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はじめに 
 

私が自閉症のある子どものご家族と出会ったのは，今から 13年前，私がまだ大学 1年生

の頃です。当時，私が参加していたボランティアサークルには，幾つかのご家族が参加し

ておられました。そこでは，障害のある子どもだけでなく，そのご家族とも濃密な時間を

過ごすことができました。とてもユニークで可愛らしい子どもたち，エネルギッシュなお

母さん，そんな母子を影ながら支えるお父さん，そんなご家族と過ごした時間を，私は時

折思い出します。 

また，そうしたご家族と過ごす中で，それまで知りえなかったご家族の苦労や悲しみに

も触れる機会をもちました。子どもが小さかった頃のことを思い出し，「ほんっまに大変や

ったわぁ」と悲しく笑ったお母さん，ボランティアスタッフの私に申し訳なさそうに謝る

お母さん，子どもの障害を「障害」じゃなくするために奔走していたお母さん，その在り

方はそれぞれに違いますが，わが子が障害児であることによる傷つきを等しく抱えておら

れたのだと思います。一方で，子どもへの支援の場から少し離れたところで，何も語らず

にいるお父さんの姿も目にしました。当時の私には，そんなお父さんの姿は不思議に思え，

どのような思いを抱えておられるのか，とても気になりました。そうしたご家族との出会

いから私は，障害のある子どもをもつ家族への支援に関心をもつようになりました。 

こうした出会いを通して得た関心から，私は臨床心理士となり，これまで障害のある子

どもとその家族への支援に携わってきました。そうした経験のなかで，いかに家族が大変

な思いを経験しているのかを改めて知りました。それと同時に，わが子の障害が家族関係

に及ぼす影響の大きさや，そうした家族への支援の不十分さを痛感しました。 

特に，高機能広汎性発達障害児と称される一群は，身体的な異常がなく，全般的な知能

に問題がないために，周囲から理解され難く，そのご家族は大きな孤独感を抱えておられ

ました。また，両親であっても障害を認めることが難しく，そうした心の在り方がさらに

孤独感を大きいものにしているように思えました。高機能広汎性発達障害のある子どもを

育てることは，本当に大変なことのようです。彼・彼女らのもつ純粋さ，ユニークさはと

ても可愛らしいものなのですが，そんなことを言っていられないほどの苦労が子育てには

あるのでしょう。 

こうして醸成された臨床的関心，問題意識をモチベーションとして，調査を行い，この

度博士論文としてまとめるに至りました。本論文が，高機能広汎性発達障害児をもつご家

族の支援の一助となるとともに，これまで出会ったご家族への恩返しとなればと思います。 

最後になりましたが，これまで私を応援し，支えてきてくださったご家族の皆様，私に

臨床心理士になるきっかけを与えてくださったこと，発達臨床の専門家として育ててくだ

さったことを，心より感謝いたします。
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第1章 高機能広汎性発達障害児をもつ親の心理的体験とソーシャルサポートおよび家族

機能に関する研究の概観 

 

1.1 背景 

親が子を育てるということは，親にとって自身の成長や心の豊かさが得られるかけがえの

ない体験であるが，同時に多くの困難を伴うことでもある。特に，障害をもつ子どもを育

てるということは，健常児のそれに比べ，精神的な負担が大きい。刀根（2002）は，知的

障害や運動発達遅滞，自閉症などを含む発達障害児の母親の育児ストレスと QOLを，健常

児の母親と比較している。その結果，発達障害児の母親は，健常児の母親に比べて生きが

いを感じにくく，育児不安が強いという結果を得ている。同様に，渡部・岩永・鷲田（2002）

は，対人関係および知的側面の障害がある子どもをもつ母親の育児ストレスや疲労感が，

健常児の母親よりも大きいことを示している。これらの他にも，障害児の親の精神的負担

が健常児の親のそれに比して大きいことを指摘した研究は多い（芳賀・久保，2002；稲波・

小倉・Rodgers・西，1994；田中，1996）。また，障害児をもつ母親はうつ病に罹患するリ

スクや虐待に及ぶ可能性が高いことも指摘されている（芳賀・久保，2006；杉山，2007）。

加えて，子どもの外向的問題行動を主訴として相談機関に受診・来談した保護者は，保育

園，幼稚園，小学校に通う子どもの保護者よりも不適切な養育を行う傾向があることも指

摘されている（井潤，2010）。こうした問題から，障害児をもつ親を精神的に支えること

の重要性が強く示唆される。また，針塚（2008）は，障害児への発達援助における親への

援助の重要性について指摘し，親が子どもの一番身近な援助者として機能するには，親自

身の健康が第一と述べている。 

このように，障害児をもつ親は，健常児の親と比較して，様々な精神的な負担を抱えてい

るが，その体験はいくつかの要因によって異なってくる。その一つとして，障害の種類が

挙げられる（阿南・山口，2007；桑田・神尾，2004；十島・十島，2008）。中でも，近年，

高機能自閉症やアスペルガー症候群といった高機能広汎性発達障害（High-Functioning 

Pervasive Developmental Disorder: HFPDD）に注目が集まっている。広汎性発達障害

（Pervasive Developmental Disorder: PDD）とは，（1）社会性の障害，（2）コミュニケー

ションの障害，（3）限局した興味や活動の存在（想像力の障害）を中核症状とする発達の

障害である（American Psychiatric Association，2000）。中でも，知的な遅れのない（IQ

が 70 以上である）PDD は，HFPDD と呼ばれている（杉山・辻井，1999)。PDD の罹患

率はおよそ 1%と非常に高く，そのうちの約半数が高機能群であることが知られている（杉

山，2002）。なお，2013 年に発刊された DSM-5（Diagnostic and statistical Manual of 

Mental Disorders）では，PDDは自閉症スペクトラム障害（Autistic Spectrum Disorder: 

