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Ⅰ．はじめに

　ストレスは、心理学およびその関連領域における重要なテーマとして、古くより多くの研究が積み重ねられているこ
とはよく知られている。本論では、障害児をもつ親のストレス研究について検討した研究を概観し、関連する要因を推
測しつつ、今後の課題を展望する。それに当たって、ストレスモデルの一つであるラザラス（Lazarus）たちの提起した
モデルを概説し、これまでの研究で言われているストレス関連要因についてまとめておく。まずは、ストレスに関する用
語の定義から見ていくことにしよう。

Ⅱ.　ストレスとは何か

1.　「ストレス」の定義

　ストレスという言葉はもともと「圧力」、「圧迫」などを意味し、物理学や工学の分野で用いられていた。現在用いら
れているような意味でのストレスは、カナダの生理学者ハンス・セリエ（Hans Selye）が医学の分野において、ストレス
を「外界のあらゆる要求によってもたらされる身体の非特異的反応」を意味する概念として1930年代後半に提唱したこ
とに始まる（岡安、1999）。セリエのストレス学説（Selye, H. 1976）によれば、騒音・異臭・精神緊張などの生体に有害
な異常刺激は、生態に非特異的な生理学的変化（副腎皮質の肥大、胸腺・膵臓・リンパ節の萎縮、胃と十二指腸の出血
や潰瘍等）を引き起こす。このような変化を汎適応症候群とよび、ストレスとはそのような反応が生じている状態を指
すものとした。つまり、ストレッサー（異常刺激）によって引き起こされた生態の反応をストレス反応としたのである。

2.　ラザラスらによる心理的ストレスモデル

　一方、ラザラスとフォルクマン（Lazarus & Folkman、 1984）は、「環境からの要求（ストレッサー）」によってストレス
反応が生じる過程の中に、ストレッサーに対する「認知的評価（cognitive appraisal）」、「対処（コーピング：coping）」と
いう個人内変数をとりいれ、個人と環境との相互作用からなる心理的ストレスモデルを提唱した（図１）。つまり、ラザ
ラスらはストレッサーの強さだけではなく、個人の認知的評価を介在してストレス反応が規定されるとしたのである。

　1．）ストレス認知（評価）
　人が環境からの要求に直面した場合、それがその人にとって重要であるかどうか、害悪や脅威、対処努力を要するも
のであると評価されると（一次的評価）、抑うつや怒り、不安、イライラなどのネガティブな情動が喚起される。また、
その要求がコントロール可能かどうかの評価（二次的評価）がネガティブな情動の種類や強度を規定する。ストレッサー
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そのものが直接ストレス反応を引き起こすのではなく、
環境からの要求の有害性やコントロール不可能性など
の｢評価｣がなされることによってはじめて要求はスト
レッサーとなり、情動反応を引き起こすものになるとし
た。

　2．）コーピング（対処行動）
　ストレッサーの認知・評価によって引き起こされた情
動反応は、それを低減することを目的とした行動を動
機づける。そのような行動を「コーピング（対処行動：
coping behavior）」とよぶ。具体的には、例えば、自分
にとって困ったことであると認識した問題について、誰
かに相談したり、原因をみつけようとしたりするなどの
行動を指す。
　コーピングの内容や次元の分類については、いまだ
知見の一致が得られていない。こうした中で、ラザラス
とフォルクマン（Lazarus, R. S. & Folkman, S. 1984）は、
コーピングを、情動的な苦痛を低減させるための「情
動焦点型コーピング（emotion-focused coping, 回避、静
観、気晴らしなど）」と、外部環境や自分自身の内部の
問題を解決するためになされる「問題焦点型コーピング
（problem-focused coping, 問題の所在の明確化、情報収
集、解決策の考案やその実行など）」に分類している。
　わが国においては、坂田（1989）がコーピングの多
面的分類を行い、19因子58項目のコーピング尺度を作
成した。さらに尾関（1993）は、坂田（1989）のコーピ
ング尺度を最終的に3因子（「問題焦点型」、「情動焦点
型」、「回避・逃避型」）14項目に集約している。問題焦
点型とは情報収集や再検討などの問題解決に直接関与
する行動、情動焦点型とはストレッサーにより引き起こ
される情動反応に焦点をあて注意の切り替えや気持ちの調節などの行動、回避・逃避型とは不快な出来事から逃避した
り否定的に解釈するなどの行動である。
　これらのコーピングは同時にあるいは継時的に行われ、相互に促進的または抑制的に影響し合うことが多く、コーピ
ング方略の実行を規定する要因として、ストレッサーに対する認知的評価、自己効力感、問題解決スキル、社会的スキ
ル、「ソーシャル・サポート」などの役割が指摘されている（岡安、1999）。また、同じ出来事を経験しても、どのような
コーピングを行うかによって、結果として生じる心理的・身体的ストレス反応は異なってくる。コーピングは、ストレッ
サーが人の心身に及ぼす影響を調整する要因であり、ストレッサーとそれによって生じるストレス反応との間に介在す
る変数である（福岡、2001）。間ら（2002）は育児ストレス・コーピングと精神的健康（ストレス反応）との関連性を
検討し、逃避的なコーピングがストレス反応を促進し、積極的なコーピングがストレス反応を軽減することを報告して
いる。

