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知的障害者に対する態度の多次元的研究に焦点をあてて文献の概観を行い，態度研究の今後の方向性について検討
を行った。
まず，知的障害者に対する態度が多次元的であることを確認するために，先行諸研究において抽出された次元（因

子）について調べた。各研究において抽出された次元は，内容別に，�．好意―非好意，�．肯定―否定，�．統合
―分離，�．社会的距離，�．ノーマライゼーション，�．原因論，�．能力・性格の７カテゴリーに分類すること
ができた。
次に，性，接触経験などの要因が，態度次元に影響を及ぼしているのかどうかについて調べた。その結果，男性よ

りは女性が，また，接触経験が有る人の方が無い人よりも，多くの次元で好意的であることがわかった。
最後に，複数の要因が複雑にからみ合って複数の態度次元にさまざまな形で影響を及ぼしながら，態度形成がなさ

れることを分析検討するための１つの手法として，共分散構造分析法が有効となるのではないか，ということを示し
た。
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１．はじめに

知的障害者が地域生活を円滑に進めていくためには，
身辺処理・運動・コミュニケーション・自己統制などに
関する自分自身の能力を高めていこうとする本人の努力，
親や教育・福祉関係者等の支援に加えて，知的障害者に
対する一般社会の人々の理解ある態度が必要になってく
るだろう。知的障害者に対する一般社会の人々の態度を
無視して，知的障害者の社会参加を推進することはむず
かしいといえよう（Helander, １９９３; Henry, Keys, Jopp,
& Balcazar,１９９６）。
わが国の障害者福祉政策は，１９８１年の国際障害者年以

降，進展してきたといえよう（小澤，２０００a；総理府障
害者対策推進本部，１９９３）。国際障害者年その他が契機
となり，近年，障害者の社会参加が推進され，障害者と
健常者との接触機会が多くなってきた。
ところが，障害者に対する社会一般の人々の態度は，

養護学校や障害者施設を設置しようとする場合に反対運
動が起こってくる現象をみても明らかなように，障害者
にとって必ずしも望ましいものであるとはいえない（朝
日新聞，１９９７，１９９８；大野，１９８２；小澤，２０００b）。
さて，知的障害児（者）に対する健常児（者）の態度

に関しては，数多くの研究が，さまざまな観点からなさ

れてきた。そうした中，１９６７年時点においては，知的障
害者に対する態度の領域において行われた研究は，主に
好意的態度対非好意的態度という感情的次元に関連した
研究であり，多次元的に行われていないことをEfron &
Efron（１９６７）は指摘した。彼らは，高校生の態度に関
して，１．SD法による評価，２．SD法による力量―活
動，３．形容詞チェックリストによる好意性，４．社会
的距離の４次元から分析検討したJaffe（１９６６）の研究
を例外として注目し，態度を多次元的に分析することの
重要性に言及している。
本研究においては，Efron & Efronの研究以降，多く

の研究が行われている知的障害者に対する態度の多次元
的研究に注目しながら，まず，知的障害者に対する種々
の態度次元を明らかにする。次に，各態度次元に影響を
及ぼしている要因について検討する。最後に，複数の要
因が複雑にからみ合って複数の態度次元に影響を及ぼし
ながら態度形成がなされることを分析するための１つの
手法としての共分散構造分析法の有効性に言及する。

２．知的障害者に対する態度次元

態度は複雑であり，多要素的であり，多次元的構造を
なしている，といわれている（Antonak & Livneh，
１９９１）。障害者に対する態度研究の概観を行ったいくつ
かの研究においても，多次元性に関して言及されてきた連絡先著者：生川善雄
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（川間，１９９６；河内，１９９０；清水，１９８５；徳田，１９８８）。
以下，知的障害者に対する態度の多次元的研究について
概観する。
上述のEfron & Efron（１９６７）は，知的障害者に対す

る態度の次元性を探求する尺度を開発するために，大学
生，教師などに調査を行い，次の６因子を抽出した。す
なわち，１．施設収容による分離（segregation via insti-
tutionalization），２．文化的剥奪（cultural depriva-
tion），３．非難なしの原因論（noncondemnatory etiol-
ogy），４．個人的排斥（personal exclusion），５．権威
主義（authoritarianism），６．絶望（hopelessness）の
６個であった。これらの因子について，障害関係教師と
一般教師，教職以外の人との比較，障害専攻学生と一般
学生の比較，などを行っている。
知的障害者に対する一般人の態度に関する先行諸研究

は，一貫しない結果を生み出してきた。その原因は，好
意―非好意の連続体という単一次元にそって態度尺度を
使用した方法的限界にあり，このような連続体上の得点
は，態度に関しての大まかな徴候を与えることしかでき
ない，とGottlieb & Corman（１９７５）は指摘した。彼ら
は，一般人の態度の複雑さを理解しようとするならば，
特に，コミュニティの受け入れと関連づける場合には，
より包括的な態度分析が必要になるとして，知的障害児
に対する態度の底に潜んでいる次元を探索した。４３０名
の回答者の調査結果に因子分析を適用し，�肯定的ステ
レオタイプ，�コミュニティの分離，�教室の分離，�
身体障害及び知的障害の理解，の４因子を抽出した。さ
らに，Gottlieb & Cormanは，性，年齢水準，教育水準，
接触水準による態度次元ごとの差異についても検討を行
い，知的障害児に対する態度を多次元的に分析すること
の有効性を示した。
黒人に対する態度の要素が知的障害者に対する態度を