ASD）という診断概念に変更されている。 

HFPDDは，全般的な知的能力や身体面に障害がないため，親や周囲から気づかれないこ
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とが多く（飯田，2004），専門家でさえも判別が難しい（田中，2008）。こうした特徴から，

HFPDD児をもつ親は，障害認識に伴う悲しみや我が子の特性について，社会からの理解・

支援を得難く，大きな孤独感に苛まれやすい（木谷・北山，2010；下田，2006；Lam, Wong, 

Leung, Ho, & Au-Yeung, 2010）。また，HFPDD児の親は，知的な遅れを伴う PDD児の

親よりも情緒的に不安定になりやすく，周囲から理解されていないと感じていることが示

されている（松下，2003；下田，2006）。強い孤独感は，抑うつを高める危険性がある。特

に，HFPDD児をもつ親には，抑うつの問題が高率でみられることが知られている（Cohen 

& Tsiouris, 2006; Hastings, Kovshoff, Ward, 2005; 野邑・金子・本城・吉川・石川・松岡・

辻井，2010；杉山，2008；Smalley, McCracken, Tanguay, 1995；Bolton, Pickles, Murphy, 

& Rutter, 1998；Piven, Chase, Landa, Wzorek, Gayle, Cloud, & Folstein, 1991）。抑うつ

が高まると，子どもを冷静に観察したり，適切な対応をしたりすることが困難になる（高

山，2007）。その結果，虐待的な関係に陥ることも珍しくない。 

HFPDD児をもつ親への周囲の無理解が孤独感を生み，抑うつの問題へとつながっている

のであれば，HFPDD児をもつ親の心理的体験の理解を積み上げるのと同時に，社会的な支

援の在り方について検討する必要があるだろう。こうした親の精神的健康と社会的支援と

の関連については，ソーシャルサポートという視点から積み重ねられてきた。しかしなが

ら，HFPDD 児をもつ親へのソーシャルサポートに関する知見はそれほど多くない。また，

HFPDD児をもつ親の抑うつとソーシャルサポートの関連については，未だ検討されていな

い。どういった社会資源からのどのような支援が抑うつの問題に対して有効なのか，検討

することが求められる。 

さらに，周囲の無理解の問題は，社会との関係においてだけでなく家族内でも生じている。

たとえば，母親にとって，父親との認識のずれがストレスになっていることを示唆する知

見がある。小谷（2007）は，発達障害のある児童の家族ニーズについて質問紙調査を実施

し，父親の無理解，きょうだい関係など家族に関する悩みがあることを明らかにしている。

PDD児の母親の，“夫である父親と共通の理解ができるようになるまで”が最もつらい時期

であったとの報告（永井・林，2004，p.149）からも，このギャップは母親にとって大きな

ストレスになりうることが読み取れる。また，HFPDD児の母親は，祖父母など同居家族に

さえも理解されず，強い孤独感を抱き，またそうした状況が不安を助長するということに

なりやすい（Santomauro, 2009）。こうした家族内，特に父母間で生じている無理解という

問題に対して，どういった支援があり得るのか，検討することが必要だろう。 

その手がかりの一つとして，家族機能という視点から積み上げられた知見が挙げられる。

家族機能論では，健康な家族の在り方を維持するものとしてコミュニケーションが重視さ

れている（Olson & Barnes, 1985）。高橋（2013）は，家族間でコミュニケーションがとら

れていることで，それぞれの感情が共有され，相互理解が深まり，肯定的で協働的な関係

が維持されるとしている。よって，父母間でのコミュニケーションと抑うつとの関連につ
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いて検討することは，臨床的に意義があると考える。 

また，上述した知見のほとんどは，母親を対象としたものであり，父親を対象とした研究

は少ない。主たる養育者を担うのは，多くの場合母親ではあるが，父親にも独自の辛さや

孤独感があることが知られている（大平・菅野，2008；山岡・中村，2008）。個々の親への

支援だけでなく，家族全体を支えるという意味でも，父母両者の心理的体験を詳細に理解

することが必要と言える。 

これらの背景から，HFPDD児をもつ父母の心理的体験への理解を積み上げ，彼・彼女ら

への社会的な支援の在り方を検討することは極めて重要なことと言える。よって，本章で

はまず，HFPDD 児をもつ父母が辿る心理的体験過程に関する知見を概観する。その後，

HFPDD 児をもつ親の精神的健康について，特に抑うつの問題を取り上げる。そのうえで，

ソーシャルサポートと家族機能に関する先行研究を整理し，今後の課題について述べる。

最後に，本論文の問題意識と目的を記述する。 

 

1.2 高機能広汎性発達障害児をもつ親の心理的体験過程 

まず，HFPDD児をもつ親の心理的体験を過程として描いた研究として，障害受容過程に

関する知見と障害認識過程とそれに伴う感情体験に関する知見を整理する。そのうえで，

HFPDD児をもつ親の心理的体験過程に関する研究の課題について述べる。 

 

