
１．問題設定

　本稿の目的は、一般の人々の教師の不祥事イメー
ジと教師への信頼の実態を明らかにするとともに、
その規定要因を、本人の学校経験とメディア接触に
着目して実証的に検討することである。
　現在、学校の教師は過重労働や急激な教育改革
が注目され、世論から「同情」される一方で、不適
格教師や児童・生徒に対するわいせつ行為などが注
目され、「非難」の対象にもなっている。内田ほか
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（2020）は変形労働時間制の導入に焦点を当て、ブ
ラックとも称される教師の労働環境を指摘している。
久冨（2017）は、教師に次々と新しい業務や評価制
度が導入される教育改革の在り方を「行政犯罪」と
して厳しく批判している。教師に同情的なこれらの
論調は、近年において珍しいものではない。それと
同時に、広田（2005）や山田（2010）が指摘するよ
うに、教師は社会的にさまざまなことを期待される
がゆえに、力量不足や不祥事が注目され、非難の対
象にもなりやすい。2019年に暴行罪とも見なし得る
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兵庫県の教師間いじめ事件が注目されたことや、
2021年に教師のわいせつ行為が問題視されて「教
育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する
法律」が制定されたことは、記憶に新しい（１）。
　それでは、人々は教師の不祥事の状況（懲戒処
分の内訳や犯罪率）について、どのようなイメージ
を持っているのだろうか。そして、そのイメージは
どれほど正確なのだろうか。また、そのイメージに
よる影響も含めて、どのような人が教師を信頼でき
る／できない存在と捉えているのだろうか。以上の
点を大規模データから明らかにしたい。
　これまでの先行研究を概観すると、中井・庄司

（2009）、須藤（2020）のように、生徒の教師への信
頼を分析する研究は少なからず存在する。また、露
口（2012）のように、保護者や地域住民の教師への
信頼を分析する研究も存在する。しかし、保護者や
地域住民に限定されない一般の人々の教師への信頼
は、それが世論として教育界に無視できない影響を
与えていることが想定されるにもかかわらず、十分
には分析の対象とされてこなかった。佐藤（2016）は、
遅々として進まない教師政策の課題として「教員養
成の高度化」「教職の専門職化」「教職と教師教育の
自律性」「待遇の改善」を挙げている。これらが進
まない理由として、財政的な事情があることは言う
までもないが、特に後二者については、一般の人々
の教師への信頼がこれらを推進するほどまで成熟し
ていないことも一因だろう。人々の教師イメージや
信頼を明らかにすることは、政策の背後にある世論
を知るという点でも、意義があると考えられる。
　なお、「信頼」の中にもさまざまな種類がある。山
岸（1998）は、「信頼」を他者全般に対する「一般
的信頼」と特定の人または人々に対する「情報依存
的信頼」に大別した上で、「情報依存的信頼」の中
に「個別的信頼」（特定の個人に対する信頼）や「カ
テゴリー的信頼」（特定のカテゴリーに属する人々に
対する信頼）があるとしている。本稿で注目するのは、
教師という職業集団に対する「カテゴリー的信頼」
となる。「カテゴリー的信頼」は最もステレオタイプ

が反映されやすい種類の信頼とされており、その点
において本稿は、一般の人々の教師に対するステレ
オタイプを明らかにするものとも言える。
　以上の議論をふまえ、本稿のリサーチクエスチョ
ン（RQ）をまとめると、以下の三つである。

