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原 著

母親の育児ストレスの変化と被養育体験との関連

斉藤早香枝

　　　　　　　　　　Transformatioll　of　Mothers’Parenting　Stress
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and

Its　Relationship　with　Their　Own　Bondin．g　Styles　in　Childhood

Sakae　Saitoh

Abstract

　　　This　study　examined（1）how　mothers’parenting　stress　changed　during　their

child　rearing　period，（2）how　mothers’own　bonding　styles　in　childhood　are　con－

nected　with　their　parellting　stress．45　mothers　were　studied　from　the　time　when

their　infants　were　101nonths　until　when　they　were　16　months，　and　28　mothers　of

them　were　further　investigated　at　31　months．　When　the　infants　were　10　months，

using　Parental　Bonding　Instrument（PBI），their　mothers　were　asked　to　assess

their　own　relationships　witlユtheir　parents．　Mothers　were　also　asked　to　complete　a

questionnaire，　Parent　Stress　Index（PSI），when　the　illfants　were　10，16，　and　31

months．　Results　showed（1）that　PSI　scores　at　10，16，　and　31　months　demons－

trated　correlation　to　each　other　for　three　factors（“weak　bonding”，“frustration　of

parenting”，“frustration　of　family　support”），（2）that　the　PSI　factor　of“weak　bond－

ing”was　significantly　correlated　with　PBI．　The　implication　of　the　results　were　dis－

cussed　in　connection　with　the　concept　of　internal　working　model（IWM），

Key　Words：parent　stress　index（PSI），parental　bonding　instrument（PBI），

　　　　　　　　　interllal　working　model（IWM）．

要 旨

　子どもを育てている母親の育児ストレスが時

間の経過にともなってどのように変化するか，

また，母親の幼少時の自分の親との関係が，育

児ストレスにどのように関係するかについて調

査した。乳児を養育中の母親45名が生後10ヶ月

時と16ヶ月児の調査に参加し，そのうち28名が，

31ヶ月の調査にも参加した。生後10ヶ月児に母

i親のi親との関係を，Parental　Bollding　ln一

北海道大学医療技術短期大学部看護学科

Departlnellt　of　Nursing，　College　of　Medical　Techlユology，　Hokkaido　UIユiversity，

一31一

原著

母親の育児ストレスの変化と被養育体験との関連

斉藤早香枝

Transformation of Mothers' Parenting Stress 
and 

Its Relationship with Their Own Bonding Styles in Childhood 

Sakae Saitoh 

Abstract 

This study examined (1) how mothers' parenting stress changed during their 

child rearing period， (2) how mothers' own bonding styles in childhood are con-

nected with their parenting stress. 45 mothers were studied from the time when 

their infants were 10 months until when they were 16 months， and 28 mothers of 

them were further investigated at 31 months. When the infants were 10 months， 

using Parental Bonding Instrument (PBI) ， their mothers were asked to assess 

their own relationships with their parents. Mothers were also asked to complete a 

questionnaire， Parent Stress Index (PSI) ， when the infants were 10， 16， and 31 

months. Results showed (1) that PSI scores at 10， 16， and 31 months demons-

trated correlation to each other for three factors (“weak bonding"，“frustratIon of 

paren ting" ，“frustration of family support")， (2) that the PSI factor of “weak bond-

ing" was significantly correlated with PBI. The implication of the results were dis田

cussed in connection with the concept of internal working model (IWM). 

Key Words: parent stress index (PSI) ， parental bonding instrument (PBI) ， 

internal working model (IWM). 

要 1::::. 
日

子どもを育てている母親の育児ストレスが時

間の経過にともなってどのように変化するか，

また，母親の幼少時の自分の親との関係が，育
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児ストレスにどのように関係するかについて調

査した。乳児を養育中の母親45名が生後10ヶ月

時と16ヶ月児の調査に参加し，そのうち28名が，

31ヶ月の調査にも参加した。生後10ヶ月児に母

親の親との関係を， Parental Bonding In-
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strument（PBI）を用いて調査し，育児ストレ