1.2.1 高機能広汎性発達障害児をもつ親の障害受容過程 

障害受容とは，障害についての価値観の転換であり，上田（1980）の定義，すなわち“障

害の受容とは，諦めでも居直りでもなく，障害に対する価値観の転換であり，障害をもつ

ことが自己の全体としての人間的な価値を低下させるものではないことの認識と体得を通

じて，恥の意識や劣等感を克服し，積極的な生活態度に転ずること”が一般的である。高

山（2007）は，“この価値観の転換が行われていない場合，親は病院や療育機関で実施する

親指導，親教育への参加に対して拒否的な態度を示すこともある”としている。親と支援

者との関係だけでなく，親と子どもとの関係においても，子どもの障害の受け止めが大き

な影響を及ぼすと言える。 

障害児をもつ親の障害受容についての研究は，Drotar, Baskiewicz, Irvin, Kennell, & 

Klaus （1975）以降多くの研究が行われており，いくつかの障害受容の理論が提唱されて

いる。代表的なものとして Drotar et al．（1975）の段階説，Olshansky（1962）の慢性的

悲嘆説，中田（1995）の螺旋型モデルがある。段階説とは，障害児をもつ親の心理的適応

過程を段階的に捉えて説明しようとする立場であり，親は一連の情緒的な経験を経て適応

の段階に達し，心理的に安定すると考える。慢性的悲嘆説は，重度精神遅滞児の親の研究

から生まれた理論であり，親の悲しみは，一過性ではなく，子どもの発達の節目や子ども

の障害を思い知らされる様々な出来事によって繰り返し顕在化されるとする。螺旋型モデ
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ルは，親には障害に対する肯定と否定のアンビバレントな感情が常に存在しており，これ

らの両極の感情が交互に顕現化されるとする。現状においては，段階説に基づいた研究が

多くなされている（たとえば Ewart，2003；田中・丹羽，1990；鑪，1963）が，その有用

性については批判も多い（中田，1995；Wikler, Wasow, & Hatfield, 1981）。桑田・神尾（2004，

p.28）は，段階説に疑問を投げかけ，障害受容論の意義は，“支援者がいきなり最終的な受

容を求めてしまわないこと”にあり，支援者には“親が感じているものをそのまま感じよ

うとするまなざしをもち続け，子どもの障害と向き合っている今ある親の姿を見つめる謙

虚さが求められている”としている。 

上述の通り，障害受容の過程については幾つかの説があるが，こうした違いが生じる要因

の一つとして子どもの障害の種類が挙げられる。たとえば，ダウン症児と自閉症児の親の

障害受容について比較検討した夏堀（2001）は，外見的に特徴のあるダウン症児と比べ，

見た目にわかりづらく行動上の問題を呈しやすい自閉症児の親はストレスが高く，受容に

至るまでに要する時間もダウン症児の親のそれに比べて有意に長いという結果を得ている。 

また，同じ PDD であっても，知的水準によって親の体験には差異が生じることも知られ

ている。下田（2006）は，HFPDD 児の親の方が，知的な遅れをもつ PDD 児の親よりも，

「障害から目をそむけ続けることができなくなって，否認や拒否ができにくい気持ち」「勇

気をもって積極的に事実（自閉症児であるわが子）を受け容れていこうとする気持ち」に

至るまでに多くの時間がかかることを報告している。また，湯沢・渡邊・松永（2007）は，

HFPDD児の母親は，重度知的障害を伴う自閉症児をもつ母親よりも子どもの障害を受け容

れられない気持ちが強いことを指摘している。この障害を受け入れることの困難さには，

知的に遅れの無い発達障害の確定診断の困難さ，障害からくる特徴の理解しづらさが影響

していると考えられる。こうした障害を受け容れることへの抵抗感は，同じ境遇の親（ピ

ア）の存在が支えとなり，「わが子の障害＝個性」「障害＝克服できる」という価値観への

変容が生じることが示唆されている（大平・菅野，2008）。 

このように，HFPDD児の親の障害受容に関する研究は散見されるものの，障害への価値

観の詳細な記述は少なく，障害受容にどれほどの時間がかかったかの検討にとどまってい

るものがほとんどである。こうした，受容に到達しているか否かといった段階説の視点で

の議論は，ともすれば支援者がいきなり最終的な受容を求める態度（桑田・神尾，2004）

ともつながりかねない。また，障害受容をテーマとしながらも，障害認識に伴う感情体験

が否定的か肯定的かといった検討が中心であるものも多い。加えて，障害受容過程と関連

する要因についての検討もほとんどなく，価値観の転換に至るプロセスとそれを支える要

因を詳述した研究は大平・菅野（2008）のみと言える。しかしながら，大平・菅野（2008）

は，HFPDDの他，ADHDなどの「軽度発達障害」児の父親を対象にしているため，HFPDD

児の親に特有の体験とは言い難い側面がある。桑田・神尾（2004，p.22）が指摘するよう

に，“個々の障害特性を考慮し，種類を限定したうえで親の障害受容をみていく必要がある”
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だろう。 

 