RQ1 　教師の懲戒処分に関する人々のイメージはど
のようなものか

RQ2 　教師の犯罪率に関する人々のイメージはどの
ようなものか

RQ3 　どのような人が教師を信頼している／してい
ないのか

　人々の教師の不祥事イメージと教師への信頼に影
響する要因としては、基本属性、本人の学校経験、
メディア接触（ニュース系とフィクション系）に着目
する。本人の学校経験による影響については、フェ
スティンガー（1957＝1996）の認知的不協和理論、
メディア接触による影響については、Gerbner & 
Gross（1976）の培養理論を根拠とする。
　認知的不協和理論とは、人は矛盾する認知を同時
に抱えた状態を回避するために、自身の態度を変更
するという理論である。イソップ物語の「きつねと
ブドウ」（すっぱいブドウ）がしばしば例として挙げ
られる。教師への意識に当てはめれば、学業達成が
振るわなかった、学校生活で苦痛を抱いたなど、ネ
ガティブな学校経験がある者は、学校教育の担い手
である教師を肯定的に捉えると、「望ましい存在とし
ての学校教育」と「それに適応できなかった自分」
との間に不協和が生じるため、それを回避するため、
教師を否定的に捉えると考えられる。
　また、培養理論とは、メディア接触は人々の社会
認識を培養する作用があるという理論である。ガー
ブナーが示しているのは、暴力シーンを含むテレビ
番組を多く見ていると、実社会では暴力事件はそれ
ほどないにもかかわらず、暴力事件が多発している
と認識するという効果である。教師の暴力・わいせ
つ、犯罪などはフィクションにおいてよく描かれる
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し、ニュースにおいても記事になりやすい傾向があ
る。したがって、それらのメディアへの接触が、教
師は不祥事が多いという方向に、人々の認識に影響
する可能性が考えられる。
　もちろん、この二つの理論だけで、人々の教師の
不祥事イメージと教師への信頼をすべて説明できる
ということはあり得ない。より網羅的な分析は今後
の課題とし、基本属性、本人の学校経験、メディア
接触（ニュース系とフィクション系）によって、人々
の教師の不祥事イメージと教師への信頼をどの程度
説明できるのか、その一端を明らかにすることが本
稿の意図である。

２．使用データ

　本稿で分析に使用するデータは、筆者がNTTコ
ムに委託して2020年に実施したWeb調査「教育に

ついての意識・経験に関する調査」である。調査対
象は日本全国の25 ～ 59歳4500名であり、2015年の
総務省「国勢調査」に基づいて、世代（４類型）×
地域（４類型）×性別（２類型）の32類型の人数比
が母集団と等しくなるようにサンプル割り付けを
行った。また、調査会社のモニターを対象とした調
査では、回答者が高学力層に偏る傾向があるため、
回顧的に尋ねた中学成績（３類型）でも層化を行い、
万全とは言えないまでも、サンプルの偏りが最小限
になるように工夫した。各割り付けセルのサンプル
サイズなどは、須藤（2021）を参照されたい。
　なお、本稿における分析対象は、調査サンプル
4500名から当事者性が高い学校教員と学生を除い
た4417名とする。つまり、教育関係者ではない25
～ 59歳の人々が母集団となる。
　以下の分析で使用する独立変数（基本属性、本

表１　分析に使用する独立変数の記述統計量
有効度数 最小値 最大値 平均値 標準偏差

女性ダミー 4417 0.000 1.000 0.497 0.500
年齢（10歳単位） 4417 2.500 5.900 4.296 0.936
最終学歴：中学・高校<基準> 4417 0.000 1.000 0.318 0.466
最終学歴：専門学校ダミー 4417 0.000 1.000 0.139 0.346
最終学歴：短大・高専ダミー 4417 0.000 1.000 0.099 0.299
最終学歴：大学ダミー 4417 0.000 1.000 0.398 0.490
最終学歴：大学院ダミー 4417 0.000 1.000 0.045 0.208
職業：正社員・職員<基準> 4417 0.000 1.000 0.448 0.497
職業：非正規社員・職員ダミー 4417 0.000 1.000 0.062 0.241
職業：主婦・主夫ダミー 4417 0.000 1.000 0.246 0.431
職業：自営・自由業ダミー 4417 0.000 1.000 0.078 0.268
職業：フリーターダミー 4417 0.000 1.000 0.060 0.237
職業：無職ダミー 4417 0.000 1.000 0.106 0.308
高校生以下子供ありダミー 4417 0.000 1.000 0.285 0.451
私立中学出身ダミー 4417 0.000 1.000 0.071 0.257
中３成績：上位ダミー 4417 0.000 1.000 0.329 0.470
中３成績：中位ダミー 4417 0.000 1.000 0.336 0.472
中３成績：下位<基準> 4417 0.000 1.000 0.336 0.472
高３時希望職実現ダミー 4417 0.000 1.000 0.202 0.402
小中高イヤな思い出ダミー 4417 0.000 1.000 0.667 0.471
週メディア時間（10時間単位）ニュース番組 4417 0.000 2.750 0.430 0.526
週メディア時間（10時間単位）Webニュース 4417 0.000 2.750 0.273 0.432
週メディア時間（10時間単位）新聞 4417 0.000 2.750 0.116 0.273
週メディア時間（10時間単位）ドラマ 4417 0.000 2.750 0.415 0.608
週メディア時間（10時間単位）小説・漫画 4417 0.000 5.500 0.240 0.560
週メディア時間（10時間単位）ゲーム 4417 0.000 2.750 0.282 0.587
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人の学校経験、メディア接触）の記述統計量を表１
に示す。高３時希望職実現ダミーは「高校３年生（高
校に通っていなかった場合は17 ～ 18歳）のときの
なりたかった職業と、現在の職業が一致しています
か」について、「完全に一致している」「ある程度一
致している」を１、「あまり一致していない」「まった
く一致していない」を０とした。小中高イヤな思い
出ダミーは「小中高時代にイヤな思い出がある」に
ついて、「とてもあてはまる」「まああてはまる」を１、

