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Ⅰ　はじめに

エリクソン（１）によれば，健康なパーソナ

リティの第一の構成要素とされるのが基本的

信頼感である。基本的信頼感は生後１年の経

験から獲得される自己自身と世界に対する一

つの態度であり，乳児期に主に母親との交流

の中で形成されるものである。また，基本的

信頼感の獲得はその後の発達段階において，

青年期の同一性の危機にともなう｢時間的展

望対時間的展望の拡散｣として顕在化すると

されている。このことについて谷（２）は，基

本的信頼感が十分に獲得されていない場合，

自己の時間的連続性に基づいた同一性の感覚

が得られないことを明らかにしており，発達

段階初期における基本的信頼感の獲得が青年

期の発達段階においても重要な役割を果たす

ことを指摘している。一方で，信頼感につい

ては青年期などの幼児期以降の発達段階にお

いても変容する側面を持つことも指摘されて
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【要旨】

本研究は，キャンプ活動が青年期のキャンプ参加者の信頼感に及ぼす影響を明らか

にし，キャンプ中の信頼感変容の経験要因を検証した。キャンプに参加した18歳から

34歳まで（平均21.8歳）の専門学校生22名（男18人，女４人）を対象に，天貝が作成

した信頼感尺度と，信頼感影響経験測定項目をもとに筆者が作成した調査用紙を用い

て調査を行った。本研究により以下の結果が得られた。１）キャンプ参加者の信頼感

のうち，「自分への信頼」はキャンプ１ヵ月後にかけて向上し，「他人への信頼」はキ

ャンプ直後に向上し，１ヵ月後まで維持された。また，「不信」はキャンプ直後に減

少した。２）キャンプ中の経験要因について，「受容経験」および「承認経験」はキ

ャンプ中に高い水準で得られたが，「対人的傷つき経験」はほとんど得られなかった。

また，「受容経験」は，主にグループに課題解決を求めるプログラムのプロセスから，

「承認経験」は，基礎的なキャンプ生活に関するプログラムからも獲得されているこ

とが示唆された。
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いる。Rotter（3，4）による対人的信頼感は，個