3.　ストレスに関連する要因

　心理的ストレスは人間と環境との関係性の中で変化し、個人の心理的ストレス過程は人と環境との相互関係の中で
実現していくものであり、単に原因となる出来事によってストレス反応が起こるものではないとしている（Lazarus & 

Folkman、 1984）。このように、ストレス反応に関連する要因として、個人要因と環境要因の2要因が考えられる。個人要

身体的健康
身体的疾患
モラール（自信・意欲）
社会的機能
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対処（コーピング）
　・問題中心の対処
　・情動中心の対処

生理化学的変化

感情・情動の変化
・肯定的／否定的変化
出来事によってもたらされる体験内容

環境の要因
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短期的変化・直後の影響

長期にわたる適応の結果
・長期にわたる影響
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図 1.　ラザルスらによるストレスモデル図：
　　　ストレス、対処と適応に関する理論的枠組
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因としては、その人の価値観や信念、性格特性などが指摘されている。環境要因としては、社会資源、ソーシャル・サ
ポートなどがあげられている。

　1．）個人要因：ハーディネス
　同じストレス状況におかれても、健康に生活している人もいれば、顕著にストレス反応を示す人もいるように、個人
差がみられる。このような個人差の一要因として「ハーディネス（hardiness）」が注目されている（海蔵寺・寺嶋・岡田、
2003）。ハーディネスとは、ストレッサーの評価に影響を与える個人要因の一つとしてKobasa（1979）が提唱したもの
で、高ストレス下で健康を保っている人々が持っている性格特性、ストレスに対する抵抗資源と定義され、「コミットメ
ント（commitment）」、「コントロール（control）」、「チャレンジ（challenge）」の3要素から構成される。コミットメントと
は、人生のさまざまな状況に対して自分を十分に関与させる傾向である。コントロールとは、個人が出来事の推移に対
してある一定の範囲内で影響を及ぼすことができると信じ、そのように行動する傾向である。チャレンジとは、安定性
よりもむしろ変化が人生の標準であり、成長の機会であるととらえる傾向である。多田・濱野（2003）では、ハーディ
ネスの3因子の得点が高い群が低い群よりも有意にストレス反応が低いことが示され、ハーディネスのストレス軽減効
果が報告されている。

　2．）環境要因：ソーシャル・サポート
　環境要因のひとつとして「ソーシャル・サポート」があげられ、近年のストレス研究においてストレッサーによる心
身の健康の緩衝要因としてのソーシャル・サポートの重要性が指摘されている（和田・鄭・郭、1993、古屋・坂田・音
山、2001など）。ソーシャル・サポートという概念の厳密な定義については種々の見解があるが、頻繁に引用される定義
は、久田（1987）の「ある人を取り巻く重要な他者（家族、友人、同僚、専門家など）から得られるさまざまな形の援
助（support）」であり、そのような援助は「その人の健康維持・増進に重大な役割を果たすもの」である。鈴木（2000）
によれば、「受ける援助の内容の違いから、情緒的なサポート（励ましや共感）と道具的なサポート（アドバイスや具体
的手助けなど）に分類される。尾関・原口・津田（1994）は、とくにソーシャル・サポートが積極的なコーピングを促
進することを明らかにしている。