スは，Parent　Stress　Index（PSDを用いて生

後10，16，31ヶ月露に調査した。結果，育児ス

トレスは，それぞれの時期の間で「親役割によ

る欲求不満」「配偶者の非協力・家族との対立」

「子どもとbondの弱さ」の因子において正の

相関がみられた。幼少時期の親との関係では，

PBIとPSIの「子どもとbondの弱さ」の間に有

為な相関がみられた。これらの結果は，愛着の

内的ワーキングモデルとの関連で検討された。

キーワード：育児ストレス，内的ワーキングモ

　　　　　　デル，PSI，　PBI

1　はじめに

　乳児をもつ母親の多くが育児不安を抱くとい

う。これまでも母子関係研究の中で，育児不安

や育児ストレスに関する実態調査やサポートシ

ステムに焦点を当てた研究などが行われてき

た1’2）。しかし，ストレスの感じ方は人それぞ

れであることは，日頃よく経験することである。

こうした個人差はいったい何に起因するのであ

ろうか。臨床の場では，子どもの頃に受けた被

養育体験が，実際に子どもをもった時の母子関

係に影響するという報告が古くからなされてき

た3）。先代の親子関係が次世代の親子関係に影

響を与え，類似した親子関係が繰り返されるこ

とを『世代間伝達』と呼ぶが，近年の愛着理論

では，こうした世代間伝達を説明する概念とし

て内的ワーキングモデルが注目されてきてい

る。これは，特定の養育者との相互作用の繰り

返しの中で，子どもの中に愛着対象者からどの

ような反応を期待でき，また自分がどのように

受容されているのかという「関係性の表象」が

形成され，それが般化されて，生涯にわたって

内的ワーキングモデルとして対人関係行動に作

用するという考えである。内的ワーキングモデ

ルは，無意識下で認知・情動をコントロールす

る情報処理システムとして機能するとされてい
る4・5・6）。

　Mainら7）は，縦断研究の中で，愛着対象と

の問に安定した愛着を形成できた子どもは成長

後も自分と他者とを信頼し，否定的な感情をコ

ントロールすることに優iれ，かつ困難に直面し

た時，他者からの援助をうまく活用する能力に

長けていると報告している。この研究は，6才

時まで追跡されたものであるが，ワーキングモ

デルは生涯にわたって作用するという愛着理論

の考えに基づけば，幼少時の親との関係が同様

に，成人後のストレスに対する感情やサポート

の活用に影響するといえる。しかし，育児スト

レスの感じ方や認識に関して，母親自身の親と

の関係に着目し，両者の関連を実証的に検証し

た研究は少ない。従って本研究は，母親の幼少

時期のi親との関係と育児不安に関する認識およ

び育児ストレスとの関連を検討することを目的

とするものである。

　こうした過去の体験と他の因子との関連を検

討する場合，因果の方向性を考慮に入れる必要

がある。Sroufeら8）は，実際に子どもを養i心す

る体験が自分の生育歴や親に対する叙述や評価

に影響する可能性を指摘している。過去の親と

の関係を取り上げたこれまでの研究も，過去の

関係の調査と他の要因の調査を同時点，あるい

はレトロスペクティブに行っているものが多

い9）。同時期の調査で関連が見いだされたとし

ても，のちに関連がなくなってしまうものでは

意味をなさない。従って，本研究では，子育て

中の母親の育児ストレスは，時間の経過ととも

にどのように変化するのかを検討した上で，母

親の幼少時期の親との関係と育児におけるスト

レスの感じ方との関連を検証する。

検討された課題は，以下の2点である。

1）育児ストレスは，時間的経過の中でどのよ

うに変化するのか。

2）母親自身の過去における親との関係は，育

一32一

斉藤早香校

strument (PBI) を用いて調査し，育児ストレ

スは， Parent Stress Index (PSI)を用いて生

後10，16， 31ヶ月時に調査した。結果，育児ス

トレスは，それぞれの時期の間で「親役割によ

る欲求不満J I配偶者の非協力・家族との対立」

「子どもとbondの弱さ」の因子において正の

相関がみられた。幼少時期の親との関係では，

PBIとPSIの「子どもとbondの弱さ」の間に有

為な相関がみられた。これらの結果は，愛着の

内的ワーキングモデルとの関連で検討された。

キーワード:育児ストレス，内的ワーキングモ

デル， PSI， PBI 
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乳児をもっ母親の多くが育児不安を抱くとい

うO これまでも母子関係研究の中で，育児不安

や育児ストレスに関する実態調査やサポートシ

ステムに焦点を当てた研究などが行われてき

た1.2)。しかし，ストレスの感じ方は人それぞ

れであることは， 日頃よく経験することである。

こうした個人差はいったい何に起因するのであ

ろうか。臨床の場では，子どもの頃に受けた被

養育体験が，実際に子どもをもった時の母子関

係に影響するという報告が古くからなされてき

た3)。先代の親子関係が次世代の親子関係に影

響を与え，類似した親子関係が繰り返されるこ

とを「世代間伝達』と呼ぶが，近年の愛着理論

では，こうした世代間伝達を説明する概念とし

て内的ワーキングモデルが注目されてきてい

る。これは，特定の養育者との相互作用の繰り

返しの中で，子どもの中に愛着対象者からどの

ような反応を期待でき，また自分がどのように

受容されているのかという「関係性の表象」が

形成され，それが般化されて，生涯にわたって

内的ワーキングモデルとして対人関係行動に作

用するという考えである。内的ワーキングモデ

ルは，無意識下で認知・情動をコントロールす

る情報処理システムとして機能するとされてい
る4，5，6)

Mainら7)は，縦断研究の中で，愛着対象と

の聞に安定した愛着を形成できた子どもは成長

後も自分と他者とを信頼し，否定的な感情をコ

ントロ}ルすることに優れ，かつ困難に直面し

た時，他者からの援助をうまく活用する能力に

長けていると報告している。この研究は 6才

時まで追跡されたものであるが，ワーキングモ

デルは生、涯にわたって作用するという愛着理論

の考えに基づけば，幼少時の親との関係が同様

に，成人後のストレスに対する感情やサポート

の活用に影響するといえる。しかし，育児スト

レスの感じ方や認識に関して，母親自身の親と

の関係に着目し，両者の関連を実証的に検証し

た研究は少ない。従って本研究は，母親の幼少

時期の親との関係と育児不安に関する認識およ

び育児ストレスとの関連を検討することを目的

とするものであるo

こうした過去の体験と他の因子との関連を検

討する場合，因果の方向性を考慮に入れる必要

がある o Sroufeら8)は，実際に子どもを養育す

る体験が自分の生育歴や親に対する叙述や評価

に影響する可能性を指摘している。過去の親と

の関係を取り上げたこれまでの研究も，過去の

関係の調査と他の要因の調査を同時点，あるい

はレトロスベクテイブに行っているものが多

い9)。同時期の調査で関連が見いだされたとし

ても，のちに関連がなくなってしまうものでは

意味をなさない。従って，本研究では，子育て

中の母親の育児ストレスは，時間の経過ととも

にどのように変化するのかを検討した上で，母

親の幼少時期の親との関係と育児におけるスト

レスの感じ方との関連を検証する O

検討-された課題は，以下の 2点である O

1)育児ストレスは，時間的経過の中でどのよ

うに変化するのか。

2 )母親自身の過去における親との関係は，育
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母親の育児ストレスの変化と被養育体験との関連