人あるいは集団が他の個人や集団の用いた言

語・約束・話し言葉や書き言葉によって表さ

れた陳述に対し，それによることが可能とす

る期待と定義され，一般的特質というよりは

獲得された特殊的具体的な特質であり，青年

期以降にも能動的に獲得できるものとされて

いる。

天貝（5）は，過去の信頼感に関する研究を

総括し，信頼感の基盤は人生の初期段階に第

一に獲得されるが，その獲得は不変ではなく，

自己への問い直しがなされる青年期において

再獲得期を迎える可能性を指摘した。そこで，

現在を基準として信頼感を測定する尺度を作

成した結果，信頼感に「自分への信頼」「他

人への信頼」の肯定的な側面と，否定的な側

面である「不信」の３つの側面を見出してい

る。さらに，信頼感が高校生の自我同一性に

与える影響を検証した結果，特にその質的な

充実と安定性が重要であり，自己の積極的な

希求や模索のエネルギー源といった形で自我

同一性の獲得に影響を及ぼすことを明らかに

している。

以上のことから，信頼感は自己概念の発達

にも有効な役割を果たすともの考えられ，発

達初期における基本的信頼感の獲得のみなら

ず，その後の発達段階においても人間の健全

な発達に深く関わるものと考えられる。

ところで，教育的な目的を持って実施され

る組織キャンプは，自然の中での共同生活を

行うことで他者との深い交流がなされること

から，参加者の信頼感に影響を与えるものと

思われる。特に青年期は，自分や他人に対す

る否定的な気持ちを乗り越えながら信頼感の

確立へと向かう信頼感確立の模索期であり（6），

青年期を対象にした場合，キャンプ参加者の

信頼感の肯定的な変容が期待される。そこで，

筆者らは冒険プログラムやキャンプ活動等が

参加者の信頼感に与える影響について検討し

ているが（7，8），実証的な研究は十分とは言え

ず，今後の更なる検証が必要である。

また，近年では組織キャンプによる心理的

効果の要因としてキャンプでの体験内容を取

り上げることの必要性が指摘されている（9）。

信頼感については，その発達に影響を及ぼす

要因として，人からありのままの自分を受け

入れられたと感じた経験や集団の中でのやり

とりに実際に参加した等の「受容経験」，人

から認めてもらったり，物事に取り組みそれ

らを成し遂げたり良い結果を出せた等の「承

認経験」，人とのかかわりの中で傷ついたり，

裏切られたりした等の「対人的傷つき経験」

および「親との親密なかかわり経験」の４つ

の経験要因が明らかにされている（10）。実践

活動に有効な示唆を得るためには，キャンプ

プログラムにおいて，参加者がこれらの要因

をどの程度どのような状況で経験しているか

を検証することは非常に有意義である。

そこで，本研究ではキャンプ活動が青年期

のキャンプ参加者の信頼感に及ぼす影響を検

証することと，キャンプ中の信頼感変容の経

験要因を検証することを目的とし，以下の課

題を設定した。

課題１：キャンプ経験による参加者の信頼感

の変容を明らかにする。

課題２：キャンププログラムにおける信頼感

変容の経験要因を検証する。

Ⅱ　研究方法

１．対象

2006年度Ⅰ専門学校の「キャンプ実習」に

参加した18歳から34歳まで（平均21.8歳）の

専門学校生計22名（男18人，女４人）であっ

た。

２．キャンプの概要

（1）位置づけ

本実習は，2006年６月12日～16日（４泊

５日）にかけて行われた。入学後およそ２ヶ

月が経過した１年生を対象として行われた。



永井・渡邉：キャンプ経験が青年期の信頼感に及ぼす影響 55

本キャンプは同専門学校の教育過程の中に位

置づけられ実施されているものである。

（2）班編成と指導者

本キャンプでは７～８名からなる３班が編

成された。また，指導にはキャンプディレク

ターとして野外教育を専門とする大学教員１

名と専門学校教員１名（筆者）があたった。

さらに，各班には野外教育を専門とする専門

学校生が１名ずつ配置され，参加者に対する

直接的な指導，支援を行った。

（3）プログラム

キャンプ全体のプログラムの流れを表１に

示した。本キャンプのプログラムは「他者と

の積極的な交流」と「自然とのふれあい」が

十分になされるように計画された。テント泊，

野外炊飯等の生活体験を基盤とし，A．S．E

やバックパッキング等の冒険的プログラム，

キャンプファイヤー，クラフト等から構成さ

れた。以下に本キャンプの特徴的なプログラ

ムの概要を記す。

①A. S. E（Action Socialization Experience：

社会性を育む実際体験）

イニシアチブゲームとも呼ばれ，一人では

解決できない精神的，身体的課題に対して，

グループ全員が協力してその課題に取り組む

活動である。課題解決の過程においてグルー

プ内のコミュニケーションが活発になり信頼

感や協力性の向上が期待される。

②ストレートハイク

翌日からのバックパッキングに向けて読

図，コンパスワークの練習を行った。基本的

な講習の後，森の中でのストレートハイク

（藪こぎ）を実施した。

③バックパッキング

班単位で１泊２日の徒歩による遠征を行っ

た。１泊２日の行程は，グループでのミーテ

ィングによって決定された。なお，行程につ

いてはできるだけ長い距離を歩くことや，工

程中にストレートハイク（藪こぎ）を実施す

る等の指導がなされ，冒険的な要素が含まれ

るよう企画された。

３．調査と手続き

（1）信頼感の測定

参加者の信頼感の変容を測定するために，

天貝（5）が作成した24項目からなる「信頼感

尺度」を用いた。信頼感尺度は，「自分への

信頼」，「他人への信頼」，「不信」の３つの下

位因子から構成されており，対人的信頼感を

多次元に測定できることが特徴である。本研

究では，「非常によくあてはまる（６点）」

「あてはまる（５点）」「少しあてはまる（４

点）」「余りあてはまらない（３点）」「あては

まらない（２点）」「全くあてはまらない（１

点）」の６段階評定で用いた。キャンプ１週

間前のオリエンテーション時（以下Pre），キ

表１　キャンププログラム
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ャンプ直後（以下Post１），キャンプ終了１