1.2.2 高機能広汎性発達障害児をもつ親の障害認識過程に伴う感情体験 

PDD の場合，障害に気づくこと自体に困難さがあり，告知に至るまでに長い時間を要す

ることが知られている。中田・上林・藤井・佐藤・井上・石川（1995）は，自閉症や知的

障害をもつ子どもの親では，ダウン症などの外見的にも生物学的にも障害があると確定し

うる子どもの親と比べて，診断告知に伴う心理的反応は乏しいものの，告知に至るまで長

期に渡り不安にさらされることを指摘している。こうした障害の種類による体験過程の違

いから，中田ら（1995）の報告以降，特性への気づきからわが子の障害の認識に至る過程

に焦点が当てられるようになった。この研究領域では、わが子が障害児であるという認識

を得ることを障害認識、そして認識を得ていく過程を障害認識過程という言葉で表現され

ている。そのため、本論文でも、同様の意味でもって障害認識、障害認識過程を使用する。 

HFPDD 児の障害認識に着目した研究としては，山根の一連の研究がある（山根，

2009a,b；山根，2010a,b,c,d；山根，2011；山根；2012）。山根（2010a,c）では，HFPDD

児をもつ母親は，周囲の指摘や他児との比較から徐々に子どもの発達の遅れや特異さに気

づくものの，母子を取り巻く周囲からの楽観的な認識によって，母親の抱く不安や違和感

は打ち消されるというプロセスを周期的に経験することが示されている。このようなプロ

セスは，アスペルガー障害の障害認識に伴う感情体験に着目した柳楽・吉田・内山（2004）

においても報告されている。柳楽ら（2004）は，母親が抱くわが子の発達への違和感・不

安が，周囲からの楽観的な言葉によって打ち消され，障害認識を抱くことが出来ず，医療

機関への足が遠のき，結果的に長期にわたって孤独感や不安にさいなまれる姿を描いてい

る。このような背景から，HFPDD児の母親の場合，知的障害を伴う PDD児の母親に比べ，

発達への不安が長期化しやすいものと考えられる（Howlin & Asgharian, 1999; 嶺崎・伊

藤，2006）。こうした体験過程は，障害受容研究における螺旋形モデル（中田，1995）と類

似している。しかしながら，障害認識とそれに伴う感情体験の周期性について障害に対す

る意味づけ（障害観）との関連からは検討されていない。 

また，診断告知後の母親の感情体験は，「不安・ショック」「自責・後悔の念」といった

ネガティブな感情体験のみでなく，「安堵感」「すっきり」のようなポジティブな感情も体

験していることが報告されている（柳楽ら，2004；山根，2011；山岡・中村，2008）。一

方で，山岡・中村（2008）は，HFPDD児をもつ父母へのアンケート調査を通して，HFPDD

児の父親の多くは，診断告知時にネガティブな感情のみを体験し，わが子が障害児である

ことを認めにくい傾向にあることを指摘している。それに対して，軽度発達障害児をもつ

父親の障害受容過程についてインタビュー調査を実施した大平・菅野（2008，p.102）は，

“診断後，まず父親は《障害を受け止めようとする姿勢》を持とうとする”と報告してお

り，山岡・中村（2008）の指摘とは食い違っている。大平・菅野（2008）の調査は，HFPDD
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以外の「軽度発達障害」にも対象を広げているという点で，山岡・中村（2008）とは異な

っているものの，父親の心理的体験の差異を反映している可能性があるだろう。現状，

HFPDD児をもつ父親の障害認識に至る過程とそれに伴う感情体験に関する知見は，山岡・

中村（2008）と大平・菅野（2008）以外に見当たらない。HFPDD 児をもつ父親が，告知

以前にどのような体験をしていて，それが告知後の障害認識と感情体験にどう影響してい

るのか，詳細に検討する必要があるだろう。 

 

1.2.3 心理的体験過程に関する研究における課題 

ここでは，障害受容過程と障害認識過程に関する知見を概観したが，これらの心理的体験

過程は深く関連していると考えられる。しかし，これらの関連についてはまったく検討さ

れていない。また，障害観や障害認識は親の心理的体験の一側面であり，これらの他にも，

まだ焦点が当てられていない心理的側面が見出される可能性もある。それらがどのように

絡み合って体験の総体を成しているのかを検討することは，より深い親の心の理解につな

がるものと考えられる。 

加えて，両研究ともそのほとんどが母親の知見であり，父親のものがきわめて少ないこ

とが挙げられる。家族支援を行ううえで，父母それぞれがどのような思いを抱いているの

かを理解することはきわめて重要である。父親の場合，仕事の都合等で，支援者が直接話

をする機会をもつことが難しい場合が多い。そうした中で，母親から語られる父親の姿は

否定的なものであることも少なくない。こうした場合，母親とのやり取りから「無理解な

父親」像が支援者の中に形成され，父親に対して否定的な感情を抱くこともまれではない

だろう。こうした態度は，家族全体を支えるうえマイナスの影響を及ぼすものと思われる。

父親の心理的体験についても詳細に検討する必要があるだろう。 

 

1.3 高機能広汎性発達障害児をもつ親の精神的健康 

次に，HFPDD児をもつ親の精神的健康の問題について，まず定型発達児および他の障害

児をもつ親との比較から述べる。その後，HFPDD児をもつ親の精神的健康において特に問

題視されている抑うつに関する知見と，PDD 児をもつ親のストレッサーに着目した知見を

概観する。 

 

1.3.1 高機能広汎性発達障害児をもつ親の精神的健康と定型発達児および他の障害児をも

つ親の精神的健康の比較 

日本においては，植村・新美（1985）以降，PDD児の親の精神的健康に関して多くの知

見が報告されている。その幾つかは，PDD 児の親の精神的健康が，定型発達児や他の障害

をもつ子どもの親に比べて低いことを示している（たとえば，蓬郷・中塚・藤居，1989；

渡邊・伊藤・宋，2006; Yamada, Suzuki, Kato, Suzuki, Tanaka, Shindo, Taketani, Akechi, 
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& Furukawa, 2007）。これらの報告は，国外の報告とも一致している（たとえば，Abbeduto, 

Seltzer, Shattuck, Krauss, Orsmond, & Murphy, 2004; Bakér-Ericzen, 

Brookman-Frazee, & Stahmer, 2005; Eisenhower, Baker, & Blacher, 2005; Pisula, 2007; 

Mugno, Ruta, D’Arrigo, & Mazzone, 2007; Schieve, Blumberg, Rice, Visser, & Boyle, 

2007）。さらに近年では，知的障害を伴わない HFPDDへの関心が高まっている。HFPDD

児をもつ親のストレスについて検討した渡邊ら（2006）は，定型発達児の親よりも，高機

能自閉症・アスペルガー障害の子どもを持つ親は，入園・就学への移行期における不安感

や負担感が高いことを示している。また，Mugno et al（2007）は，HFPDD児の母親の育

児ストレスおよび抑うつが，他の障害児や知的障害のある PDD児の親よりも高いことを報

告している。こうした知見から，HFPDD児をもつ親の精神的健康が，定型発達児や他の障

害児をもつ親よりも低いことが示唆される。 

 