議論する場合にもあてはまるかどうかを検討しようとし
て，Harth（１９７４）は，知的障害者に対する大学生の態
度に黒人に対する多次元態度尺度の適用を試みた。彼は，
Woodmansee & Cook（１９６７）の黒人に対する１０個のオ
リジナル下位テストから５個の下位テストを選択し，知
的障害用の尺度に書き換えた。それらは，統合―分離政
策（integration―segregation policy），過度の好意（over-
favorableness），社会的距離（social distance），個人的
権利（private rights），かすかな軽蔑的信念（subtle de-
rogatory beliefs）であった。分析の結果，これら５個
の態度尺度は信頼できるものであることがわかった。ま
た，各下位テスト内の項目は同質である傾向にあった。
さらに，下位テストは互いに比較的独立している傾向に
あった。ただし，Harth（１９７４）のこの研究は，彼自身
が多次元的分析を行って次元を抽出し，尺度を開発して
いるわけではない。
知的障害者に対する態度の多次元的な分析は，子ども

を対象として調査したデータにも実施されている。
普通教育を受けている小学２年生から７年生（日本の

中学１年生）の児童を対象として，Voeltz（１９８０）は重
度障害児に対する態度調査を実施した。その多次元的な
分析の結果を見ると，�社会的接触の意欲（social―con-
tact willingness），�逸脱の結末（deviance consequa-

tion），�実際の接触（actual contact），タイプＡ，�実
際の接触（actual contact），タイプＢの４つの因子が抽
出されている。この結果を受けて，さらに，Voeltz
（１９８２）は，小学４年生から６年生の子どものデータに
ついて，重度障害児に対する態度調査の多次元的な分析
を行った。その結果，�社会的接触の意欲，�逸脱の結
末，�実際の接触，車椅子，�実際の接触，知的障害，
�穏やかな逸脱の結末（mild deviance consequation），
の５因子を抽出している。Voeltzはこれらの因子につい
て，性，接触程度，などと関連づけて検討を行っている。
形容詞のチェックリストを用いて，Gottlieb &

Switzky（１９８２）は，小学３年生から６年生の子どもの
知的障害児に対する態度構造の発達的変化を検討してい
る。その結果によると，一般的否定的評価（general
negative evaluation），一般的肯定的評価（general posi-
tive evaluation），好ましさ（likeability），不幸（unhap-
piness）の４つの直交因子が抽出された。
知的障害児（者）に対する態度に関しての多次元的な

分析については，わが国においても，１９６０，７０年代にい
くつか行われている。
健常児の知的障害児に対する態度を多方面から研究し

た遠藤・山口（１９６９）は，知的障害児の性格特性に関す
る中学生・高校生の認知について，因子分析（セントロ
イド法）を実施して検討し，「誠実性―不誠実性」，「陽
性―陰性」の２因子を抽出している。
中村（１９７０）は，６３９名の一般市民の知的障害児に対

する態度を因子分析的に検討している。その結果として，
「接触感の因子」，「福祉行政の因子」，「外的原因の因
子」，「内的原因の因子」，「処置の因子」，「伝染の因子」，
「信念の因子」，「適応の因子」，「親子関係の因子」，「影
響の因子」の１０個の因子を抽出している。１０個の因子の
うち，高い負荷量を示す項目が１個しかない因子があっ
たり，高い負荷量が２項目の因子も４個あるなど，コン
ピュータならびに統計解析ソフトが普及し，因子分析の
方法が洗練された今日から見れば，適切な因子が抽出さ
れたとはいいがたい面もある。
その後，中村（１９７９）は知的障害者に対して非好意的

態度を示す学生９８名のデータに因子分析を適用し，非好
意的態度の１６個の因子を抽出している。しかし，１６個の
因子は多すぎるし，説明力も４４．７％ということで，中
村自身，もっと多くの非好意的態度の人の資料を集める
必要がある，としている。
１９９０年以降になっても，知的障害児（者）に対する態
度に関して，多次元的に検討した研究は，多く見られる。
田川・由良（１９９２）は，知的障害児に限定してはいな

いが，障害児に対する小学生の態度について検討を行い，
小学５，６年生の調査結果の分析から，「積極的受容的
意識」因子，「傍観者的逃避的意識」因子の２つを抽出
している。
社会福祉，保育，幼児教育，児童学等を専攻している