ヶ月後（以下Post２）の３回にわたり調査を

実施した。

（2）キャンプ中の経験要因の測定

参加者が，信頼感の発達に影響を及ぼす経

験要因をどの程度経験したかを検討するため

に，天貝（10）の信頼感影響経験測定項目をも

とに，筆者らが調査用紙を独自に作成した。

調査用紙は受容経験，承認経験，対人的傷つ

き経験の３つの経験要因から，それぞれキャ

ンプ場面にあてはまる２項目ずつ精選し，

「かなりある（５点）」から「まったくない

（１点）」の５段階評定で回答を求め，その合

計得点を各々の経験要因得点とした（得点範

囲は２～10点）。本研究では，受容経験の

「今日の活動中に，誰かに自分の話を十分に

聞いてもらったことがありますか」，「今日の

活動中に，誰かに自分の気持ちを受け入れて

もらえたと感じたことがありますか」，承認

経験の「今日の活動中に，グループのために

何か活躍した（役割を果たした）ことがあり

ますか」，「今日の活動中に，みんなでやって，

うまくいったことがありますか」，対人的傷

つき経験の「今日の活動中に，人と関わって

ひどく傷ついたことがありますか」，「今日の

活動中に，集団の中で，仲間はずれになった

と感じたことがありますか」の６項目を用い

た。

また，その経験要因の具体的な内容を知る

ために，どのような場面でその経験がなされ

たのかについて自由記述で回答を求めた。な

お，経験要因の一つである「親との親密な関

わり経験」は，本キャンプとは合致しない経

験であるため除外した。測定時期は，キャン

プ中毎晩プログラム終了後であった。

（3）補足資料

結果をより多角的に考察するために，以下

の補足資料を用いた。

①感想文

キャンプ終了10日後までに感想文の提出を

求めた。

②スタッフミーティング

毎晩プログラム後に行われたスタッフミー

ティングで，印象的な出来事や，参加者の健

康状態や人間関係等が各班の指導者から報告

された。

４　統計処理

キャンプ参加者の信頼感の変容と，キャン

プ中の経験要因の経験水準を検証するために

測定時期の１要因分散分析を行った。多重比

較には全てLSD法を用い，有意水準を５％に

固定した。なお，データの分析にはSPSS及

びJava Script-STARを用いた。

Ⅲ　結果および考察

１．課題１

（1）信頼感の変容

キャンプ参加者の信頼感の変容を明らかに

するために，「自分への信頼」，「他人への信

頼」，「不信」の３つの側面について１要因の

分散分析を行った。各側面の得点の平均と標

準偏差を表２に，得点の変化を図１に示し

た。

分散分析の結果，「自分への信頼」（F

（2,42）=5.19 p<.01）および「他人への信頼」

表２　信頼感得点の平均と標準偏差



永井・渡邉：キャンプ経験が青年期の信頼感に及ぼす影響 57

（F（2,42）=3.99 p<.05）に有意差が認められ

た。多重比較の結果，「自分への信頼」では

P r eとP o s t２の間に有意差が認められた

（MSe=0.24）。また，「他人への信頼」では

PreとPost１およびPreとPost２の間に有意差

が見られた（MSe=0.08）。さらに，「不信」

では有意傾向が認められ（F（2,42）=2.51

p<.10），多重比較の結果，PreとPost１の間

に有意差がみられた。

（2）信頼感の変容に関する考察

信頼感の肯定的な２側面においては，「自

分への信頼」が，キャンプ１ヵ月後にかけて

向上し，「他人への信頼」がキャンプ直後に

向上し，１ヵ月後まで維持されたという結果

が得られた。

これらの結果は，杉原ら（11）が青年期の信

頼感の発達的特徴について，他人への信頼は

青年期全体では増加するが，当人の対人関係

における体験を反映して変動的であると述べ

ていることや，谷（２）の対人的信頼感は現実

の対人関係に基づく感覚であるという指摘を

支持するものといえる。本キャンプの参加者

は入学から２ヶ月後間の学校生活を通してあ

る程度の関係を構築しており，本研究におけ

る他人への信頼は参加者間の関係性を反映し

たものであると推測される。従って，キャン

プ活動を通して参加者同士の現実の対人関係

が肯定的に変化したことが，キャンプ直後の

他人への信頼を向上させた要因として考えら

れる。

また，新井ら（12）が，子どもの信頼感は基

本的に他者に対する信頼感がつくられ，その

後に自己に対する信頼感もつくられていくと

述べていることや，信頼感獲得へのアプロー

チとして他者との関わりから他人への信頼を

まず高め，自分への信頼を生み出す必要性が

指摘されている（13）ことから，他者への信頼

の獲得が自分への信頼の向上の前提となる可

能性も考えられる。つまり，本キャンプ参加

者の信頼感の肯定的な２つの側面の変容につ

いては，キャンプによって改善された対人関

係が他人への信頼の向上をもたらし，キャン

プ１ヶ月後にかけての自分への信頼の変容に

影響を与えたものと捉えることもできる。

一方で，信頼感の否定的な側面である「不

信」は，キャンプ終了直後に有意傾向ではあ

るものの減少がみられた。先行研究では，発

達的にみた青年期の不信は一貫した変化がみ

られず，不信の量そのものの個人差が大きく，

不信それ自体は余り変化しない可能性が指摘

されている（8）ことから，キャンプ経験によ

って不信が減少したことは注目すべき結果で

あるといえる。自分という存在をそのまま受

け入れてもらい尊重されていると感じられる

経験が，他人への信頼を高め不信を低減させ

るとされており（10），キャンププログラムに

よる他者との深い交流によって参加者の不信

が減少したものと考えられる。また，１ヵ月

後まで不信の減少が維持されなかったことに

ついては，キャンプ経験で減少したキャンプ

をともに過ごした特定の他者に対する不信

が，一般の他者や社会に対する不信を減少さ

せるまでには至らなかったものと思われる。

青年期においては自分や他人への信頼を構築

することよりも不信を和らげることによって

信頼感全体の肯定的変容が促進される（6）と

図１　信頼感得点の変化
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も言われており，不信の側面からもキャンプ