「あまりあてはまらない」「まったくあてはまらない」
を０とした。週メディア時間は、「テレビや動画サイ
トでニュース番組・報道番組を見る」「Yahooニュー
ス、LINEニュースなどのWebニュースを見る」「新
聞を読む（電子版を含む）」「テレビや動画サイトで
ドラマを見る」「小説やライトノベルを読む（電子版
を含む）」「漫画を読む（電子版を含む）」「テレビゲー
ムやパソコンゲーム・携帯ゲームをする」という質
問文で尋ね、選択肢の範囲の中間値をとって実時間
に換算した。なお、小説時間と漫画時間は高い相関
が見られたため、合算して分析に使用する（２）。

３．分析結果

3.1�．RQ1「教師の懲戒処分に関する人々のイメージ
はどのようなものか」の検証

　まず、教師の懲戒処分イメージを調査した結果が
表２である。
　この表から、人々の教師の懲戒処分イメージとし
て最も多いのは「わいせつ行為」であり、次いで「体
罰」であることがわかる。しかし、公式統計に基づ

けば、教師の懲戒処分・訓告などで最も多いものは
「交通違反」である。文部科学省「公立学校教職員
の人事行政状況調査」によれば、2019年度に懲戒
処分・訓告などを受けた教育職員は「交通違反」
2487人、「体罰」550人、「わいせつ行為」273人、「個
人情報の取り扱い」313人、「公費の不正使用」62
人となっている。つまり、人々のイメージは実態より
も、「体罰」「わいせつ行為」に大きく偏っている（３）。
　以下、回答者数が少ない「個人情報の取り扱い」
と「公費の不正使用」を「個人情報・公費不正」と
してまとめ、「交通違反」「体罰」「わいせつ行為」「個
人情報・公費不正」の４カテゴリーの教師の懲戒処
分イメージを従属変数とする多項プロビット回帰分
析を行う。分析結果が表３である。なお、このよう
な４カテゴリーを従属変数とする分析では、多項ロ
ジスティック回帰分析が用いられることが多いが、
多項ロジスティック回帰分析は無関係な選択肢から
の独立（IIA）の仮定が必要となる。今回の分析では、
カテゴリーの内容から判断して、IIAの仮定を満た
さないと考えられるため、ロジスティックモデルで
はなくプロビットモデルを採用した（４）。また、回帰
係数は解釈しづらいため、限界効果（独立変数が１
増加したときに従属変数の確率がいくら変化する
か）の平均値を算出する。これらについては以後の
RQ2とRQ3の分析においても同様である。
　この分析から、教師の懲戒処分イメージについて、
以下のことが読み取れる。年齢が高い人ほど、「個
人情報・公費不正」だと思いづらい。大卒であるほ
ど、「個人情報・公費不正」だと思いやすい。無職
であるほど、「体罰」だと思いやすい。中学時代に
成績が良かった人ほど、「わいせつ行為」「個人情報・
公費不正」ではなく「交通違反」だと思いやすい。
新聞を読んでいる人ほど、「体罰」ではなく「個人
情報・公費不正」だと思いやすい。ドラマを見てい
る人ほど、「体罰」だと思いやすい。ゲームをしてい
る人ほど、「個人情報・公費不正」ではなく「わい
せつ行為」だと思いやすい。これらの解釈は最終節
でまとめて行う。

表２　教師の懲戒処分イメージの回答分布
有効度数 パーセント

交通違反 504 11.4％
体罰 1152 26.1％
わいせつ行為 2446 55.4％
個人情報の取り扱い 154 3.5％
公費の不正使用 161 3.6％