２７０名の女子大生に対し，生川・安河内（１９９２）は知的
障害者に対する態度調査を実施した。「精神薄弱に対す
る実践的好意」，「精神薄弱に対する無理解」，「精神薄弱
に対する責任」，「精神薄弱の出生原因」，「精神薄弱との
統合」，「精神薄弱問題への期待」の６因子を抽出している。
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知的障害者の治療（treatment）にかかわる者が優生
学（eugenics）の原理の適用を支持するかどうかを知る
ために，Antonak, Fielder, & Mulick（１９９３）は，優生
学の適用に対する態度尺度の開発を行った。この尺度は，
「精神遅滞者は産児制限を実行することができる」，「精
神遅滞者の避妊手術はわれわれの社会問題の多くを解決
する」といった３２項目の質問に同意するかどうかを尋ね
ている。Antonak, Fielder, & Mulickは，因子分析の結
果から，優生学の適用に対する態度は１次元であること
を明らかにしている。
知的障害者に対する態度を測定するために，Antonak

& Harth（１９９４）は，上記のHarth（１９７４）の精神遅滞
態度目録（Mental Retardation Attitude Inventory）の
改訂を行っている。２３０名のデータに因子分析を適用し，
その結果から統合―分離（integration―segregation），
社会的距離（social distance），個人的権利（private
rights），かすかな軽蔑的信念（subtle derogatory be-
liefs）の４個の尺度を作成した。そして，精神遅滞態度
目録の多次元的構造，４つの尺度の独立性を確認してい
る。
高校生から一般成人に至る４６９名を対象として知的障

害者に対する態度調査を行い，生川（１９９５）は，「実践
的好意」，「能力肯定」，「統合教育」，「地域交流」，「理念
的好意」の５個の態度次元を見出している。
多次元的な観点から，知的障害者に対する態度尺度を

作成する過程において，Henry et al．（１９９６）は４個の
因子を抽出している。すなわち，�エンパワメント
（empowerment），�排除（exclusion），�保護（shel-
tering），�類似性（similarity）の４因子である。これ
ら４因子に基づき，Henry et al．はコミュニティ生活
態度尺度―精神遅滞形式（CLAS―MR）を作成した。
ノーマライゼーションの構築が，知的障害者に対する

社会的な知覚に積極的な影響を持つかどうかを検討する
ために，ノーマライゼーションが進んだ国（スウェーデ
ン）とそれと比較すると進んでいない国（イングランド）
とにおける障害者のコミュニティ居住（presence）に対
する青年の態度が比較された（Hastings, Sjostrom, &
Stevenage,１９９８）。Hastings et al．は知的障害者の生活
を特徴づける場面や活動の範囲を反映した２２項目への回
答について，主軸因子分析，直接オブリミン法による斜
交回転を行い，「通常の生活（ordinary life）」と「余暇
統合（leisure integration）」の２因子を抽出している。
これら２因子について，知的障害者に対する態度と言語
障害者に対する態度とを，また，スウェーデンの青年の
態度とイギリスの青年の態度とを比較している。
大学生を対象として，知的障害者に対する態度調査を

行った生川・那須（２００１）は，多次元的な分析から５個
の因子を抽出した。そのうち，１個の因子は解釈不能で
あったが，他の４因子については，「実践的好意」，「能
力肯定」，「社会参加同意」，「理念的好意」と命名するこ
とができた。これら４因子のうち，「実践的好意」，「能
力肯定」，「理念的好意」の３因子については，生川
（１９９５）においてもほぼ同様の因子が認められている。
上述の精神遅滞と優生学に対する態度尺度（AMRE），

精神遅滞態度目録（MRAI）及びコミュニティ生活態度

尺度―精神遅滞形式（CLAS―MR）の３つの態度尺度を
使用して，Horner―Johnson, Keys, Henry, Yamaki, Oi,
Watanabe, Shimada, and Fugjimura（２００２）は日本人
学生の知的障害者に対する態度構造を研究している。そ
の結果，３つの態度尺度すべての因子構造は，アメリカ
合衆国で見出された構造を再現していた。すなわち，日
本人学生からも，エンパワメント・排除・保護・類似
性・統合―分離・社会的距離・個人的権利・かすかな軽
蔑的信念・優生学の９つの次元を確認した。
以上，多次元的な観点から知的障害者に対する態度の

分析を行った研究を概観してきた。多次元的な分析にお
いて抽出される因子は，調査対象の違い，質問内容の違
い，分析方法の違い，などにより異なってくるので，単
純に比較検討することには無理もある。しかし，諸研究
の間で類似の調査対象，質問内容，分析方法を用いて調
査を行っている面もあるので，各研究間で共通の因子が
抽出されたりもしている。
身体障害者に対する態度研究において抽出された次元