経験が信頼感の変容に肯定的な影響を与える

ことを示唆する結果が得られた。

本キャンプでは，自然の中での共同生活を

基盤に他者との積極的な交流がなされるよう

A．S．Eやバックパッキング等，グループで

課題に取り組み達成していくプログラムが多

く取り入れられた。その結果，参加者間には

通常の学校生活での交流よりも深い相互作用

が生まれ，仲間や自分自身の新たな一面を発

見する等の対人関係の深化が生じたと思われ

る。キャンプ後の感想文からも「クラスメイ

トの事，自分の事，新しい発見がありました。

特にバックパッキングのメンバーの事でこん

な所もあったんだって新たに知る事が出来て

よかった」，「この学校に入学してこれ程同級

生と向き合ったことは初めてで，人間が自然

の中に入るとちっぽけな存在で人はお互いに

支え合って生きているんだと実感できた」等

の記述が得られた。これらの経験は生活を共

にし，様々な課題に取り組んでいくキャンプ

活動ならではのものであり，このような対人

関係の深まりが信頼感の変容の要因となった

と推察される。

２．課題２

（1）キャンプ中の経験要因

キャンプ中の経験要因の内容を検討するた

めに，「受容経験」，「承認経験」，「対人的傷

つき経験」について測定時期を要因とした１

要因の分散分析を行った（表３，図２）。

その結果，全ての経験要因で有意差がみられ

た。多重比較の結果，「受容経験」（F（4,84）

=3.85 p<.01）では，４日目の値が初日，最終

日よりも高く，２日目の値が最終日よりも高

かった（MSe=1.63）。また，「承認経験」（F

（4,84）=4.14 p<.01）では，初日から４日目

までの値が最終日に比べて高かった

（MSe=2.17）。さらに，「対人的傷つき経験」

（F（4,84）=2.52 p<.05）では初日の値が３日

表３　キャンプ中の経験要因得点の平均と標準偏差および分散分析結果

図２　各測定日の経験要因得点
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目，最終日に比べて高いという結果であった