児ストレスにどのような影響を与えるのか。

E　方 法

1．対象者

　札幌市の保健所での4ヶ月時健診の時に母子

の縦断的研究への協力を依頼し，第1子を養育

中の母親45名の研究協力の同意を得た。本研究

は，生後7ヶ月時の育児不安に関する聞き取り

調査，生後10ヶ月時の幼少時期の親との関係に

関するアンケート調査とインタビュー，生後

10ヶ月，16ヶ月，31ヶ月時の育児ストレスのア

ンケート調査からなる。7ヶ月時45名，10ヶ月43

名，16ヶ月45名，31ヶ月時は28名の参加であっ

た。今回は，そのうち生後10ヶ月時の自分の親

との関係のアンケート調査と3回の育児ストレ

ス調査のデータを分析し報告する。

　45名の対象者の属性は，表1に示したとおり

である。母親の年齢は平均29．7歳で，98％が核

家族であった。就業している母親の数は，生後

10ヶ月時2名（4％），16ヶ月時6名（13％）で，

いずれも日中の保育は保育園を利用し，家庭で

主として育児に携わっているのは母親であっ

た。また，対象児には，妊娠・分娩時において

その後の発達に問題となるような異常はなかった。

2．手続き

1）母i親自身の親との関係の調査

（1）　調査日寺期

　母親自身の親との関係の調査は，1回目の育

児ストレス調査と同時に，1996年9月～12月に

行われた。

（2＞調査道具と手続き

　母親の被養育体験の調査には，Parental
Bonding　Instrument（PBI）10）の日本語訳11）を

用いた。これは，親の行動・態度から親とのき

ずな（bond）を評価するものである。質問項

目は，12の養護項目（care　factor以下CA因子

と略する）と13の過保護項目（over－protection

factor以下OP因子）の計25項目からなる。　CA

因子は，愛着，暖かさ，共感，親密さの程度を

表し，OP因子は，統制，干渉，過保護，自立

の阻害の程度を表している。国内におけるこれ

までの研究でも信頼性と妥当性が検討されてい

る1L12）。本研究では，縦断研究のため来所し

てもらった際に，母親に子どもの頃の自分の

父・母それぞれがどうであったかを質問紙に

「全くそのとおりだ」（4点）から「全く違う」（1

点）までの4件法で回答してもらった。結果は，

CA因子，　OP因子それぞれに集計を行った。

表1　対象者の属性

母の年齢

母の学歴

母の就労状況

配偶者の年齢

配偶者の学歴

家族形態

世帯年収

対象児の生年月日

性別

平均29．7歳（22～40）

中卒　2．7％　高卒　37．8％　短大・専門学校卒　51．4％　大卒　8，1％

生後10ヶ月時　　専業主婦43名（95．6％）　有職者2名（4．4％）

生後16ヶ月時　　専業主婦39名（86．7％）　有職者6名（13．3％）

平均32．6歳（23～45）

高卒　43，2％　短大・専門学校卒　18．9％　大卒　35．！％

大学院卒　2．7％

核家族44組　　　複合家族1組

250～500万　67．6％　　500～750万　16．2％

750万以上　16，2％

1995年n月～1996年2月

男児　21名（46，7％）　　女児　24名（53．3％）
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1.対象者

札幌市の保健所での 4ヶ月時健診の時に母子

の縦断的研究への協力を依頼し，第 1子を養育

中の母親45名の研究協力の同意を得た。本研究

は，生後 7ヶ月時の育児不安に関する聞き取り

調査，生後10ヶ月時の幼少時期の親との関係に

関するアンケート調査とインタビュー，生後

10ヶ月， 16ヶ月， 31ヶ月時の育児ストレスのア

ンケ}ト調査からなる。 7ヶ月時45名， 10ヶ月43

名， 16ヶ月45名， 31ヶ月時は28名の参加であっ

た。今回は，そのうち生後10ヶ月時の自分の親

との関係のアンケート調査と 3回の育児ストレ

ス調査のデータを分析し報告する。

45名の対象者の属性は，表1に示したとおり

である。母親の年齢は平均29.7歳で， 98%が核

家族であった。就業している母親の数は，生後

10ヶ月時2名 (4%)，16ヶ月時6名 (13%)で，

いずれも日中の保育は保育園を利用し，家庭で

主として育児に携わっているのは母親であっ

た。また，対象児には，妊娠・分娩時において

その後の発達に問題となるような異常はなかったO

2.手続き

1 )母親自身の親との関係の調査

(1) 調査時期

母親自身の親との関係の調査は 1回目の育

児ストレス調査と同時に， 1996年 9 月 ~12月に

行われた。

(2) 調査道具と手続き

母親の被養育体験の調査には， Parental 

Bonding Instrument (PBI) 10)の日本語訳11)を

用いた。これは，親の行動・態度から親とのき

ずな (bond) を評価するものであるo 質問項

目は， 12の養護項目 (carefactor以下CA因子

と略する)と 13の過保護項目 (over-protection

factor以下OP因子)の計25項目からなる o CA 

因子は，愛着，暖かさ，共感，親密さの程度を

表し， OP因子は，統制，干渉，過保護，自立

の阻害の程度を表している O 国内におけるこれ

までの研究でも信頼性と妥当性が検討されてい

る1l.12)。本研究では，縦断研究のため来所し

てもらった際に，母親に子どもの頃の自分の

父・母それぞれがどうであったかを質問紙に

「全くそのとおりだJ(4点)から「全く違う J(1

点)までの 4件法で回答してもらった。結果は，

CA因子， OP因子それぞれに集計を行った。

表 1 対象者の属性

母の年齢

母の学歴

母の就労状況

配偶者の年齢

配偶者の学歴

家族形態

世帯年収

平均29.7歳 (22~40)

中卒 2.7% 高卒 37.8% 短大・専門学校卒 51.4% 大卒 8.1% 

生後10ヶ月時 専業主婦43名 (95.6%) 有職者2名 (4.4%)

生後16ヶ月時 専業主婦39名 (86.7%) 有職者 6名(13.3%)

平均32.6歳 (23~45)

高卒 43.2% 短大・専門学校卒 18.9% 大卒 35.1% 

大学院卒 2.7% 

核家族44組 複合家族 1組

250~500万 67.6% 500~750万 16.2%

750万以上 16.2% 

対象児の生年月日 1995年11月 ~1996年 2 月

性別 男児 21名 (46.7%) 女児 24名 (53.3%)
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2）母親の育児ストレスの調査

（1）調査時期と対象児の月齢

　母親の育児ストレスの調査は，計3回行われ

た。育児を取り巻く状況は子どもの発達に伴っ

て変化すると考えられるため，調査の1回目は

子どもが自力での移動を獲得し，母子関係にお

いても乳児が母親に対し選好性をはっきりと示

す生後10ヶ月時，2回目は，その半年後の歩行

活動の安定と愛着が形成される16ヶ月時，さら

に，2回目の調査の約1年後に3回目の追加調

査を行った。それぞれの調査期間は，1996年9

月～12月，1997年3月～6月，1998年7月～8

月である。

（2）調査道具と手続き

　Abidin13）により考案されたParenting　Stress

Index（PSI）の日本語版14）の一部を用いて調査

した。子の発達段階により母親のストレスの因

子構造は変わるが，生後6ヶ月から20ヶ月の子

どもを持つ母親388名を対象にした藤井の研
究15）では，“親としての自信のなさ（以下，自

信と略する）”15項目，“子どもの行動特徴に関

する懸念（以下，気質）”16項目，“親役割によ

る欲求不満（以下，欲求不満）”10項目，“配偶

者の非協力・家族との対立（以下，家族）”7項目，

“子どもとbondの弱さ（emotional　coldness，

neglect）（以下，きずなの弱さ）”6項目，“子

どもとのbond（closeness，　affection）（以下，

きずな）”7項目というように，6因子62項目

が抽出されており，本研究ではそれを採用した。

「よくあてはまる」（5点）から「全くあてはま

らない」（1点）の5件法で質問紙に回答しても

らった。育児に関する困難や不満が高いほど得

点が高くなるよう設定した。

皿　結 果

1．母親の育児ストレスの経時的変化について

　生後10，16，31ヶ月時のPSI各因子別得点の

平均を質問項目数で割って比較したものが図1

である。3回の調査問で平均得点に大きな差が

見られた項目は，“自信”と“家族”であった。

他の“気質”，“欲求不満”，“きずなの弱さ”お

よび“きずな”では，平均得点に時期による大

きな違いはみられなかった。

　次にそれぞれの因子における経時的変化を検

討するために，10ヶ月，16ヶ月，31ヶ月の各時

期の問の相関値を算出し表示したものが表2で

ある。10ヶ月時と16ヶ月時の問では，“きずな”