を整理した試みとしては，いくつか見られる。すなわち，
障害者に対するネガティブな態度の起源に関して，次元
的な展望を行い，�社会文化的―心理的次元，�感情的
―認知的次元，�意識的―無意識的次元，�過去経験的
―現在状況的次元，�内部発生的―外部発生的次元，�
理論的基盤―経験的学習次元の６次元をあげているLiv-
neh（１９８８）の研究，障害の知覚に関して多次元的な観
点から展望を行い，異なった研究によって見いだされた
さまざまな次元の特殊性において差異が明らかである反
面，大きな次元におけるかなりの共通性もあるとして，
�身体的（physical），�認知的（cognitive），�行動的
―情動的（behavioral―emotional），�正常性（normality）
の４次元の構造が多くの研究において一貫しているとし
たSchmelkin（１９８８）の研究などである。わが国におい
ても，河内（１９９０）が，２人の心理学研究者の協力を得
て，身体障害者（児）に対する態度研究において抽出さ
れた３７の因子を，�ノーマライゼーション，�拒否・差
別，�交流，�性格・情緒，�能力，�障害恐怖の６カ
テゴリーに分類している。
本研究においても，上述の中村（１９７９）を除いた知的

障害者に対する態度研究１８編のうち，因子が重複してい
る４編の研究を除き，見出された次元を，上記の分類を
参考に，�．好意―非好意，�．肯定―否定，�．統合
―分離，�．社会的距離，�．ノーマライゼーション，
�．原因論，�．能力・性格の７カテゴリーに強いて分
類した。その結果は，表１の通りであった。これらのカ
テゴリーは，�．統合―分離と�．社会的距離は�．
ノーマライゼーションに含めることも可能であるように，
必ずしも独立しているとはいえない。しかし，このよう
に分類することにより，これまでの研究において抽出さ
れた因子が，いくつかのカテゴリーに整理でき，共通の
因子が抽出されていることが明らかとなる。

３．各態度次元に影響を及ぼす要因

態度研究に関する文献の概観から，Jordan（１９７１）
は，態度に関わる重要な要因として，�経済的―人口統
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表１ 先行諸研究の因子の分類

因 子 名 分 類

Jaffe（１９６６）
１．SD法による評価 � 好意―非好意
２．SD法による力量―活動 � 能力・性格
３．形容詞チェックリストによる好意性 � 好意―非好意
４．社会的距離 � 社会的距離

Efron & Efron（１９６７）
１．施設収容による分離（Segregation via Institutionalization） � 統合―分離
２．文化的剥奪（Cultural Deprivation） � ノーマライゼーション
３．非難なしの原因論（Noncondemnatory Etiology） � 原因論
４．個人的排斥（Personal Exclusion） � 好意―非好意
５．権威主義（Authoritarianism） � ノーマライゼーション
６．絶望（Hopelessness） � 肯定―否定

Gottlieb & Corman（１９７５）
１．肯定的ステレオタイプ � 能力・性格
２．コミュニティの分離 � 統合―分離
３．教室の分離 � 統合―分離
４．身体障害及び知的障害の理解 � 肯定―否定

Harth（１９７４）
１．統合―分離政策（Integration―segregation policy） � 統合―分離
２．過度の好意（Overfavorableness） � 好意―非好意
３．社会的距離（Social distance） � 社会的距離
４．個人的権利（Private rights） � ノーマライゼーション
５．かすかな軽蔑的信念（Subtle derogatory beliefs） � 肯定―否定

Voeltz（１９８０）
１．社会的接触の意欲（social―contact willingness） � 社会的距離
２．逸脱の結末（deviance consequation） � 肯定―否定
３．実際の接触（actual contact），タイプＡ � 社会的距離
４．実際の接触（actual contact），タイプＢ � 社会的距離

Gottlieb & Switzky（１９８２）
１．一般的否定的評価（General Negative Evaluation） � 肯定―否定
２．一般的肯定的評価（General Positive Evaluation） � 肯定―否定
３．好ましさ（Likeability） � 好意―非好意
４．不幸（unhappiness） � 肯定―否定

遠藤・山口（１９６９）
１．誠実性―不誠実性 � 能力・性格
２．陽性―陰性 � 能力・性格

中村（１９７０）
１．接触感の因子 � 社会的距離
２．福祉行政の因子 � ノーマライゼーション
３．外的原因の因子 � 原因論
４．内的原因の因子 � 原因論
５．処置の因子 � ノーマライゼーション
６．伝染の因子 � 原因論
７．信念の因子 � 好意―非好意
８．適応の因子 � 肯定―否定
９．親子関係の因子 � ノーマライゼーション
１０．影響の因子 � 肯定―否定

田川・由良（１９９２）
１．積極的受容的意識 � 好意―非好意
２．傍観者的逃避的意識 � 好意―非好意

生川・安河内（１９９２）
１．精神薄弱に対する実践的好意 � 好意―非好意
２．精神薄弱に対する無理解 � 肯定―否定
３．精神薄弱に対する責任 � 好意―非好意
４．精神薄弱の出生原因 � 原因論
５．精神薄弱との統合 � 統合―分離
６．精神薄弱問題への期待 � 好意―非好意

Antonak, Fielder, & Mulick（１９９３）
１．優生学の適用 � 原因論

生川（１９９５）
１．実践的好意 � 好意―非好意
２．能力肯定 � 能力・性格
３．統合教育 � 統合―分離
４．地域交流 � ノーマライゼーション
５．理念的好意 � 好意―非好意