1.3.2 高機能広汎性発達障害児をもつ親の抑うつ 

PDD と抑うつとの関連については，多くの研究で指摘されている（Cohen & Tsiouris, 

2006; Hastings et al., 2005; 野邑・金子・本城・吉川・石川・松岡・辻井，2010；杉山，

2008；Smalley, et al., 1995）。親の中には，PDDであるわが子を授かる以前から抑うつ的

なエピソードが見られていたという報告もある（Bolton et al., 1998；Piven, et al., 1991）。

De-la-Iglesia & Olivar（2015）は，HFPDDと抑うつとの関連に関する文献レビューから，

HFPDD児・者の抑うつの背景には，家族負因と環境の問題，性別，認知的・知的能力の高

さ，ネガティブなライフイベントと反復的・限局的な行動および思考，ソーシャルサポー

ト，生物学的素因といった要因があることを報告している。また，野邑ら（2010）は，HFPDD

児の母親 196 名に調査を実施し，約 4 割の母親が抑うつ域に入り，重症の抑うつ状態と判

定された者も約 1 割見られ，一般の母親に比べて極めて高い傾向であることを報告してい

る。これらの知見からは，HFPDD児およびその家族には抑うつの問題が高率であることが

示唆される。うつ状態に陥ると，意欲の減退や認知の歪みにより，子どもと根気強く付き

合うことや，わが子の肯定的な側面を見つけることが難しくなる可能性があり，親子関係

にもネガティブな影響を及ぼすリスクがあると考えられる。 

 

1.3.3 広汎性発達障害児の特性と親の精神的健康 

PDD ならではの特性と親の精神的健康との関連についても，いくつかの報告がある。坂

口・別府（2007）は，自閉症児の親が体験しているストレッサーを明らかにするために，

一連の調査を実施した。彼女らは，就学前の自閉症児の母親へのインタビューから得た語

りと先行研究の知見をもとに，自閉症児をもつ母親のストレッサーを測定する尺度を作成

した。その結果，自閉症児の母親のストレッサーとして，「サポート不足」「問題行動」「愛

着困難」「否定的感情」があることを見出している。さらに，作成したストレッサー尺度を
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自閉症児の母親と自閉症以外の障害をもつ子どもの母親を対象に実施したところ，「サポー

ト不足」「否定的感情」には自閉症群と非自閉症群に差はないが，「問題行動」「愛着困難」

は，非自閉症群に比べて自閉症群の方が高い値であったと報告している。こだわり・パニ

ックなどの問題行動や，愛着に基づいた他者との親密な関係を構築することの難しさは，

それぞれ自閉症児独自の困難さであり，特有のストレッサーとなりうるのだろう。加えて

彼女らは，「愛着困難」と「サポート不足」との相関の強さから，周囲の無理解から母親が

わが子の問題を母子関係に帰属してしまうという在り方があると考察している。こうした

PDD の特性と親のストレスとの関連については，HFPDD においても確認されている。

Epstein, Saltzman-Benaiah, O’Hare, Goll, & Tuck（2008）は，アスペルガー障害児をも

つ親の育児ストレスと，障害特性との関連を検討し，実行機能の障害や感覚過敏といった

PDD 特有の認知的・感覚的問題が，親の育児ストレスと強く関連していることを指摘して

いる。このように，PDD児をもつ親は，PDDの独自性から，他の障害児の親よりも強い精

神的負担を経験しているものと考えられる。 

 

1.3.4 高機能広汎性発達障害児をもつ親の精神的健康に関する知見のまとめ 

HFPDD児をもつ親は，定型発達児や他の障害児の親，さらには知的障害を伴う PDD児

の親と比べても，精神的健康の問題が大きいことが示された。特に，抑うつの問題が高率

でみられ，親子関係にネガティブな影響を及ぼすことが危惧された。こうした精神的健康

の問題の背景には，PDD 特有の認知的・感覚的問題や行動上の問題，愛着形成の困難さが

あり，特に愛着形成の困難さについては，周囲の無理解や支援の不十分さが関連している

ことが示唆された。周囲の理解・支援が不足していることから，親がわが子の問題を自身

の育児の責任と考えてしまい，精神的健康を害していくというプロセスが想定される。 

以上のことから，HFPDD児をもつ親独自の心理的体験を理解し，実際の支援へとつなげ

ていくことの重要性が強く示唆される。特に，子どもの問題行動への直接的な介入や，親

への実際的・心理的サポートは，親の精神的健康を支えるうえで有効と考えられる。こう

した社会的援助と精神的健康の関連については，ソーシャルサポートという視点から検討

されてきた。以降の節では，HFPDD 児をもつ親への社会的援助の現状を概観したうえで，

ソーシャルサポート研究の知見を整理し，課題について述べる。 

 

1.4 高機能広汎性発達障害児をもつ親への社会的援助 

ここではまず，HFPDD児をもつ親を取り巻く社会の現状について記述する。そのうえで，

ソーシャルサポートの視点から，PDD 児の精神的健康と社会的援助との関連について概観

する。最後に，HPFDD児をもつ親への社会的援助の課題について述べる。 
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1.4.1 高機能広汎性発達障害児をもつ親への社会的援助の現状 