合計 4417 100.0％
質問文：「小中高の教師が懲戒処分・訓告などを受ける理
由として、最も多いものは次のどれだと思いますか」
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3.2�．RQ2「教師の犯罪率に関する人々のイメージ
はどのようなものか」の検証

　次に、教師の犯罪率イメージを調査した結果が表
4である。
　この表から、人々の教師の犯罪率イメージとして
は「同じくらい」や「やや高い」が多いことがわかる。
しかし、公式統計に基づけば、教師の犯罪率は一般
の人々と比べて「とても低い」値となっている。警
察庁「令和元年の犯罪」を文部科学省「学校基本

表３　教師の懲戒処分イメージの規定要因（多項プロビット回帰分析）
交通違反 体罰 わいせつ行為 個人情報・公費不正

平均
限界効果

有意
確率

平均
限界効果

有意
確率

平均
限界効果

有意
確率

平均
限界効果

有意
確率

女性ダミー 0.008 -0.021 0.013 0.001
年齢（10歳単位） 0.003 0.006 0.006 -0.015 ***
最終学歴：
　中学・高校<基準>
　専門学校ダミー -0.027 -0.016 0.032 0.011
　短大・高専ダミー -0.029 0.043 -0.007 -0.006
　大学ダミー -0.016 -0.018 0.010 0.024 *
　大学院ダミー 0.015 -0.031 0.011 0.006
職業：
　正社員・職員<基準>
　非正規社員・職員ダミー -0.024 -0.001 0.027 -0.002
　主婦・主夫ダミー -0.028 0.020 0.032 -0.024
　自営・自由業ダミー 0.022 -0.028 0.007 -0.001
　フリーターダミー 0.002 0.021 -0.015 -0.008
　無職ダミー 0.025 0.047 * -0.047 -0.025
高校生以下子供ありダミー -0.009 -0.013 0.015 0.007
私立中学出身ダミー 0.017 0.021 -0.043 0.005
中３成績：
　上位ダミー 0.060 *** 0.029 -0.044 * -0.045 ***
　中位ダミー 0.032 ** 0.023 -0.026 -0.029 **
　下位<基準>
高３時希望職実現ダミー 0.023 -0.013 -0.013 0.003
小中高イヤな思い出ダミー 0.014 -0.014 0.011 -0.011
週メディア時間（10時間単位）
　ニュース番組 -0.012 -0.002 0.019 -0.005
　Webニュース -0.010 -0.001 0.020 -0.009
　新聞 0.028 -0.066 * 0.002 0.037 *
　ドラマ -0.003 0.033 ** -0.015 -0.015
　小説・漫画 0.017 -0.005 -0.021 0.009
　ゲーム -0.010 -0.001 0.029 * -0.019 *
Nagelkerke擬似決定係数 0.041
尤度比のカイ二乗検定 p=0.000
有効度数 4417

***p<0.001　**p<0.01　*p<0.05

表４　教師の犯罪率イメージの回答分布
有効度数 パーセント

とても高い 245 5.5％ ⎫
⎬
⎭

31.3％
やや高い 1139 25.8％
同じくらい 2358 53.4％ 53.4％
やや低い 559 12.7％ ⎫

⎬
⎭

15.3％
とても低い 116 2.6％

合計 4417 100.0％ 100.0％
質問文：「教師の犯罪率は、同じ年齢層の人々と比べてど
れくらいだと思いますか」
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調査」、総務省「人口推計」と組み合わせて算出す
ると、2019年の刑法犯検挙率は教員では0.041％、
25 ～ 59歳全体では0.181％である。したがって、人々
の教師の犯罪率イメージは実態よりもかなり高いほ
うに偏っている。なお、教師の犯罪率の検討は、須
藤（2020）でより詳細になされている。
　以下、回答結果を「高い」「同じくらい」「低い」
の３カテゴリーに縮約し、教師の犯罪率イメージを

従属変数とする多項プロビット回帰分析を行う。分
析結果が表５である。なお、従属変数を５段階のま
ま用いる重回帰分析や順序プロビット回帰分析も検
討したが、ここではどのような人が「低い」という
公式統計と一致する回答をし、どのような人が「高い」
という公式統計と大きく異なる回答をするのかに主
な関心があるため、各カテゴリーの回答傾向が明確
になる多項プロビット回帰分析を採用した。