Henry et al．（１９９６）
１．エンパワメント（empowerment） � ノーマライゼーション
２．排除（exclusion） � 統合―分離
３．保護（sheltering） � ノーマライゼーション
４．類似性（similarity） � ノーマライゼーション

Hastings, Sjostrom, & Stevenage（１９９８）
１．通常の生活（ordinary life） � ノーマライゼーション
２．余暇統合（leisure integration） � 統合―分離
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計学的要因（性，年齡，収入），�接触要因（接触量，
接触の質，接触の自発性，接触の喜び），�社会―心理
的要因（価値観の方向性），�知識的要因（態度の対象
についての事実に基づいた情報量）の４つの変数を指摘
している。また，Sandler and Robinson（１９８１）は，態
度に関する文献研究において，態度に関連しているとし
て最も頻繁に仮定される要因は，接触と情報の両方ある
いはどちらか一方である，としている。
本節では，知的障害者に対する態度形成に影響を及ぼ

していると考えられる要因に関し，前節で取り上げた態
度次元に着目しながら，�性，�接触経験，�その他，
に分けて各要因が態度次元に及ぼしている影響について
みていく。

� 性
知的障害者に対する態度を多次元的に検討したGot-

tlieb & Corman（１９７５）は，次のように述べている。知
的障害児の統合教育に対する態度においても，障害児と
しての知的障害児についての認識においても性差はな
かった。また，女性の高卒者，大卒者は，同様な教育程
度の男性よりも肯定的ステレオタイプを示した。しかし，
高校を卒業していない男性も女性もこのステレオタイプ
を拒否しているようであった。知的障害者との接触経験
のない回答者の間では，男性の大卒者は女性の大卒者よ
りもコミュニティでの知的障害者の分離を支持している
ようであった。これらの結果は態度における性差が教育
レベルと関係づけることなく考えられないことを示唆し
ている，としている。
小学２年生から７年生（日本の中学１年生）の児童に

障害児に対する態度調査を実施したVoeltz（１９８０）の結
果を見ると，�社会的接触の意欲，�逸脱の結末，�現
実的接触，タイプＡ，�現実的接触，タイプＢの４因子
いずれにおいても，小学２年生から７年生の児童にあっ
ては，すべての因子で女子の方が男子よりも有意に受け
入れが良好であった。
情緒反応尺度と態度尺度とを用いて，Beh―Pajooh

（１９９１）は，重度障害学生に対する非障害学生の態度や
情緒的反応について検討した。その結果，女子学生は男
子学生に比べて，情緒反応尺度と態度尺度との両方の尺
度で，統計学的に有意に好意的な反応を示していた。
小学５，６年生の障害児に対する態度調査の結果から，

田川・由良（１９９２）は，積極的受容的な意識は男子より
も女子の方が高く，他方，傍観者的逃避的意識は女子よ
りも男子の方が高いことを報告している。調査結果から
見る限り，女子の方が障害児により好意的であるという
ことができよう。
知的障害者に対する態度調査結果の分析から，生川

（１９９５）は，「実践的好意」，「能力肯定」，「統合教育」，
「地域交流」，「理念的好意」の５個の態度次元において，
いずれも女性の方が男性よりも好意的であることを見出
している。
イギリス人とスウェーデン人の青年を調査対象として，

知的障害者および言語障害者に対する態度を測定した
Hastings, Sjostrom, & Stevenage（１９９８）の研究におい
ても性差は認められている。すなわち，全体として，女

子の方が男子よりも統計的に有意に好意的態度を示した。
このような差は，イギリス青年，スウェーデン青年の両
方に見られた。また，知的障害者および言語障害者に対
するいずれの態度においても認められた。
精神遅滞態度目録改訂版（Antonak & Harth, １９９４）

を用いて，高校生の態度調査を行ったKrajewski & Fla-
herty（２０００）の研究においても，性差が認められた。
すなわち，「統合―分離」，「社会的距離」，「個人的権利」，
「かすかな軽蔑的信念」の４個の下位テストのうち，「統
合―分離」を除いた３個の尺度で，女子の方が男子より
も統計的に有意に知的障害者に対して好意的態度を示し
た。
大学生を対象として知的障害者に対する態度調査を

行った生川・那須（２００１）の結果を見ると，「実践的好
意」と「理念的好意」については，社会福祉以外を専攻
する男子学生は好意度が低かったが，社会福祉を専攻す
る男子学生・女子学生，福祉以外を専攻する女子学生は
知的障害者に対して好意的であった。「社会参加同意」，
「能力肯定」については，性差は認められなかった。
以上，知的障害者（心身障害者）に対する態度に関し

て，次元別に性差を検討した８編の研究をみてきた。８
編の研究の中で，性差は次元別に，また対象者の属性を
考慮して分析すべきであるとしたGottlieb & Corman
（１９７５）の研究を除いた７編の研究は，性差の認められ
ない次元もあったが，概して，女性の方が男性よりも知
的障害者に対して好意的であるといえるものであった。