Ⅲ．障害児をもつ親・家族について

1.　障害児をもつ親・家族に関する研究

　これまで障害児を育てる親や家族を対象に国内で行われてきた研究は、三木（1956）に始まり、親の養育態度研究や
親のストレス研究、子どもの障害の受容過程など様々な視点からのアプローチがみられる。しかし、北沢（1992）は知
的障害者の家族問題についての研究は非常に少なく、体系的になされていないことを指摘しており、特に、障害児の援
助者としての保護者に視点をあてた研究は少ない（石隈・上村、2001）。

2.　障害児をもつ親・家族のストレス

　障害児を育てる親・家族に関する研究の中でも、親のストレス研究は比較的多く行なわれており、親の養育態度や障
害受容とも深く関連していることが報告されている（有川、2002）。

　1．）障害児をもつ親のストレス構造および尺度
　障害児をもつ親のストレス構造に関する研究では、中野（1993）がkGPSI（関西学院Parenting Stress Index；野澤、
1989）をもちいて、心身障害児をもつ母親のストレスの構造について検討を行い、健常児の母親とはkGPSI尺度の因子
構造が異なっており、障害児の母親は子どもの行動特徴に関する懸念因子が強いことを指摘している。 

　障害児を育てる親のストレス尺度研究では、新美・植村（1980）、植村ら（1981）が、心身障害児をもつ母親のストレ
スについて25下位尺度115項目からなるストレス尺度を構成している。新美らは、（1）家族外の人間関係から生ずるス
トレス、（2）障害児の問題行動そのものから生ずるストレス、（3）障害児の発達の現状および将来に対する不安から生
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ずるストレス、（4）障害児をとりまく夫婦関係から生ずるストレス、（5）日常生活における自己実現の阻害から生ずるス
トレスの5因子を抽出し、関連要因についての検討を行なっている。北沢（1992）によれば、新美・植村（1980）のス
トレス尺度に関する検討以降、障害児・者を養育する家族の問題が注目されるようになった。
　中塚（1984、1985）は障害児をもつ母親のストレスの構造を明らかにし、より簡便に、直接的にストレスを測定する
尺度を構成、その結果が新美や植村らの研究（新美・植村、1980；植村・新美、1981）と一致度が高いことを報告して
いる。中塚（1984、1985）の作成したストレス尺度は、（1）社会的圧迫感、（2）障害児をもつ負担感、（3）不安感、（4）
療育探究心、（5）発達可能性への期待感、の5下位尺度、計50項目から構成されている。

　2．）障害児をもつ親のストレスと子どもの障害および年齢との関連
　子どもの障害種と母親のストレスとの関係性を検討した論文では、子どものもつ障害の種類によって母親のストレス
の現れかたに差があることが報告されている。自閉症児をもつ親のストレスが高い（蓬郷・中塚・藤居、1987；蓬郷・
中塚、1989；稲浪ら、1994）ということがいずれの研究においても指摘され、蓬郷ら（1987）は自閉症児にみられるコ
ミュニケーションや社会性の問題が母親のストレスを増大するとし、母親の精神的な負担感が大きいと考察している。
また、Freyら（1989）も、縦断的研究の中で子どものコミュニケーション障害が重くなると、親の適応がよくないことを
指摘している。
　さらに、母親のストレスに関連する要因として、子どもの年齢（小椋・西・稲浪、1980；植村・新美、1985）や、家
族の属性要因と母親の態度要因（植村・新美、1981）、母親自身の年齢や母親の教育年齢（小椋ら、1980）などの背景
要因が報告されている。
　子どもの年齢による母親のストレスの変容については、蓬郷ら（1987）が4歳から18歳の自閉症、脳性まひ、知的障
害、ダウン症の子どもの母親を対象に検討を行い、子どもの加齢とともにストレスが緩やかに下降するとしている。し
かし一方で、子どもの年齢が高くなるにつれ、親のストレス量も増加するという報告（Gallagher et al., 1983）もあり、一
致した見解は得られていないといえる。
　健常児をもつ母親と障害児をもつ母親とのストレスを比較した研究（稲浪・小椋・Rodgers・西、1994；田中、1996；
新美・植村、1980など）では、障害児の母親が健常児の母親に比べてストレスが高いことを共通して指摘している。