を除くすべての因子で高い正の相関を示した。

3．50

3．00

2．50

2．00

1．50

1．00

O．50

O．00

自信　　　　　気質　　　　欲求不満　　　　家族　　　きずなの弱さ　　　きずな

　　　図1　生後10、16、31ヶ月時のPSI因子別平均値の比較
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て変化すると考えられるため，調査の 1回目は

子どもが自力での移動を獲得し，母子関係にお

いても乳児が母親に対し選好性をはっきりと示

す生後10ヶ月時 2回目は，その半年後の歩行

活動の安定と愛着が形成される16ヶ月時，さら
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した。子の発達段階により母親のストレスの因
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らった。育児に関する困難や不満が高いほど得
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E 結 果

1.母親の育児ストレスの経時的変化について

生後10，16， 31ヶ月時のPSI各因子別得点の

平均を質問項目数で、割って比較したものが図 1

である。 3回の調査問で平均得点に大きな差が

見られた項目は，“自信"と“家族"であった。

他の“気質¥“欲求不満“きずなの弱さ"お

よび“きずな"では，平均得点に時期による大

きな違いはみられなかった。

次にそれぞれの因子における経時的変化を検

討するために， 10ヶ月， 16ヶ月， 31ヶ月の各時

期の聞の相関値を算出し表示したものが表2で

ある o10ヶ月時と16ヶ月時の間では，“きずな"
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図1 生後10、16、31ヶ月時のPSI因子別平均値の比較
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表2　各時期の因子別得点の相関

自信　　1Qヶ月

10ケ月　　　一

16ケ月　　．465＊＊

31ケ月　　。669＊

16ケ月　　31ケ月

．393＋

気質　　10ケ月

10ヶ月　　　一

16ケ月　　．656＊＊＊

31ケ月　　．296

16ケ月　　31ケ月

．340

欲求不満　10ヶ月　　16ヶ月　　31ヶ月

10ケ月　　　一

16ケ月　　．746＊＊＊

31ケ月　　、451＋
　一

．770＊＊＊

家族　　10ケ月

10ヶ月　　　一

16ケ月　　．616＊＊＊

31ケ月　　．687＊＊＊

16ケ月　　31ケ月

．627＊＊

きずなの弱さ10ヶ月　　16ヶ月　　31ヶ月

10ケ月　　　一

16ケ月　　．790＊＊＊

31ケ月　　．628＊＊

　一

．724＊＊＊

信”，10ヶ臨時の“気質”，10ヶ月と31ヶ月時の“き

ずなの弱さ”において負の相関がみられた。ま

た，母親のover－protection因子は，31ヶ月時

の“ ｩ信”とすべての時期の“きずなの弱さ”

と正の相関がみられた。すなわち，自分の母親

は温かであったと思える母親（高CA因子）は，

そうでない母親より“きずなの弱さ”の得点が

低くなる傾向にあり，育児に対する自信のなさ

や子どもの行動特徴に対する懸念も少なかっ

た。また，母親が干渉的・統制的でなかった場

合（低OP）は，“きずなの弱さ”の得点が高く

なる傾向があった。さらに，自分の母親だけで

はなく，幼少時期の父親との関係と現在のスト

レスの感じ方についても同じように検討したと

ころ，父親のCA因子が高い場合，すなわち，

自分の父親が温かだったとする母親も，“きず

なの弱さ”の得点が低くなることが示された。

】v考 察

きずな　10ヶ月

10ケ月　　　一

16ケ月　　256＋

31ヶ月　一．212

16ヶ月　　31ヶ月

．358

　＋　P＜0．1
　＊　P＜0．05
　＊＊　 P＜0．01

＊＊＊　 P＜0，001

また，“欲求不満”，“家族”および，“きずなの

弱さ”の3因子では，10ヶ月と31ヶ月間，並び

に16ヶ月と31ヶ月間の両方に高い正の相関が示

された。すなわち，これらの因子において，生

後10ヶ月時に高いストレスを感じているもの

は，半年後，さらに1年半の後も同様に高いス

トレスを感じている傾向が示唆された。

2．母親の生育歴と育児ストレスとの関連につ

　いて

　表3は，母親のPBIの結果と育児ストレスの

因子別得点との相関を示したものである。自分

の母親のcare因子は，10ヶ月と31ヶ月時の“自

　時問的経過に伴って，育児ストレスはどのよ

うに変化するのであろうか。生後10，16，31ヶ

月のそれぞれの時期のPSI因子別の得点の相関

をみたところ10ヶ月時と16ヶ月の間では，高い

正の相関がみられ，10ヶ月時に育児ストレスが

高かった母親は，半年後も育児ストレスが高い

ことが明らかとなった。唯一この期間において，

“子どもとのbond”の因子に相関が見られな

かったが，質問項目一つ一つを検：無した結果，

「この子は誰よりも私になついている」という

項目に個人個人の変化がみられていた。つまり，

生後10ヶ月の時に，母親が「子どもは誰よりも

自分になついている」と答えていても，半年後

の調査では，違う回答をする者が多くいたこと

による。これは，乳児期は母親との二者関係が

中心の生活であったのに対し，1歳を過ぎると，

子どもの人間関係も広がりを持つようになり，

結果，母親の認識が変化したと思われる。

　さらに，“親役割による欲求不満”，“配偶者

の非協力・家族との対立”，および“子どもと
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表2 各時期の因子別得点の相関