� 接触経験
態度形成の条件の１つとして，Allport（１９３５）は，

経験の累積的統合をあげている。Okolo & Guskin
（１９８４）は，知的障害児（者）に対する態度を好意的な
ものに変える要因として，知的障害児（者）との接触経
験をあげている。また，三澤（１９８４）も，障害者に対す
る態度改善のあるべき方向の１つとして，障害者との接
触機会の拡大をあげている。
接触経験が人種偏見に及ぼす影響に関するAllport

（１９５８）やBrown（１９９５）の検討からも明らかなように，
単なる接触では人種偏見の解消に効果を及ぼさない。同
様に，単なる接触からは，知的障害者に対する好意的態
度の形成には結びつかないであろうことは予測できる。
障害者に対する態度に及ぼす接触の効果に関する２７４

編の研究において得られた３１８の比較の結果から，５１％
は接触に関してボジティブな効果が，１０％はネガティブ
な効果が，そして，３９％は有意差なしという結果が得ら
れた（Yuker, １９８８）。このデータのχ２乗検定の結果
は，０．１％水準で有意であった。すなわち，チャンスレ
ベルよりも，より多くの研究が接触に関してポジティブ
な効果を有しており，より少ない研究がネガティブな効
果を持っていた。したがって，態度形成には，接触経験
が効果を持つということができることになる。
重度障害学生との社会的接触の量が，非障害学生の重

度障害学生に対する態度や情緒的反応に及ぼす影響につ
いて，Beh―Pajooh（１９９１）が検討を行っている。その
結果を見ると，社会的接触経験のある学生の方がない学
生よりも，情緒反応尺度，態度尺度とも有意に好意的な
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反応を示した。
障害児に対する児童の態度を，接触経験，多次元性と

いうことに着目して検討を行ったVoeltz（１９８０，１９８２）
の研究において，社会的接触の意欲因子に関して，高接
触群の因子スコアが低接触群，非接触群に比べて大きい
ことが認められている。
接触と知識の要因を包含する交流教育（養護学校の障

害児との交流）や統合教育（学級での障害児との交流）
が障害児に対する態度形成に及ぼす影響について，田
川・由良（１９９２）は，小学５・６年生を調査対象として
検討している。分析の結果，統合教育経験のある児童の
方がない児童よりも積極的受容的因子得点が有意に高
かった。交流教育経験がある場合には，統合教育経験が
ある方が積極的受容因子得点が有意に高かったが，交流
教育経験がない場合には，統合教育経験の影響はなかっ
た。傍観者的逃避的因子得点に関しては，交流教育経験
がある場合にもない場合にも統合教育経験の影響は見ら
れなかった。交流教育経験は，統合教育経験がない場合
に傍観者的逃避的因子得点を高くする影響を与えていた。
「実践的好意」，「能力肯定」，「統合教育」，「地域交流」，
「理念的好意」の５個の態度次元と知的障害者との接触
経験との関連を分析した生川（１９９５）の結果を見ると，
接触経験の有る人の方が無い人に比べて，実践的好意度
が高く，また，地域での交流を推進しようという気持ち
も強かった。しかし，「能力肯定」，「統合教育」，「理念
的好意」次元に関しては，接触経験と態度との関連性は
認められなかった。
教育学部の学生７９名を対象として，大谷（２００２）は交

流経験の質・知的障害児（者）との接触経験の質と知的
障害児（者）に対する態度との関連を分析した。小・中
学校のときの知的障害児（者）との交流経験がない人（意
義づけ不可群），交流経験があり，その経験を意義が
あったと感じている人（意義の発見群），交流経験があ
り，その経験の意義に迷いを感じている人（意義の迷い
群）の３群の態度を，筆者と同一の尺度（生川，１９９５）
を使用して比較している。その結果によると，「地域交
流」と「実践的好意」において統計的に有意な差を認め
ている。また，「理念的好意」に有意な差の傾向を見出
している。得点を見ると，意義の迷い群の得点が最も低
くなっている。小中学生時代の知的障害児（者）との接
触の意義づけに迷いがあると，好意的な態度がとりにく
いということになる。さらに，接触経験を通したかかわ
りにおける意義の発見別に，意義づけ不可群と意義の発
見群に分け，２群の得点を比較している。その結果，
「実践的好意」，「能力肯定」，「統合教育」，「地域交流」，
「理念的好意」の５個の尺度すべてにおいて意義の発見
群の得点が高かった。
Krajewski & Flaherty（２０００）は，精神遅滞態度目録

の改訂版（Antonak & Harth, １９９４）を用い，高校生の
知的障害者に対する態度について調査を行った。接触の
頻度との関係で結果を見ると，「統合―分離」，「社会的
距離」の２つの下位尺度において，高接触群の方が低接
触群よりも有意に好意的な態度を示した。なお，「個人
の権利」，「かすかな軽蔑的信念」の２つの下位尺度につ
いては，接触頻度と有意な関連性はなかった。