（MSe=0.62）。

次に，それぞれの経験要因がキャンプ中の

どのような場面で経験されたのかを検討する

ため，記述されたプログラム場面を集計した。

その結果，「受容経験」では合計で138件が抽

出されたうち，バックパッキングが最も多く

（31.9％），次いでA．S．E（11.6％），グルー

プミーティング（10.1％）の順であった（図

３）。「承認経験」では合計で191件が抽出さ

れ，野外炊飯が最も多く（29.3％），次いで

バックパッキング（2 4 . 9％），A．S．E

（10.5％）の順であった（図４）。また，「対

人的傷つき経験」について記述された場面は

８件のみであった。

（2）キャンプ中の経験要因に関する考察

人からありのままの自分を受け入れられた

等の「受容経験」は，本キャンプにおいては

全体的に高い水準で得られていたが，２日目，

４日目に相対的に高い値が示された。２日目

はA．S．Eやバックパッキングに向けたグル

ープミーティングが行われた。４日目はバッ

クパッキングとそのふりかえりが行われ，そ

の後フリータイムを使ってキャンプファイヤ

ーの出し物の相談等が行われた。経験された

場面の記述件数もバックパッキング，A．S．

E，グループミーティングの順であり，キャ

ンプ中の受容経験は主にこれらのプログラム

から得られたものと思われる。これらのプロ

グラムに共通するのはグループが課題の達成

に向けてコミュニケーションを深める点であ

り，グループ内で活発な意見交換が行われて

いたことが各グループの指導者から報告され

ている。また，自由記述からも「こうやった

らいいんじゃないかという意見を聞いてもら

えた（A．S．E）」，「アイデアを出してそれ

をみんなで実践してもらえた（A．S．E）」

等の記述が得られた。これらのことから，キ

ャンプ中の受容経験は，グループが課題達成

に向かうプロセスのから主に得られたものと

考えられ，特に言語的なコミュニケーション

を通じて，お互いの意見や感情を尊重し受け

入れ合う等の経験が受容経験として認知され

たと推察される。

「承認経験」は，初日から４日目までが最

終目に比べて有意に高い値であり，キャンプ

全体を通して高い水準で得られていたことが

分かった。また，経験された場面の記述件数

は野外炊飯が最も多く，バックパッキングや

A．S．E等の主要プログラムを上回っていた。

これらの結果から，キャンプ中の「承認経験」

は，受容経験と同様に課題解決型のプログラ

ムからも得られているが，野外炊飯のような

基礎的なキャンプ生活からも多く得られてい

図３　受容経験の経験場面 図４　承認経験の経験場面
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るものと思われる。野外炊飯に関する自由記

述からは「役割分担がうまくできておいしく

作れた」といった内容が多く得られており，

食事作りではグループの誰もが役割を果たす

ことができ，簡単なことからも他者から認め

てもらう承認経験が得やすいものと思われ

る。これらのことから，キャンプ中の承認経

験は冒険的なプログラム等の特定の活動から

だけでなくキャンプ生活全体から得られるこ

とが示唆されたといえる。

「対人的傷つき経験」は，初日が３日目，

最終日に比べ高い値であったものの全体的に

低い値であった。初日の得点の高さはキャン

プ初日の緊張や不安が影響したものであり，

その後はキャンプ生活への順応により減少し

たと推察される。また，経験された場面も８

件しか抽出されず，「対人的傷つき経験」は

本キャンプではほとんど経験されなかったこ

とがわかった。本研究の結果は，主に受容経

験，承認経験が得られることを示すものであ

ったが，他者との交流が深化すれば葛藤や軋

轢が多くなるため，キャンプの中でも対人的

傷つき経験が生じることも十分考えられよ

う。本キャンプにおいて対人的傷つき経験が

少なかったことについては，プログラムの負

荷が設定が適切であったことや少人数のグル

ープに指導者が配置され，キャンプ中の様々

な体験を肯定的な経験へと導くよう指導がな

されたこと等が要因として考えらよう。

キャンプ中の経験要因についてまとめる

と，「受容経験」，「承認経験」はキャンプに

おいて全体的に高い水準で得られていたが，

「対人的傷つき経験」はほとんど得られなか

った。また，キャンプ中の「受容経験」は，

特にグループに課題解決を求めるプログラム

のプロセスから得られ，「承認経験」は基礎

的なキャンプ生活からも得られることが示唆

された。先行研究では，自分への信頼には，

承認経験が有効に機能すること，受容経験は

他人への信頼を高め不信を低減する影響があ

ることが指摘されており（10），本キャンプに

おいては，キャンプ中に高い水準で獲得され

た受容経験と承認経験が信頼感の変容に強く

作用したものと推察される。

Ⅳ　まとめ

本研究は，キャンプ活動が青年期のキャン

プ参加者の信頼感に及ぼす影響を明らかに

し，キャンプ中の信頼感変容の経験要因を検

証した。キャンプに参加した18歳から34歳ま

で（平均21.8歳）の専門学校生22名（男18人，

女４人）を対象に調査を行い，以下の結果を

得た。

1）キャンプ参加者の信頼感のうち，「自分へ

の信頼」はキャンプ１ヵ月後にかけて向上

し，「他人への信頼」はキャンプ直後に向

上し，１ヵ月後まで維持された。また，

「不信」はキャンプ直後に減少した。

2）キャンプ中の経験要因について，「受容経

験」および「承認経験」はキャンプ中に高

い水準で得られていたが，「対人的傷つき

経験」はほとんど得られなかった。また，

「受容経験」は，主にグループに課題解決

を求めるプログラムのプロセスの中で，

「承認経験」は，基礎的なキャンプ生活に

関するプログラムからも獲得されているこ

とが示唆された。

これらの結果から，キャンプ経験は，青年

期の信頼感発達に効果的に作用するものであ

り，キャンプ中に経験される他者との深い関

わりが特に重要であるという示唆が得られ

た。他者との深い相互作用が得られるようプ

ログラムを計画することで，キャンプ自体が

参加者にとって意義深いものとなる。しかし，

他者との関わりが深化すればするほど葛藤や

軋轢が生じる可能性も高まり，参加者の発達

段階や特性に応じたプログラミングや指導に

よって，関わりの量や質が調整されていくこ

とが必要であろう。

今後は，キャンプ中の経験要因の検証の精
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度を高め，信頼感の変容とキャンプ中の経験

要因の関連を検証し，因果関係を明らかにす

ることが望まれる。
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