自信 10ヶ月 16ヶ月 31ヶ月

10ヶ月

16ヶ月 .465本*

31ヶ月 .669* .393十

気質 10ヶ月 16ヶ月 31ヶ月

10ヶ月

16ヶ月 .656* * * 

31ヶ月 .296 .340 

欲求不満 10ヶ月 16ヶ月 31ヶ月

10ヶ月

16ヶ月 .746番**

31ヶ月 .451 + .770* * * 

家族 10ヶ月 16ヶ月 31ヶ月

10ヶ月

16ヶ月 .616*** 

31ヶ月 .687 * * * .627 * * 

きずなの弱さ 10ヶ月 16ヶ月 31ヶ月

10ヶ月

16ヶ月 .790* * * 

31ヶ月 .628* * 

きずな 10ヶ月

10ヶ月

16ヶ月 .256+ 

31ヶ月 一.212

十 pく0.1
申 pく0.05

** pく0.01

*** pく0.001

.724 * * * 

16ヶ月
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された。すなわち，これらの因子において，生

後10ヶ月時に高いストレスを感じているもの

は，半年後，さらに 1年半の後も同様に高いス

トレスを感じている傾向が示唆された。
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いて
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の“自信"とすべての時期の“きずなの弱さ"
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ことが明らかとなった。唯一この期間において，
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表3　PBI得点とPSI得点との相関値

care因子

母親

。－o因子 care因子

父親

0－P因子

自信

気質

欲求不満

家族

きずなの弱さ

きずな

（10M）　一．36／

（15M）　　　一．089

（31M）　一．490

（10M）　一．328

（15M）　一．179

（31M）　一．422

（10M）　一．257

（15M）　一，089

（31M）　一．018

（10M）　一．052

（15M）　一．018

（31M）　　．005

（10M）　一．472

（15M）　一，255

（31M）　一．523

（10M）　　．073

（15M）　一．140

（31M）　一．280

＊

＊

＊

十

＊＊

＊＊

．197

，214

，479

，234

．262

．133

．094

．214

．296

，157

．156

．106

．424

．396

．527

，055

，172

，055

＊

十

＊＊

＊＊

＊

一．261

．043

一，311

一．249

一．124

一．490

一，157

，043

．225

一．069

一．070

．041

一．349

一，339

一．583

．236

一，134

一．227

十

＊

＊

＊

＊＊

．111

．234

．284

，089

，276　＋

，226

．041

．234

．032

．242

．234

．112

，121

，246

，466　＋

一．069

．163

．030

　＋：Pく，1

　＊：P〈，05

＊＊　：P〈．01

のbOIldの弱さ”の3因子において10ヶ月時と

31ヶ月時，16ヶ月時と31ヶ月時に，正の相関が

みられた。すなわち，この3要因に生後10ヶ月

に高いストレスを抱いている場合，その後の時

期においてもストレスが高いことがある程度続

いている可能性が示唆された。“親役割による

欲求不満”は，主に育児に伴う拘束感や不自由

さを表し，“配偶者の非協力・家族との対立”は，

家族に対する不満を，また“子どもとのbond

の弱さ”は，子どもと気持ちが通じていないと

いった感覚を表した項目からなっている。従っ

て，これら育児に伴う拘束感や不自由さ，家族

に対する不満，子どもと気持ちが通じていない

といった感覚は，時間の経過があってもあまり

変化せず，認識が安定していることが予想され

た。一方，他の育児についての自信や，子ども

の行動に対する懸念の因子は，各時期間での相

関はほとんどなく，経時的変化がみられること

が推測される。これは，ひとつに育児の経験を

積む中で，母親が子どもとの接し方を学んでい

くことによるものと思われる。また，子どもの

発達に伴って，何を要求しているのかがわかり

やすくなる，あるいは，自己主張がでてくる，

要求を他の物でごまかすことができなくなると

いった子ども自身の変化に伴う母親の認識の変

化が考えられる。

　母親のストレスの感じ方には，時間の経過や

子どもの発達があっても変化しにくい部分があ

ることが示唆された。今回，母親が幼少時自分

の親からどのような養育を受けたかという一つ

前の世代の親子関係との関連を検：討した結果，

変化しにくいと考えられた3つの因子のうち

“子どもとのbondの弱ざ’の因子と母親の幼

少時の親子関係との関連を示す結果が得られ

一36一

斉藤早香校

表 3 PBI得点とPSI得点との相関値

母親 父親

care因子 o-p因子 care因子 o-p因子

自信 (10M) 一.361 中

(15M) 一.089

(31M) 一.490 キ

気質 (lOM) 一.328 串

(15M) 一.179

(31M) ー.422 + 

欲求不満 (10M) 一.257

(15M) 一.089

(31M) 一.018

家族 (10M) 一.052

(15M) 一.018

(31M) .005 

きずなの弱さ (10M) 一.472 申申

(15M) 一.255

(31M) 一.523 申*

きずな (10M) .073 

(15M) 一.140

(31M) 一.280

のbondの弱さ"の 3因子において10ヶ月時と

31ヶ月時， 16ヶ月時と31ヶ月時に，正の相闘が

みられた。すなわち，この 3要因に生後10ヶ月

に高いストレスを抱いている場合，その後の時

期においてもストレスが高いことがある程度続

いている可能性が示唆された。“親役割による

欲求不満"は，主に育児に伴う拘束感や不自由

さを表し， “西国間者の非協力・家族との対立"は，

家族に対する不満を，また“子どもとのbond

の弱さ"は，子どもと気持ちが通じていないと
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た。一方，他の育児についての自信や，子ども

の行動に対する懸念の因子は，各時期間での相
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関はほとんどなく，経時的変化がみられること

が推測される O これは，ひとつに育児の経験を

積む中で，母:親が子どもとの義し方を学んでい

くことによるものと思われる。また，子どもの

発達に伴って，何を要求しているのかがわかり

やすくなる，あるいは，自己主張がでてくる，

要求を他の物でごまかすことができなくなると

いった子ども自身の変化に伴う母親の認識の変

化が考えられる。

母親のストレスの感じ方には，時間の経過や

子どもの発達があっても変化しにくい部分があ

ることが示唆された。今回，母親が幼少時自分

の親からどのような養育を受けたかという一つ

前の世代の親子関係との関連を検討した結果，

変化しにくいと考えられた 3つの因子のうち

“子どもとのbondの弱さ"の因子と母親の幼

少時の親子関係との関連を示す結果が得られ
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た。この“子どもとのbondの弱さ”の因子は，