全米学術会議（National Research Council）の「自閉症児のための教育的介入に関する

委員会（Committee on Educational Intereventions for Children with Autism，2001）」

は，ASD 児をもつ家族の養育上のストレスに対して支援サービスの提供を推奨している。

また，英国国立医療技術評価機構（The National Institute for Health and Clinical 

Excellence，2013）の ASDの支援ガイドラインにおいても，養育者への社会的・情緒的支

援の必要性をアセスメントし，それに応じた支援を提供することが明記されている。我が

国では，2005年 4月より施行された「発達障害者支援法」において，家族に対して適切な

支援を行うことの必要性が謳われている。加えて，厚生労働省（2008a）が，「障害児支援

の見直しに関する検討会報告書」の中で，家族を含め障害のある子どもに対してトータル

な支援を行うこと，また障害のある子どもや家族にとって身近な地域における支援の重要

性を示している。また，「発達障害者支援の推進に係る検討会報告書」（厚生労働省，2008b）

には，すべてのライフステージに応じた地域支援体制の整備と情報提供，相談機関や支援

機関における専門性の向上を目指した人材育成，家族の地域での孤立を予防する仕組みを

構築することが必要と述べられている。同様に，文部科学省（2005，p.27）も，「特別支援

教育を推進するための制度の在り方について（答申）」（2005年 12月）において，“障害の

ある児童生徒の就学指導の過程や就学先における教育内容等について，児童生徒及び保護

者に対する説明及び情報提供を一層充実する観点にも十分留意することが必要である”と

し，保護者との連携の必要性を記している。 

しかし，発達障害に関する社会の認知や理解は未だに十分ではない（氏田，2006）。残念

ながら，支援者であっても，発達の偏りを見過ごしてしまったり，親の愛情不足として位

置付けたりといったことが，少なからず生じている。中でも，HFPDDのように障害の認識

が困難な障害をもつ子どもの親は，周囲からの理解を得辛い。わが子の特性を理解されず，

楽観的に受け止められたり，時には育児の問題として責められたりもする。中田（2009）

は，わが子の障害について説明した母親が，わが子の特性を障害のせいにしているとむし

ろ批判されることが少なくないと指摘している。こうした状況から、HFPDD児をもつ家族

のニーズを把握し、どのような支援が求められているのかを明確にする必要がある。 

 

1.4.2 広汎性発達障害児をもつ親のニーズと支援 

野田（2010）は，PDD児を含む障害児の家族支援に関する文献を概観し，支援の在り方

として，情報提供，家族の対応力の向上，家族が抱える思いへの受容・共感，支援者同士

の連携の 4 つを挙げている。本節では，野田（2010）の 4 つの視点から PDD 児への家族

支援に関する先行研究を概観する。 
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情報提供 

障害児の家族への情報提供に関する研究によると，1）現在の子どもの状況，2）障害に

関する医学的知見・治療方法，3）予後に関する最新の知見，4）育児や対応方法，5）社会

資源の紹介，の 5 つが障害児をもつ家族にとって必要とされている（宮崎，2002；中田，

1998；沼口・前田・長濵，2005）。また，自閉症児の家族においては，他の障害児の家族と

比べて，治療法や予後についてよりも，対応方法や子育てに関する情報提供へのニーズが

高いことが報告されている（小室・前田・岡田・長崎・太田・加賀・根本・遠藤・朝比奈・

旭・中村・岸本・大田，2002；中田，1998）。さらに，情報提供を受けると，親がサービス

にアクセスしやすくなること，親の障害受容が促進されること，家族の対応力が向上し家

族のストレスが軽減することが指摘されている（Koegel, Bimbela, Schreibman, 1996；

Roaddes-Smucker, 2001；Pain, 1999）。このように，情報提供については，親のニーズが

高く，またそれに伴う精神的健康へのポジティブな影響についても知られている。 

しかしながら，支援者を対象とした野田（2010）の調査からは，PDD児の親への情報提

供は十分にはなされていないことが示唆されている。地域自治体ごとに支援機関の有無や

支援内容が異なるため，支援者は各地域のもつ援助資源に関する情報を得る努力をしつつ，

親や家族がこれらの社会資源にうまくアクセスし，適切な支援を受けられているかを査定

する必要がある（井上，2013）。しかしながら，そうした取り組みを積極的に行っている支

援者は決して多くないようである。この点は，後に述べる支援者同士の連携の問題でもあ

り，今後充実させるべき領域と言える。 

一方，宋・伊藤・渡邉（2004a）のニーズ調査では，親の会に所属している親のうち約 91％

が「様々な情報交換ができる」場として親の会が役立っていると回答していた。また，グ

ループによるペアレントトレーニングなどの機会も，地域の情報を共有する場として有効

である（井上，2013）。同じ地域で生活する同じ境遇の親からの情報は，親のニーズに沿

った利用可能性の高いものとなり得るのだろう。 

  

家族の対応力の向上 

HFPDD児のような障害認識が困難な障害の場合，家族のみの力で子どもの特性を把握し，

それに応じた対応策を講じることは極めて困難と言える。そのため，家族の対応力の向上

においては，障害特性の理解とそれに応じた対応方法について教育的・指導的支援が必要

である。宋ら（2004a）の実施した HFPDD 児の親のニーズ調査では，専門機関に通って

いる親のうち約半数が「個別指導」「子どもの育て方に対するアドバイス」を受けていると

回答していたが，一方で「個別指導をより充実してほしい」との要望が 52.0%と高い値で

あったことも報告しており，教育的・指導的支援をより充実したものにする必要があると

言える。 

親への教育的・指導的支援を代表するものとして，ペアレントトレーニングが挙げられ
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る。ペアレントトレーニングは，ADHD 児をもつ家族への支援方法として発展してきた経