以上，接触経験と知的障害者に対する態度との関係を
見てきた。生川（１９９５）の「能力肯定」，「統合教育」，「理
念的好意」，Krajewski & Flaherty（２０００）の「個人の
権利」，「かすかな軽蔑的信念」のように，態度次元に
よっては，接触経験と態度との間に関連性の見られない
場合もあった。田川・由良（１９９２）の研究では，養護学
校の障害児との交流教育経験は受容的な態度の形成に必
ずしも望ましい効果を持つとは言えなかったが，学級で
障害児と交流する統合教育経験は態度形成に望ましい効
果を示していた。また，大谷（２００２）の研究では，交流
経験の意義づけに迷いを感じている人もいる。これらの
研究を見ても明らかなように，接触経験が全面的に態度
に効果的な影響を及ぼしているとは言えない。しかし，
全般的に見ると，接触経験は知的障害者に対する好意的
態度と結びついていると考えることができる研究が多
かった。

� その他の要因
知的障害者に対する態度に影響を及ぼす要因としては，

性や接触経験以外にも，種々の要因が考えられる。ここ
では，知識，専攻について取り上げる。
知識が態度に影響を及ぼすという点に関しては，身体

障害者に対する態度を接触経験と知識との両面から検討
し，接触経験の多いものは身体障害についての知識も多
く，身体障害に対する態度も肯定的であるとした研究
（Higgs, １９７５）をみてもわかるように，知識と接触と
は関連性が深いと考えられる。田川・由良（１９９２）は，
交流教育や統合教育が接触と知識の要因を包含するとと
らえている。確かに，障害者との接触を繰り返していれ
ば，障害者への関心も高まり，知識も増えることになる
だろう。この両要因を切り離すことは困難ではあるが，
ここでは，知識に焦点を当てた研究をいくつか見ていく。
読書により，知的障害に関する知識を獲得すれば，態

度が改善されることが考えられる。川間（１９９８）は，読
書法により，知的障害者に対する態度の改善を次元別に
検討した。態度の改善・維持に関して，態度次元により
多少の差異はあるが，総合的には，読書材料としては，
学問的な知識に関する材料を読むよりも，情緒的な内容
を多く含む材料を読む方が態度を改善し，さらに維持さ
せやすいという結果が得られている。
Krajewski & Flaherty（２０００）は，知的障害者の状態

や環境に関する高校生の知識を評定するために，知的障
害者を知っている場合には，どういう関係で知っている
か，すなわち，きょうだいか，親戚か，隣人か，知人か，
学校友達か，それ以外かを尋ね（あてはまるものすべて
をチェックする），高校生の知的障害に関する知識を５
段階に分類した。精神遅滞態度目録の改訂版（Antonak
& Harth，１９９４）を用い，知識段階と知的障害者に対す
る態度との関係について分析した結果，「統合―分離」
「社会的距離」「個人の権利」「かすかな軽蔑的信念」の
４個の尺度とも，知的障害に関する知識が尺度得点に統
計学的に有意な影響を及ぼしてはいなかった。
知識と態度次元との関連について検討した生川（１９９５）

の結果を見ると，知的障害の出現に関する知識の有る人
の方が無い人よりも実践的好意度が高く，統合教育に同
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意し，さらに，知的障害者との交流を推進する気持ちも
強かった。しかし，「能力肯定」，「理念的好意」につい
ては，知識と態度との間に関連性が見られなかった。
以上，知的障害に関する知識といっても，その幅は広

い。したがって，どのように知識水準を測定するかに
よって，態度との関連が見出されたり，見出されなかっ
たりすることになってくるだろう。
次に，専攻と態度との関係についてみる。
知的障害者に対する態度の次元に注目しながら研究を

行ったEfron & Efron（１９６７）によると，知的障害分野
を専攻する学生は一般教育の学生に比べて権威主義的で
はなかった。彼らは，知的障害者の将来について希望を
持ち，知的障害者の分離や施設入所を支持しない傾向に
あり，また，文化的剥奪を知的障害の明らかな原因とみ
なす傾向があった。
生川・那須（２００１）は，「実践的好意」，「能力肯定」，

「社会参加同意」，「理念的好意」の４個の態度尺度に関
して専攻，性と関連づけて分析した。その結果，「実践
的好意」と「理念的好意」については，社会福祉以外を
専攻する男子学生は好意度が低かったが，社会福祉を専
攻する男子学生・女子学生，福祉以外を専攻する女子学
生は知的障害者に対して好意的であった。「社会参加同
意」については，社会福祉を専攻する学生は福祉以外を
専攻する学生に比べて好意的であったが，性差は認めら
れなかった。このような結果から，専攻だけを取り上げ
て検討するよりは，性と関連づけて検討することの方が
より意義ある結果が得られることが明らかとなった。
精神遅滞と優生学に対する態度尺度（AMRE），精神