　3．）障害児をもつ親のストレスと環境要因：ソーシャル・サポート
　ソーシャル・サポートが健常児をもつ母親の育児ストレスにおよぼす効果についても検討されており（竹田・岩立、
1999）、障害児をもつ母親のストレスとソーシャル・サポートに関する研究においても、夫婦親密性サポートが母親の日
常的なストレスに効果がある、近隣的なサポートや療育的なサポートも母親の精神的健康を良好に保つ効果をもつ、な
どその効果が指摘されている（北川・七木田・今塩屋、1995など）。また、田中ら（2000）はソーシャル・サポート源
（サポートの提供者）の母親の肯定的な充実感への影響を検討し、「夫」、「学校の先生」、「医療関係者」、「福祉関係者」
が有意であることを示している。工藤（2004）も「近所」、「学校」、「病院」などのサポート源がLD等の発達障害児を
もつ母親のストレスに影響があることを指摘している。

　4．）障害児をもつ親のストレスと個人要因：コーピングとハーディネス
　一般的なストレス研究において、個人要因とストレス反応やコーピングの選択への影響に関する報告は数多くなされ
ている（加藤、2001；多田・濱野、2003など）。個人要因として、これまでにハーディネスや楽観性、コントロール可能
性、自尊心、タイプA行動傾向などがとりあげられている。しかし、障害児の母親を対象としたストレス研究において
個人要因との影響を検討したものは、筆者の知るところいまだみられない。前述のように個人的要因がコーピングやス
トレス反応に影響を及ぼすことが明らかにされており、障害児をもつ母親においてもその影響や特徴の検討がなされる
ことは重要だと考える。

Ⅳ．障害児をもつ親のストレスと要因研究のまとめと今後の課題

　以上見てきたように、障害児をもつ親のストレスについて、障害種や年齢、家族要因などとの関連やストレスの背景
となる要因の検討が先行研究において行なわれてきた。しかし、それぞれの研究において、調査対象や使用している尺
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度が異なっており、親のストレスとその影響要因との関連について、一致した見解を得ているとはいい難い（石隈ら、
2001）。
　さらに、使用された尺度は1980年代のものが多く（新美・植村、1989；中塚、1984、1985など）、中川（2003）も指
摘するようにこれらは障害児やその家族を支援するサービスがいまだ十分ではなかった時代のものであるということが
でき、現代の障害児をもつ母親のストレスを検討するための尺度作成は重要な役割を占めると考える。コーピング、ソー
シャル・サポートなど先行研究においてストレスとの関連が指摘されている尺度と作成した尺度との関連性を検証する
必要があるだろう。また、個人要因としてのハーディネスが母親のストレスに及ぼす影響について検証する必要がある
と考える。

付記

　本研究は、工藤麻由「発達障害児をもつ母親のストレス尺度の作成および関連要因の検討」（平成18年度東京学芸大
学修士論文）の一部に加筆したものである。
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　ストレスは、心理学および関連領域における重要なテーマである。本論では、ストレスモデルの一つであるラザラス
（Lazarus）たちの提起したモデルを概説し、これまでの研究で言われているストレス関連要因についてまとめた後、障
害児の親の研究について概観して今後の課題を展望した。ラザラスのモデルでは、ストレスはストレッサーの強さだけ
ではなく、個人の認知的評価を介在してストレス反応が規定されることを確認し、ストレス認知とコーピング（対処）
行動の重要性を指摘した。また、ストレスには個人要因と環境要因が重要であり、前者としてはハーディネスが、後者
としてはソーシャル・サポートが特に注目すべきものであることを指摘した。今後の課題としては、現代的障害観に即
したストレス尺度の開発とそれに基づく要因分析、特にハーディネス及びソーシャル・サポートとの関連を視野に入れ
た因果分析の必要性が示唆された。

キーワード：障害児の親、ストレス、ラザラスのストレスモデル、コーピング、ハーディネス、ソーシャル・サポート
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