緯があるが，近年では，PDDの特性を考慮した幾つかの取り組みがなされている（Cutress 

& Muncer, 2014；川上・辻井，2008；奥野・永井・毛利・吉崎・山本・酒井・岩坂・谷池，

2013；久保・岩坂，2013；津田・田中・高原・橋本；2012；上野・野呂，2012）。これら

の取り組みでは，子どもの問題行動の改善のみでなく，親の養育能力および精神的健康の

向上といった点でも，その有効性が実証されている。また，NPOや親の会で開催している

講演なども，わが子の特性の理解とそれに応じた対応方法の習得という点で有用と思われ

る。しかしながら，ペアレントトレーニングやセミナーといったかたちでの支援は，限ら

れた医療機関や研究機関，NPO団体での取り組みであり，それぞれが引き受けられる家庭

の数にも限度がある。また，地域によって保有している資源は大きく異なり，そうした支

援を受けることが困難な場合も少なくない。 

一方で，野田（2010）は，家族支援において，家族自身が個々の状況に応じてできるこ

とを見つけられるよう支えることも必要と述べている。PDD 児の母親において，本人の特

性を十分に活かした対応を家族が主体的に見つけることができると，母親の生活満足度が

高まるとの指摘（野田，2014）からも，家族が自身の力で対応できる自信を育むことが重

要と言える。野田（2010）の調査では，支援者のうち 65.3%が，「家族が行っていることを

ねぎらう」「子どもの対応に関する家族の工夫を認める」といったかたちで支援を実施して

いることがうかがえた。この知見からは，支援者の多くは，家族が自身の力で対応できる

という自信を育むことを意識した取り組みを実践していることがうかがえる。 

 

家族が抱える思いへの受容・共感 

HFPDD児の親にとって，悩みを共有し合える存在がいることは大きな心の支えになると

考えられる。特に，同じ境遇の親との触れ合いは，親の心理的な支えとして高く評価され

ている。HFPDD児の親に対する宋ら（2004a）のニーズ調査では，親の会に所属する者の

84.5%が，親の会を「勇気づけられたりストレス発散の場になる」と回答していたと報告し

ている。また，グループで実施されるペアレントトレーニングにおいても，同じ境遇の親

と出会う場としての機能が高い満足につながっている（Cutress & Muncer, 2014）。加えて，

同じ障害のある子どもをもつ先輩の親の立場から，情報提供や共感的関わりといった支援

を行うペアレントメンターによる相談も，親のエンパワーメント，孤立感の低減，情緒的

健康や自己肯定感と自信，養育スキルの向上に寄与することが示唆されている（Ainbinder, 

Blanchard, Singer, Sullivan, Powers, Marquis, & Santelli, 1998；Law, King, Stewart, & 

King, 2002；Solomon, Pistrang, & Barker, 2001）。一定の地域における調査ではあるが，

幼児期から成人期までの子どものすべての年代において，7～9 割程度の親が同様の育児経

験のある親に相談しており，9割以上の親がそうした親への相談機会を希望していることも

報告されている（北海道保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課，2013）。こうした同じ境遇
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の親からのサポートは，支援者からのサポートとは違ったかたちでの心理的な支えとして

機能するものと考えられ，困難さの受容・共感という点で有効な支援の在り方と言えるだ

ろう。 

一方，野田（2010）の質問紙調査によると，支援者からの家族が抱える思いへの受容・

共感については，調査に協力した支援者の中の 44.6%にとどまっていた。この理由として

は，家族の困難受容因子に含まれていた「家族全員の困っていることについて聞く」とい

う項目が 27.3%と低い実施率であったことが挙げられる。発達臨床の場で支援者が関わる

のは本人である子どもと母親であることが多く，他の家族成員と出会うことは少ない。こ

うした実情もあって，支援者は直接関わりのある家族の思いを聞くことに意識が限定され

てしまい，家族全員の思いを確認することが難しくなっているものと考えられる。 

 

支援者同士の連携 

現在の PDD児の支援に関する課題として，一人の子どもや家族にかかわる他職種および

他機関の支援者同士が連携していくことの重要性が指摘されている（辻井，2005）。また，

支援者同士の連携は，親のニーズとしても大きい。宋ら（2004a）は，就学期の HFPDD児

をもつ親へのニーズ調査を実施し，半数以上の親が校内での連携および専門機関からの学

校への助言・指導を望んでいることを報告している。また，親の会に対しても，学校との

連携を求める声が 6 割を超えており，相談機関から学校へのアプローチを求める親が多い

と言える。この報告からは，HFPDD児の親が学校との連携に困難さを感じていることが示

唆される。この背景には，教師の無理解に対する不満や他の親との関係における迷いやス

トレス（宋ら，2004a），小学校・中学校・高校といった環境の変化によってゼロからのや

り直しとなる支援体制の不連続性（辻井，2007）があるものと考えられる。また，学校と

の連携だけでなく，大学進学以降の支援体制の重要性も指摘されている（柘植，2008）。青

年期・成人期に至ると，人生の自己決定や社会的・経済的な自立が求められ，また就労後

は見えない職場でのルールや新たな対人関係への適応が求められる。近年，就労への移行

支援については職業リハビリテーションやジョブコーチといった幾つかの施策が設けられ

てはいるが，各機関同士の連携という点では十分とは言い難い現状がある。野田（2010）

の調査においても，支援者にとって他機関との連携が難しい状況にあり，親のニーズに対

して実施が伴っていない状況にあることが示唆された。今後，各機関がどのような役割を

取り，家族を支える仕組みを整えていくかを検討する必要があるだろう。 

 

1.4.3 高機能広汎性発達障害児をもつ親の精神的健康とソーシャルサポート 

個人のストレスを緩和する機能をもつものの一つにソーシャルサポート（Caplan, 1974 

近藤他訳 1979）がある。ソーシャルサポートとは，家族，友人や隣人などの個人をとりま

く様々な人々からの有形・無形の援助を指す。このソーシャルサポートの低さが，PDD 児
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をもつ母親のストレスや抑うつの高さと関連があることが指摘されている（Boyd, 2002；