遅滞態度目録（MRAI）及びコミュニティ生活態度尺度
―精神遅滞形式（CLAS―MR）の３つの態度尺度を使用
して，日本人学生の知的障害者に対する態度について研
究したHorner―Johnson et al.（２００２）は，各態度尺度と
学生の専攻との関係を検討している。Horner―Johnson
et al．は学生の１２の専攻を大きく自然科学（physical sci-
ence），経済学（economics），工学（engineering），精
神保健（mental health）の４つのカテゴリーに分けた。
なお，教育，文学，看護学専攻は混合カテゴリー群とし
た。精神保健群は心理学とソーシャルワーク専攻であっ
た。「エンパワメント」に関しては専攻群間で有意差は
なかった。「排除」に関しては精神保健群は，自然科学・
経済群，工学群よりも有意に得点が低かった（より好意
的な態度を示した）。「個人的権利」については，群間で
有意差がなかった。「統合―分離」「社会的距離」「かす
かな軽蔑的信念」の３つの尺度については，精神保健群
は，自然科学・経済群，工学群，専攻不明群よりも有意
に好意的な態度を示した。以上のように，尺度によって
は専攻群間で知的障害者に対する態度に差は見られな
かったが，全体としてみると，精神保健群は他の専攻群
よりも知的障害者に対する態度において好意的であると
いえよう。
専攻と態度との関連について検討した研究は多くない。

専攻の分け方によっても得られる結果は異なってくるだ
ろうし，今後の課題といえよう。

４．態度形成の因果分析に向けて

以上見てきたように，知的障害者に対する態度構造は
多次元的であるという観点に立ち，多くの研究が行われ
ていた。これらの研究は，変数の相関関係の背後に潜む
構造を研究するために，探索的因子分析を行い，さまざ
まな因子を抽出して，態度構造が多次元的であることを
実証していた。
さて，上述の先行諸研究は，因子分析を適用すること

により知的障害者に対する態度構造の多次元性を明らか
にすることはできた。また，各次元（因子）に影響を及
ぼしている要因について次元ごとに検討することもでき
た。しかし，各次元間の因果関係，複数の要因が複数の
次元にどのような形で絡み合って影響を及ぼしているの
かについては，分析検討できなかった。
１９９０年以降になって，探索的因子分析の限界がしばし
ば指摘されるようになってきた。すなわち，因子（構成
概念）間の因果関係を扱うことができないため法則定立
的な研究ができないこと，因子分析法には仮説検証機能
がないこと，などである（豊田，１９９２）。そして，限界
を踏まえた上で，因子間の因果関係を検討できること，
複数個の因果モデルの優劣を比較できること，などから
共分散構造分析の利点が指摘されてきている（豊田・前
田・柳井，１９９２；豊田，１９９８；狩野・三浦，２００２）。
知的障害者に対する社会の人々の態度形成について考

えてみると，３で概観したように，性，接触経験，知識，
専攻など複数の要因が複雑に絡み合って態度形成に関与
していることが予想される。また，態度そのものについ
てみても，２で見たように複数の次元が考えられる。し
たがって，複数の要因が複雑にからみ合って，複数の態
度次元にさまざまな形で影響を及ぼしながら，態度が形
成されると予測することができよう。
このような観点に立ち，われわれは知的障害者に対す

る態度形成について共分散構造分析を適用して分析検討
した（Narukawa, Maekawa and Umetani,２００５）。小学
生時代の統合教育の経験，小中学生時代における知的障
害児との接触経験・家族で知的障害問題を話題にした経
験，などが知的障害者に対する態度に種々の形で影響を
及ぼすだろうと予測をたて，因果モデルを構築して検討
を行った。
因果モデルに対して行った共分散構造分析の結果，

「小学統合」は「小学接触」や「家族話題」に影響を及
ぼしていた。しかし，「小学統合」から「能力肯定」や
「統合教育同意」，「理念的好意」などには，予測に反し
て，積極的な意味での影響は及ぼしていなかった。「小
学接触」は，「中学接触」にある程度の影響を及ぼして
いた。また，「能力肯定」へはいくらかの影響を，「実践
的好意」には少しの影響を及ぼしていた。「中学接触」
は，「統合教育同意」に小さな影響を及ぼし，「能力肯定」
へは小さなマイナスの影響を及ぼしていた。「家族話題」
から「実践行動」，「中学接触」へは明らかな影響が認め
られた。「家族話題」から「理念的好意」，「実践的好意」
へのパス係数は有意ではあったが小さかった。このよう
な結果から，知的障害児と健常児とがうまく結びつくよ
うに学校側が配慮をした場合には，統合や交流が態度形

知的障害者に対する態度に関する文献研究

２１



成にプラスに作用するであろうが，単に障害児と健常児
とを一緒にしただけでは，知的障害児に対する態度改善
には結びつかず，場合によってはマイナスに作用するこ
とさえある，と考えられた。
以上のような共分散構造分析の結果から，必ずしも明

確な形で態度形成について明らかにすることはできな
かったが，態度形成の研究に共分散構造分析の適用の有
効性が示唆された，ということはできよう。いくら共分
散構造分析が有効な分析の手段であっても，適切な変数
が用いられなければ，明確な結果を得ることはできない
だろう。今後，観測変数，潜在変数をよく吟味した上で
共分散構造分析を適用すれば，探索的因子分析を実施し
て行ってきた多次元的な分析をさらに深めることができ，
態度形成の因果関係をよりいっそう明確にすることがで
きるであろう。
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