年2月24

1]現在)。

様々な調査により、男子には｢たたく・ける・おどす｣などの｢暴力系のいじめ｣が多い一方で、女

子には｢無視・仲間はずれ｣などの｢コミュニケーション操作系のいじめ｣が多いことが明らかとな

っている(森田ほか編1999など)。

いじめの国際比較研究により、日本では学級でいじめが多く発生するのに対し、海外(イギリス､オ

ランダ､ノルウェー)では校庭でいじめが多く発生することが明らかとなっている(森出監修2001)。

このことも、日本において学級集団といじめとの関係が検討されていることと無関係ではない。

ジェンダーに着目した数少ない研究としては、山口(2010)がある。山口は、被害者の語りからう

かがえるジェンダー規範について検討している。

住IH(2004)も臨床教育社会学における「ナラテイブ･アプローチ｣の可能性について言及している。
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