子どもと気持ちが通じていない気がする，子ど

もは自分を嫌っている，あるいは，自分は子ど

もを拒否しているということを思うといった質

問項目から構成されており，子どもとのネガ

ティブな関係を示す因子といえる。つまり，「自

分の親は温かく愛情があった」という認識を

持っていない母親は，自分の子どもとの関係に

おいても問題を感じやすい傾向があるようで

あった。では，何故母親の過去の親との関係が，

現在の親子関係の認識に影響するのであろう

か。

　愛着理論では，幼少時期の養育者との相互作

用の過程で子どもの中に自己と他者の関係性の

表象が作られ，それが後の対人関係にワーキン

グモデルとして働き，関係性に関する注意や記

憶を方向づけたり，経験の評価や解釈のルール

を与えるものとして働くと考えられてい
る4P6’16）。人は，直面している事柄や他者の行

為を評価・解釈することによって，その後の予

想を立てながら自分の行動を決定している。こ

の時，過去の体験に由来する記憶表象にアクセ

スし，過去を手引きとして現在の状況を判断し

ているのである。乳児の愛着に関するシグナル

は，母親の潜在意識下で愛着に関する記憶を活

性化させることになる。幼少期に親との間に安

定した愛着関係を築くことができた母親は，防

衛的にならずに表象にアクセスでき，子どもの

送る困惑のシグナルにも共感的に対応でき，子

どもも自由に母親に援助を求めていくことがで

きる。しかし，安定した愛着関係を築けなかっ

た場合，子どもの愛着のシグナルは，自分が困っ

ているときに適切に応対してもらえなかったと

いう不快な経験と情動を活性化させることにな

り，防衛的にそうしたシグナルを知覚から排除

するようになることが考えられる。その結果，

子どもも拒否される愛着のシグナルを表出しな

いようになっていくということがおこるのであ

る3’5）。むろん，これはすべてのケースに必然

的におこることではない。過去に不幸な体験を

持ちながらも安定した親子関係を築いている

ケースについても報告されている5’17）。

　今回，母親の過去の親との関係が，育児を行っ

ていく上でのストレスの認識特に子どもとの

関係における不安において関連があることが伺

えた。しかし，今回の研究は，母親の親との関

係と育児ストレスという二つの関係にのみ焦点

をあてたものである。育児ストレスは，これま

での研究や報告にもあるように，子どもの気質

など児の側の因子やサポートシステムなど様々

な要因が複合的に絡み合っているものといえ，

その意味で，本研究が限定的であることは否め

ない。しかし，自分の親との関係に問題を持つ

ケースの場合，育児ストレスが高くなったり，

児との関係がうまく築けない可能性があること

は指摘できるであろう。今回の結果は，過去が

現在を規定するといった決定論的図式としてと

らえるのではなく，より援助を必要とするリス

クファクターとしてとらえるべきと考える。ま

た，その場合の援助においては，育児指導や社

会的サポートの整備といった従来の援助とは異

なった方法が必要性となることが推測される。

表象の変化には治療的介入の必要性を指摘する

専門家も多い18’19）。本間20）は，母親の過去の

トラウマ的体験が育児不安や子どもに対するイ

ライラ感や怒りの感情として外に表される場合

があることを示唆しており，そのトラウマにア

クセスすることで母親の抱える育児上の問題の

解消をはかることができたケースを報告してい

る。カウンセリングを含めた表象レベルでの介

入について今後研究が進むことが臨まれる。

　一方，乳児期の親子関係といえば，これまで，

母親とその子どもが中心となりがちであった。

しかし，今回，母親の母との関係だけではなく

父親との関係も検討した結果より，幼少期の父

親との関係も次世代の子育てに影響をもつ可能

性が考えられ，母親のみではなく，父親や他の

家族を含めた家族を視野に入れた援助が必要で
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あろう。

ま　と　め

　1）母親の育児ストレスの中で，育児に伴う

拘束感や不自由さ，家族に対する不満，子ども

との関係についての認識は，時間の経過や子ど

もの発達に影響を受けにくいことが示された。

一方，育児についての自信のなさや子どもの行

動に対する懸念は，時間の経過あるいは子ども

の発達に伴い変化がみられた。

　2）子どもとの関係に対する認識は，母親自

身の親との関係と一部相関がみられ，愛情ある

温かな養育を受けた母親は，子どもとの関係を

否定的にとらえることが少ない傾向にあった。

また，幼少期の親との関係は，母親のみではな

く，父親との関係も愛情あるものと関連してい

た。

　3）幼少期の親との関係が現在の子どもとの

関係の認識に影響することより，援助を考える

上で，母親の過去の親との関係に着目する必要

が指摘される。

　4）先代の親子関係が次世代の親子関係に関

連する世代間伝達の問題は，過去の体験によっ

て作られた表象がワーキングモデルとして作用

するためと考えられることより，カウンセリン

グを含めた表象に介入する援助についての研究

が今後の課題といえる。

謝 辞

　本研究を行うにあたりご協力いただいた母子

のみなさまに感謝いたします。

なお，本研究は，平成9年度及び10年度文部省

科学研究費基礎研究（C）「乳幼児期の親子相互

交渉における情動的コミニュケーションと愛着

表象：世代間伝達仮説の検証」（研究代表者

陳　省仁）の研究対象者と同研究の資料の一部

を用いております。また，平成10年度北海道大

学医療技術短期大学部助成金の援助を受けて

行ったものです。

　　　　　　　　＜イ寸録資料＞

Parental　Bonding　Instrument（PBI）

　　〈“Care”の項目＞

1　いつも暖かく親しみのある声で話しかけて

　くれた。

2＊私が望んでいるのに十分助けてくれなかっ

　た。

4　私には，気持ちの上で冷たかった。

5　私の抱えてる問題や悩みを理解してくれて

　いたと思う

6　私に優iしく，情愛があった。

11私とあれこれ話し合うのを楽しみにしてい

　た。

12私にたえずほほえみかけてくれていた。

14＊私が必要としたり，望んでいることを理解

　しているとは思えなかった。

16＊自分は求められていない存在だと思い知ら

　された。

17気分的に混乱したような時は，気持ちを落

　ちつかせてくれた。

18＊私と話し合うということはなかった。

24＊私をほめてくれたことがなかった。

　　〈“over－protection”の項目＞

3＊私のしたいたいていのことはやらせてくれ

　た。

7＊ものごとを，私が自分自身で決めるのを望

　んでいた。

8　私に大人になってほしくないようだった。

9　私のする事は何でもコントロールしたがっ

　た。

10＊私のプライバシーを無視していた。

圭3私を子ども扱いしがちだつた。

15＊私自身に決定を下させた。

19私を，つとめて親に依存的にさせようとし

　ていた。

20私のことを親がいなければ自分のことも処

　理できないと思っていた。

21＊私の望みのままに，自由にさせてくれた。
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〈付録資料〉