表５　教師の犯罪率イメージの規定要因（多項プロビット回帰分析）
モデル１ モデル２

高い 同じくらい 低い 高い 同じくらい 低い
平均

限界効果
有意
確率

平均
限界効果

有意
確率

平均
限界効果

有意
確率

平均
限界効果

有意
確率

平均
限界効果

有意
確率

平均
限界効果

有意
確率

女性ダミー 0.017 0.003 -0.020 0.017 0.002 -0.019
年齢（10歳単位） 0.023 ** -0.028 *** 0.005 0.021 ** -0.027 ** 0.006
最終学歴：
　中学・高校<基準>
　専門学校ダミー -0.015 0.019 -0.004 -0.020 0.019 0.001
　短大・高専ダミー 0.022 -0.012 -0.010 0.021 -0.011 -0.010
　大学ダミー -0.016 0.006 0.011 -0.017 0.005 0.012
　大学院ダミー -0.045 0.050 -0.004 -0.042 0.047 -0.005
職業：
　正社員・職員<基準>
　非正規社員・職員ダミー 0.001 0.007 -0.008 -0.007 0.011 -0.005
　主婦・主夫ダミー -0.024 0.014 0.010 -0.033 0.018 0.015
　自営・自由業ダミー -0.022 -0.010 0.031 -0.023 -0.009 0.032
　フリーターダミー -0.022 0.028 -0.006 -0.020 0.026 -0.006
　無職ダミー -0.017 0.024 -0.007 -0.012 0.023 -0.011
高校生以下子供ありダミー 0.025 -0.027 0.002 0.023 -0.026 0.003
私立中学出身ダミー 0.029 -0.001 -0.027 0.038 -0.007 -0.031
中３成績：
　上位ダミー -0.049 ** 0.006 0.043 ** -0.042 * 0.005 0.037 *
　中位ダミー -0.022 0.016 0.006 -0.020 0.015 0.006
　下位<基準>
高３時希望職実現ダミー -0.002 -0.008 0.009 0.001 -0.011 0.010
小中高イヤな思い出ダミー 0.041 ** -0.042 ** 0.000 0.040 ** -0.041 * 0.000
週メディア時間（10時間単位）
　ニュース番組 -0.039 * 0.009 0.030 * -0.042 ** 0.010 0.032 **
　Webニュース 0.042 * -0.024 -0.018 0.038 * -0.021 -0.017
　新聞 0.046 -0.031 -0.015 0.055 -0.036 -0.018
　ドラマ 0.029 * -0.032 * 0.003 0.031 ** -0.032 * 0.001
　小説・漫画 0.021 -0.006 -0.015 0.026 -0.008 -0.018
　ゲーム 0.002 0.002 -0.005 -0.005 0.006 -0.001
教師の懲戒処分イメージ：
　交通違反<基準>
　体罰ダミー 0.114 *** -0.063 * -0.051 **
　わいせつ行為ダミー 0.243 *** -0.115 *** -0.128 ***
　個人情報・公費不正ダミー -0.003 0.031 -0.027
Nagelkerke擬似決定係数 0.025 0.080
尤度比のカイ二乗検定 p=0.000 p=0.000
有効度数 4417 4417
***p<0.001　**p<0.01　*p<0.05
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　モデル１から、教師の犯罪率イメージについて、
以下のことが読み取れる。年齢が高い人ほど、「同
じくらい」ではなく「高い」と思いやすい。中学時
代に成績が良かった人ほど、「高い」ではなく「低い」
と思いやすい。小中高でイヤな思い出がある人ほど、

「同じくらい」ではなく「高い」と思いやすい。ニュー
ス番組を見ている人ほど、「高い」ではなく「低い」
と思いやすい。Webニュースを見ている人ほど、「高
い」と思いやすい。ドラマを見ている人ほど、「同じ
くらい」ではなく「高い」と思いやすい。
　また、モデル２から、教師の懲戒処分のイメージ
が体罰・わいせつ行為である人ほど、教師の犯罪率
を「同じくらい」「低い」ではなく「高い」と思いや
すいことがうかがえる。これは特に強い影響である。
以上の結果の解釈は最終節でまとめて行う。