Parental Bonding Instrument (PBI) 

〈“Care"の項目〉

1 いつも暖かく親しみのある声で話しかけて

くれた。

2 *私が望んでいるのに十分助けてくれなかっ

た。

4 私には，気持ちの上で冷たかった。

5 私の抱えてる問題や悩みを理解してくれて

いたと思う

6 私に優しく，情愛があった。

11 私とあれこれ話し合うのを楽しみにしてい

た。

12 私にたえずほほえみかけてくれていた。

14*私が必要としたり，望んでいることを理解

しているとは思えなかった。

16半自分は求められていない存在だと思い知ら

された。

17 気分的に混乱したような時は，気持ちを落

ちつかせてくれた。

18*在、と話し合うということはなかった。

24*私をほめてくれたことがなかった。

〈、ver-protection"の項目〉

3 *私のしたいたいていのことはやらせてくれ

た。

7 *ものごとを，私が自分自身で決めるのを望

んでいた0

8 私に大人になってほしくないようだ、った。

9 私のする事・は何でもコントロールしたがっ

一I~O 
10*私のプライパシーを無視していた0

13 私を子ども扱いしがちだ、った。

15*私自身に決定を下させた。

19 私を，つとめて親に依存的にさせようとし

ていた。

20 私のことを親がいなければ自分のことも処

理できないと思っていた。

21*私の望みのままに，自由にさせてくれた。
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22＊私が望めば，いつも外出させてくれた。

23　私には過保護だった。

25＊どんな服装をしょうとわたしの好きなよう

　にさせてくれた。

　（＊逆転項目）

Parenting　Stress　Indexの一部

　〈1　親としての自信のなさ〉

・自分自身，親の役割を十分はたしていないの

　ではないかと思うことがある。

・子どもをいろいろしつけてきたが，だいたい

　うまくいっていると思う。＊

・子どものどんな問題にでも親として対処でき

　るか自身がない。

・自分は親として少し問題があるのではないか

　と思うことがある。

・子どもが何をして欲しがっているのかがっか

　めなくて，いらいらすることがある。

・やっとしつけができたと喜んでいても，

　ちょっとしたことですぐ逆戻りするのでがっ

　かりすることが多い。

・病気にかかりやすいので，しょっちゅう医者

　の世話にならねばならない。

・親としてやっていくのは，予想していた以上

　に難しいQ

・子どもが聞き分けがなかったり，ひどくむず

　がつたりすると自分の育て方が悪かったので

　はと思ってしまう。

・子どもの心の動きのすみずみまでわかってや

　れるようになるのはとても難しい。

・時々子どもの将来を考えて不安になることが

　ある。

・この子が成長すれば成長したで，けがをしな

　いか，悪いことがおこらないかと，よけい心

　配になってくる。

・母親としてしつけや教育のすべてをまかされ

　るのは，私にとって負担が大きすぎる。

・子どもを育てていく上で，どうしつけたらよ

　いのかわからなくなる。

・この子の睡眠，食事などの日課や習慣を確立

するのはとても苦労する。

　〈2　子どもの行動特徴に関する懸念〉

・よその子に比べて，泣いたりわめいたりだだ

をこねることが多い。

・この子は，何か欲しいとなると，すぐに聞き

分けがなくなってしまう。

・かんしゃくをおこすと，なだめる方法がない

ほど激しくむずがることが多い。

・気に入らないことがあると，すぐにすねたり，

　しょげかえったりする。

・ところかまわず聞き分けをなくすので困るこ

とが多い。

・いったんだだをこね始めると思い通りになる

までだだをこね続ける。

・泣いたり，ぐずついたりし始めると，いつま

でたっても泣きやまないことが多い。

・ちょっとしたことで機嫌がころころと変わり

やすい。

・よその子どもよりも，育てにくいのではない

かと思うことがある。

・こちらの思惑で何かをさせたり，やめさせた

　りするのはとても難しい。

・迷惑をかけるに違いないから，この子を人に

は預けられない。

・よその子に比べて，落ち着きがない。

・親の私がまいってしまうほど，この子は，ほ

んのしばらくの聞もじっとしていない。

・ほかの子に比べひとつのことに注意を集中し

たり，興味を持ち続けるのがにがてのようで

ある。

・一 l遊びをさせようとしても，ほんの10分も

もたない。

・環境や生活のちょっとした変化でも，なじま

せるのにとても時間がかかる。

　〈3　親役割による欲求不満〉

・私の生活はほとんど子どものために費やされ
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22半私が望めば，いつも外出させてくれた。

23 私には過保護だ、った。

25市どんな服装をしようとわたしの好きなよう

にさせてくれた。

(*逆転項目)