3.3�．RQ3「どのような人が教師を信頼している／し
ていないのか」の検証

　最後に、教師への信頼の状況を調査した結果が
表６である。

　この質問については、もちろん「正解」はない。
回答の分布を見ると、教師を信頼できると思ってい
る人々よりも、そうではない人々のほうがやや多い
現状となっている。
　以下、回答者数が少ない「とてもそう思う」を「ま
あそう思う」と統合し「そう思う」とした上で、「そ
う思う」「あまりそう思わない」「まったくそう思わな
い」の３カテゴリーの教師への信頼を従属変数とす
る多項プロビット回帰分析を行う。分析結果が表７
である。なお、重回帰分析や順序プロビット回帰分

析を採用しなかった理由は、表５と同様、各カテゴ
リーの回答傾向を明確にするためである。
　モデル１から、教師への信頼について、以下のこ
とが読み取れる。女性ほど、「そう思う」ではなく「あ
まりそう思わない」と感じやすい。年齢が高い人ほど、

「まったくそう思わない」と感じづらい。（中・高卒と
比べて）専門学校卒であるほど「そう思う」と感じ
やすく、短大・高専卒であるほど「まったくそう思
わない」と感じづらく、大学院卒であるほど「あま
りそう思わない」ではなく「そう思う」と感じやすい。
自営・自由業、無職であるほど、「まったくそう思わ
ない」と感じやすい。学齢期の子供がいる人ほど、「あ
まりそう思わない」「まったくそう思わない」ではな
く「そう思う」と感じやすい。私立中学出身者ほど、

「まったくそう思わない」と感じやすい。中学時代に
成績が良かった人ほど、「あまりそう思わない」「まっ
たくそう思わない」ではなく「そう思う」と感じやす
い。高３でなりたかった職業と現職が一致している
人ほど、「まったくそう思わない」ではなく「そう思う」
と感じやすい。小中高でイヤな思い出がある人ほど、

「あまりそう思わない」ではなく「まったくそう思わ
ない」と感じやすい。新聞を読んでいる人ほど、「そ
う思う」と感じやすい。小説・漫画を読んでいる人
ほど、「あまりそう思わない」ではなく「まったくそ
う思わない」と感じやすい。ゲームをしている人ほど、

「まったくそう思わない」と感じやすい（ただし、モ
デル２よりゲームによる直接効果は認められない）。
　また、モデル２から、教師の犯罪率のイメージが
高い人ほど、教師への信頼を「そう思う」ではなく「あ
まりそう思わない」「まったくそう思わない」と感じ
やすい。これは特に強い影響である。以上の結果の
解釈は最終節でまとめて行う。

４．まとめと結論

　ここまで、一般の人々の教師の不祥事イメージと
教師への信頼の実態を明らかにするとともに、その
規定要因を実証的に検討してきた。分析から得られ
た知見をまとめると、図１のようになる。

表６　教師への信頼の回答分布
有効度数 パーセント

とてもそう思う 119 2.7％ ⎫
⎬
⎭

44.1％
まあそう思う 1827 41.4％
あまりそう思わない 1781 40.3％ ⎫

⎬
⎭

55.9％
まったくそう思わない 690 15.6％

合計 4417 100.0％ 100.0％
質問文：「ほとんどの学校の先生は信頼できる」
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　中学時代に成績が悪かった人が「教師はわいせつ
が多い」「教師は犯罪率が高い」「教師は信頼できな
い」と思う傾向、小中高でイヤな思い出がある人が「教
師は犯罪率が高い」「教師は信頼できない」と思う
傾向、高３でなりたかった職業と現職が一致してい

ない（夢が叶わなかった）人が「教師は信頼できない」
と思う傾向などは、認知的不協和理論が当てはまる。
第１節で述べたように、ネガティブな学校経験があ
る者は、学校の教師を肯定的に捉えると、「望ましい
存在としての学校教育」と「それに適応できなかっ

表７　教師への信頼の規定要因（多項プロビット回帰分析）
モデル１ モデル２

そう思う あまり
そう思わない

まったく
そう思わない そう思う あまり

そう思わない
まったく

そう思わない
平均

限界効果
有意
確率

平均
限界効果

有意
確率

平均
限界効果

有意
確率

平均
限界効果

有意
確率

平均
限界効果

有意
確率

平均
限界効果

有意
確率

女性ダミー -0.066 *** 0.047 ** 0.019 -0.062 *** 0.046 * 0.016
年齢（10歳単位） 0.013 0.010 -0.023 *** 0.015 0.011 -0.026 ***
最終学歴：
　中学・高校<基準>
　専門学校ダミー 0.046 * -0.025 -0.021 0.047 * -0.026 -0.022
　短大・高専ダミー 0.020 0.023 -0.043 * 0.024 0.022 -0.047 *
　大学ダミー 0.023 -0.013 -0.010 0.020 -0.011 -0.009
　大学院ダミー 0.088 * -0.121 ** 0.034 0.085 * -0.122 ** 0.036
職業：
　正社員・職員<基準>
　非正規社員・職員ダミー -0.024 -0.012 0.036 -0.023 -0.012 0.035
　主婦・主夫ダミー 0.005 0.001 -0.006 0.001 0.001 -0.002
　自営・自由業ダミー -0.008 -0.047 0.056 ** -0.014 -0.046 0.060 **
　フリーターダミー -0.051 0.043 0.008 -0.053 0.042 0.011
　無職ダミー -0.037 -0.021 0.058 *** -0.040 -0.021 0.060 ***
高校生以下子供ありダミー 0.102 *** -0.046 ** -0.056 *** 0.104 *** -0.046 ** -0.058 ***
私立中学出身ダミー -0.042 -0.019 0.061 ** -0.037 -0.020 0.058 **
中３成績：
　上位ダミー 0.125 *** -0.062 ** -0.063 *** 0.116 *** -0.059 ** -0.057 ***
　中位ダミー 0.107 *** -0.026 -0.080 *** 0.104 *** -0.026 -0.079 ***
　下位<基準>
高３時希望職実現ダミー 0.094 *** -0.033 -0.061 *** 0.093 *** -0.033 -0.059 ***
小中高イヤな思い出ダミー 0.003 -0.032 * 0.029 * 0.007 -0.032 * 0.025 *
週メディア時間（10時間単位）
　ニュース番組 0.028 -0.026 -0.002 0.022 -0.024 0.002
　Webニュース 0.001 -0.005 0.004 0.007 -0.007 -0.001
　新聞 0.063 * -0.019 -0.044 0.068 * -0.024 -0.043
　ドラマ 0.019 -0.017 -0.002 0.021 -0.017 -0.004
　小説・漫画 0.011 -0.042 ** 0.031 ** 0.013 -0.042 ** 0.029 **
　ゲーム -0.009 -0.009 0.018 * -0.007 -0.009 0.016
教師の懲戒処分イメージ：
　交通違反<基準>
　体罰ダミー 0.014 -0.016 0.002
　わいせつ行為ダミー -0.017 0.008 0.009
　個人情報・公費不正ダミー 0.027 -0.005 -0.023
教師の犯罪率イメージ：
　高いダミー -0.196 *** 0.071 ** 0.125 ***
　同じくらいダミー -0.100 *** 0.055 * 0.045 **
　低い<基準>
Nagelkerke擬似決定係数 0.097 0.127
尤度比のカイ二乗検定 p=0.000 p=0.000
有効度数 4417 4417
***p<0.001　**p<0.01　*p<0.05
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た自分」との間に認知的な不協和が生じるため、そ
れを回避するため、教師を否定的に捉えていると考
えられる。
　なお、自営・自由業と無職が「教師は信頼できな
い」と思う傾向についても、学校教育を通したキャ
リア形成とは異なる人生ルートを歩んだ者が学校教
育の担い手に対して否定的な評価を下していると考
えれば、認知的不協和理論で説明可能である。「望
ましい存在としての学校教育」と「それを生かした
キャリアを歩まなかった自分」は、矛盾というほど
ではないにせよ、認知的に一定程度対立すると考え
られる。
　ドラマを見る人が「教師は体罰が多い」「教師は
犯罪率が高い」と思う傾向、ゲームをする人が「教
師はわいせつが多い」と思う傾向、Webニュースを
見る人が「教師は犯罪率が高い」と思う傾向などは、
培養理論が当てはまる。別途詳細なコンテンツ分析
が必要であるが、ドラマでは暴力教師が多く登場し、
ゲームでは教師と生徒が恋愛関係になりやすく、
Webニュースでは教師の犯罪が頻繁に取り上げられ
る傾向があるため、それらが人々の意識に影響して
いる可能性が考えられる。
　一方、新聞を読む人が「教師は体罰が多い」と思