Parenting Stress Indexの一部

く1 親としての自信のなさ〉

・自分自身，親の役割を十分はたしていないの

ではないかと思うことがある。

-子どもをいろいろしつけてきたが，だいたい

うまくいっていると思う O * 
・子どものどんな問題にでも親として対処でき

るか自身がない0

・自分は親として少し問題があるのではないか

と思うことがある。

-子どもが何をして欲しがっているのかがつか

めなくて，いらいらすることがある。

・やっとしつけができたと喜んでいても，

ちょっとしたことですぐ逆戻りするので、がっ

かりすることが多い。

-病気にかかりやすいので，しょっちゅう医者

の世話にならねばならない。

-親としてやっていくのは，予想していた以上

に難しい。

-子どもが聞き分けがなかったり，ひどくむず

がったりすると自分の育て方が悪かったので

はと思ってしまう O

-子どもの心の動きのすみずみまで、わかってや

れるようになるのはとても難しい。

-時々子どもの将来を考えて不安になることが

ある O

-この子が成長すれば成長したで，けがをしな

いか，悪いことがおこらないかと，よけい心

配になってくる。

-母親としてしつけや教育のすべてをまかされ

るのは，私にとって負担が大きすぎる。

-子どもを育てていく上で，どうしつけたらよ

いのかわからなくなる O

-この子の睡眠，食事などの日課や習慣を確立

するのはとても苦労する O

く2 子どもの行動特徴に関する懸念〉

・よその子に比べて，泣いたりわめいたりだだ

をこねることが多い。

・この子は，何か欲しいとなると，すぐに開き

分けがなくなってしまう O

・かんしゃくをおこすと，なだめる方法がない

ほど激しくむずがることが多い。

-気に入らないことがあると，すぐにすねたり，

しょげかえったりする。

-ところかまわず開き分けをなくすので困るこ

とが多い。

・いったんだだをこね始めると思い通りになる

までだだをこね続ける。

-泣いたり，ぐずついたりし始めると，いつま

でたっても泣きやまないことが多い。

-ちょっとしたことで機嫌がころころと変わり

やすい。

・よその子どもよりも，育てにくいのではない

かと思うことがある O

・こちらの思惑で何かをさせたり，やめさせた

りするのはとても難しい。

-迷惑をかけるに違いないから，この子を人に

は預けられない。

-よその子に比べて，落ち着きがない0

・親の私がまいってしまうほど，この子は，ほ

んのしばらくの間もじっとしていない。

-ほかの子に比べひとつのことに注意を集中し

たり，興味を持ち続けるのがにがてのようで

ある O

-一人遊びをさせようとしても，ほんの10分も

もたない。

-環境や生活のちょっとした変化でも，なじま

せるのにとても時間がかかる O

<3 親役割による欲求不満〉

-私の生活はほとんど子どものために費やされ
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ている。

・子育てに追われて，自分の好きなことや新し

いことにチャレンジするということがなく

なった。

・いつも親の義務や責任にしばられていると感

　じる。

・結婚前の自分には考えられもしないほど，子

どものために自分の生活を犠牲にしている。

・子どもがいるために自分のしたいことや習い

たいことが制限されてしまった。

・親であることも大切だけど，自分の生活も少

　しは大切にしなければと焦りを感じる。

・子どもがいるので，趣味の会や集まりに出か

けたり，友達と会ったりすることができない

でいる。

・気分転換が上手な方だから，ストレスがたま

　るようなことはない。＊

・この子の要求に，私の生活は，支配されてい

　ると思うことがある。

・何事につけ，以前のように夢中になれなく

なった。

　〈4　配偶者の非協力・家族との対立〉

・子どもができると，夫婦の問にも思いがけな

い行き違いがいろいろできてくることを経験

　した。

・子どもができたのに，夫は助けてもくれない

し，手伝ってもくれない。

・子どもができてから私は性的関心が少なく

なった。

・子どもはできたけれど，私の描いていたアッ

　トホームな家族像にはまだ程遠い。

・夫は子どものことにあまり興味がないようで

ある。

・子どもができてから，夫の両親や家族との問

に気詰まりな問題や意見の対立が目だってき

た。

・子どもの育て方やしつけの方針について，私

と家族の考え方にはかなり開きがある。

　〈5　子どもとのbond（きずな）の弱さ

　（emotional　coldness，　neglect）〉

・ひょっとしたら，この子は私を嫌っているの

ではないかという気がすることがたまにあ

る。

・なかなか笑顔を見せてくれないので，てこた

えがなくて，ものたりない思いをすることが

ある。

・抱きあげたり頬ずりしたりしても，気持ちが

通じていないような気がすることがある。

・この子と私は，相性が悪いのではないかと思

　うことがある。

・この子のためにいろいろ尽くしているのに，

親の気持ちが通じていないのではないかと思

う。

・心のどこかで，子どもを拒否しているのでは

ないかとふと思う。

　〈6　子どもとのbond（きずな）

　　（closeness，　afEectior1）〉

・この子は，誰よりも私になついている。＊

・私は親であることに生きがいを感じる。＊

・私にとってこの子のいない生活などとうてい

考えられない。＊

・この子はほかの誰よりも私を必要としてい

　る。＊

・子どものためになるのなら，少々の無理をし

　てでも何でもやってやりたい。＊

・身の回りに心を許して話しあえる人が誰もい

　ないのでひとりぼっちだという気がする。

・子どものためとはわかっていても，気の進ま

　ぬことがよくある。

（＊　逆転項目）

　　　　　　　引用文献

1）牧野カツコ：乳幼児をもつ母親の生活と

　　く育児不安〉．家庭教育研究所紀要　3：

　34－56，　1981．
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ている。

-子育てに追われて，自分の好きなことや新し

いことにチャレンジするということがなく

なった。

・いつも親の義務や責任にしばられていると感

じる O

-結婚前の自分には考えられもしないほど，子

どものために自分の生活を犠牲にしている O

-子どもがいるために自分のしたいことや習い

たいことが制限されてしまった。

-親であることも大切だけど，自分の生活も少

しは大切にしなければと焦りを感じる O

-子どもがいるので，趣味の会や集まりに出か

けたり，友達と会ったりすることができない

でいる O

-気分転換が上手な方だから，ストレスがたま

るようなことはない。*

・この子の要求に，私の生活は，支配されてい

ると思うことがある。

-何事につけ，以前のように夢中になれなく

なった。

く4 配偶者の非協力・家族との対立〉

-子どもができると，夫婦の間にも思いがけな

い行き違いがいろいろできてくることを経験

した。

-子どもができたのに，夫は助けてもくれない

し，手伝ってもくれない。

-子どもができてから私は性的関心が少なく

なった。

-子どもはできたけれど，私の描いていたアッ

トホームな家族像にはまだ程遠い。

-夫は子どものことにあまり興味がないようで

ある。

-子どもができてから，夫の両親や家族との間

に気詰まりな問題や意見の対立が目だ、ってき

た。

-子どもの育て方やしつけの方針について，私

と家族の考え方にはかなり聞きがある。
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( 5 子どもとのbond(きずな)の弱さ

(emotional coldness， neglect) > 

-ひょっとしたら，この子は私を嫌っているの

ではないかという気がすることがたまにあ

るO

-なかなか笑顔を見せてくれないので，てごた

えがなくて，ものたりない思いをすることが

ある。

・抱きあげたり頬ずりしたりしても，気持ちが

通じていないような気がすることがある。

-この子と私は，相性が悪いのではないかと思

うことがある。

-この子のためにいろいろ尽くしているのに，

親の気持ちが通じていないのではないかと思

つ。

-心のどこかで，子どもを拒否しているのでは

ないかとふと思う。

( 6 子どもとのbond(きずな)

(closeness， a妊ection)> 

・この子は，誰よりも私になついている。*

・私は親であることに生きがいを感じる。*

・私にとってこの子のいない生活などとうてい

考えられない。*

・この子はほかの誰よりも私を必要としてい

る*

-子どものためになるのなら，少々の無理をし

てでも{可でもやってやりたい。*

・身の回りに心を許して話しあえる人が誰もい

ないのでひとりぼっちだという気がする。

-子どものためとはわかっていても，気の進ま

ぬことがよくある。

(* 逆転項目)
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