わない傾向、ニュース番組を見る人が「教師は犯罪
率が高い」と思わない傾向も見いだされており、メ
ディアの種類によっては、公式統計と一致する認識
を人々にもたらしている側面もある。（テレビの）
ニュース番組とWebニュースで教師の犯罪率イメー
ジに正反対の影響が見られたことからも、メディア
を一枚岩で論じることはできない。一つの推測であ
るが、ニュース番組とWebニュースでは、教師の犯
罪を取り上げる頻度、教師の苦労や努力を取り上げ
る頻度のバランスが異なるのかもしれない。
　なお、人々が教師の犯罪率を実際よりも高く認識
しており、さらに、そのイメージが教師への信頼に
強く影響しているという知見から、誤認に基づく教
師不信が世の中に広がっているという見方もできる。
本人の学校経験による認知的不協和や、メディア（の
一部）による培養がその背後にあるとしたら、その
解消は一朝一夕にはできないが、本稿の知見を人々
が知ることで自身の認識のバイアスを客観的に把握
することが、その一助になるかもしれない（５）。
　もっとも、本稿で行った多項プロビット回帰分析
は、すべてを通して決定係数が大きくない。つまり、
今回扱った基本属性、本人の学校経験、メディア接
触が人々の教師の不祥事イメージや教師への信頼に

図１　教師の不祥事イメージと教師への信頼の規定要因（まとめ）

煩雑になるのを防ぐため、教師の懲戒処分イメージの「体罰」「わいせつ行為」、教師の犯罪率イメージの「高い」、教師
への信頼の「まったくそう思わない」に対する効果を抽出して図示した。また→はすべて正の効果を表すようにした。
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与える影響は決定的とは言えない。人々のイメージ
や信頼感は明確な規定要因なく、「なんとなく」形成
されている部分も大きいのかもしれない。ただし、
本データでは個人の学校経験をすべて変数化できた
わけではなく、メディア接触についてもあくまで「現
在の」メディア接触時間を測定したにすぎない（過
去のメディア接触時間は測定されていない）ため、
影響力が過小評価されている可能性はある。小さく
見積もって、今回の分析で見いだされたような影響
があると解釈できる。
　今後の課題は二つはある。一つ目は、前述のように、
人々の学校経験とメディア接触の変数をより多面的
に捉え、分析することである。そして二つ目は、教
師以外の職業についても同様の分析を行い、人々の
教師に対する意識の特殊性を明確にすることであ
る。研究の余地はまだ多分にあると言えるだろう。

＜注＞
（１）　兵庫県の教師間いじめ事件は、暴行の内容（激辛

カレーを無理やり食べさせるなど）だけを見れば、特に
「教師特有の現象」というわけではない。民間企業でも、
類似の加害行為は存在し得るし、実際、存在している
だろう。そうであるにもかかわらず、当該事件が大きく
注目されたのは、やはり教師への社会的期待とそれゆえ
の厳しい視線が存在しているためと考えられる。

（２）　小説時間と漫画時間の相関係数は0.462であった。
合算することで、独立変数の値が0となるケースを少な
くし、分析の推計精度を高める目的もある。なお、ゲー
ム時間と漫画時間の相関係数は0.255であるため、利用
者層の重なりという点では、漫画はゲームよりも小説と
近接的なメディアとなっている。

（３）　「わいせつ行為」を挙げた回答者が多かったことに

ついて、「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等
に関する法律」が制定されたという時事的な理由で解
釈されることがあるかもしれない。しかし、本調査がな
されたのは2020年９月であり、法律制定は2021年５月

（一般に話題になったのも2020年末頃から）であるため、
時系列としては、法律制定の背後にこのような人々の意
識があったと考えるほうが妥当である。

（４）　IIAの仮定とは具体的には、従属変数のどれかの選
択肢が消えても、他の選択肢が選ばれる確率の比が変
わらないという仮定である。今回の分析では、仮に「体
罰」という選択肢がなかったとしたら、他の選択肢に均
等に回答がばらけるのではなく、同じ加害行為系である

「わいせつ行為」に主に回答が流れることが想定される
ため、IIAの仮定を満たさないと考えられる。

（５）　ただし、表８が示すように、教師不信を抱いている
人々は選挙に行かない傾向がある。したがって、懸念
されるような教師不信が政策に反映されることは多少緩
和されている。
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表８　教師への信頼と選挙投票行動の関係
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