Bromley, Hare, Davison, & Emerson, 2004；Dunn et al., 2001；松岡・竹内・竹内，2002；

Pakenham, Samios, &Sofronoff, 2005；宋ら，2004b；山根，2011；湯沢・渡邊・松永，

2007）。また，ソーシャルサポートは，精神的な負担だけでなく，育児上のポジティブな感

情との関連も認められている。湯沢ら（2007）は，自閉症児の母親の自己成長の気持ちが

「夫や友人」「近所の人」「同じ障害児の親」からのサポートと，子育てに対する前向きな

気持ちが「子どものきょうだい」「療育・訓練をする人」からのサポートと，それぞれ正の

相関があることを報告している。加えて，宋ら（2004b）は，HFPDD児の母親が抱くわが

子の成長への期待感が，フォーマルサポートと正の相関をもつことを指摘している。充実

したソーシャルサポートが，母親の精神的健康だけでなく，育児への前向きな姿勢をも支

え，子どもと関わるうえでの活力を保つものと考えられる。 

また，過去に経験したソーシャルサポートが，後の心理的体験に肯定的な影響を及ぼすこ

とも知られている。宋・伊藤・渡邊（2004b）は，HFPDD児の親において，幼少期に公的

機関からのサポートを利用していた場合，就学後の負担感や不安が，幼少期にサポートを

利用していない親に比べて低いことを示している。同様に，山根（2011）では，HFPDD

児の母親は，過去に満足できる公的サービスを受けていない場合，確定診断を期に罪悪感

に苛まれる傾向があると報告している。これらの知見からは，発達早期からの親へのソー

シャルサポートの重要性がうかがえる。 

ソーシャルサポートの中には，道具的サポート，心理的サポート，指導的サポートなど

の種類があり，実際の支援においては，どの援助資源に対してどのようなサポートを求め

ているのかを整理することも必要である（井上，2013）。宋ら（2004b）の報告では，ソー

シャルサポートの中でも，家族や近所の知人，配偶者といったインフォーマルなサポート

が親のストレスと負の相関関係にあることが報告されている。その他にも，集団で実施さ

れるペアレントトレーニングやペアレントメンター，親の会といった同じ境遇の親と出会

う機会が，心の支えや情報交換の場として機能していることが多くの研究で指摘されてい

る（Ainbinder, Blanchard, Singer, Sullivan, Powers, Marquis, & Santelli, 1998；Cutress 

& Muncer, 2014；原口・井上・山口・神尾，2015；北海道保健福祉部福祉局障がい者保健

福祉課，2013；Law et al., 2002；Solomon et al., 2001；宋ら，2004a；高倉・山田，2007）。

これらの知見からは，PDD 児の親にとって，インフォーマルな援助資源からの心理的サポ

ートや情報的サポートが有効であることが示唆される。 

一方で，学校や療育・医療機関といったフォーマルな援助資源に対しては，異なる援助

を求めていることが示されている。宋ら（2004a）が HFPDD 児の親を対象に療育・専門

機関に対する要望を調査したところ，「学校への助言・指導」「個別指導をより充実してほ

しい」といった内容が調査対象者の半数以上から報告されていた。また，高倉・山田（2007）

の報告によると，障害のある幼児をもつ親にとって，同じ境遇の保護者や友人・知人は「ほ
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っとしたり安心できる相談先」であるのに対し，医療機関・療育機関・通園施設などの専

門機関は「頼りにしている相談先」として位置付けられていることが示されている。こう

した知見からは，親はフォーマルな援助資源に対して指導的なサポートを求めていること

が示唆される。 

しかしながら，宋ら（2004b）の調査では，HFPDD児の親の負担感や不安感は，医療や

地域機関からのサポートと正の相関関係にあり，負担感や不安感の強い人ほど，医療や地

域の専門機関の利用を求める傾向があることが報告されている。宋ら（2004b）は，この結

果を受け，HFPDD児をもつ親へのフォーマルサポートがまだ整備されていない現状を反映

しているものと考察している。藤田・荒木田・今井（2014）も，ASD児をもつ母親への面

接調査から，ASD 児に対する資源不足，就学後の療育支援の不足といった体験を抽出して

おり，専門的な支援が，特に就学後に減少し，同じ障害のある子どもの親との交流や情報

交換が主なサポート源となり得ると述べている。医療・福祉・教育領域のサポートが，各

発達段階に応じて提供できるよう現状のシステムについて検討する必要があると言える。 

上述のとおり，PDD 児の親へのソーシャルサポートの知見は散見されるが，HFPDD に

限定されたものはあまり多くない。また，HFPDD児をもつ親に高率でみられる抑うつの問

題との関連について検討した研究は見当たらない。HFPDD 児をもつ親への支援において，

抑うつは特に注意すべき問題である。どのような社会的資源からのどういったかたちでの

支援が有効なのか明らかにすることは臨床的に大きな意味があるだろう。 

加えて，ソーシャルサポートの知見の大半は母親を対象にしたものであり，父親を対象

としたものは，健常児の親の先行研究にわずかにみるのみである。乳幼児をもつ父母のソ

ーシャルサポートへの評価を比較した片山・内藤・佐々木（2012）では，母親と父親のソ

ーシャルサポートへの評価には有意差がみられなかったと報告している。しかしながら，

家族成員によるソーシャルサポートのうち配偶者が占める割合は，母親が 66.7%であるの

に対し，父親は 75.9%であった。このことから，父母ではサポートを得ている援助資源に

違いがあり，父親の場合配偶者が大きなウェイトを占めていることが示唆される。その他，

周産期における胎児・新生児の喪失を経験した父母へのソーシャルサポートについては，

いくつかの検討がなされている。胎児・新生児の喪失を経験した母親は，父親に比べて心

理的苦痛が高いことが報告されている（Dyregrov & Matthiesen, 1987；Lang, Gottlieb, & 

Amsel, 1996；Irizarry & Willard, 1998/1999）。それに対して，父親は，自身の苦痛が周

囲から過小評価されていることへの不満，孤立感，妻を支える自身へのサポートへの希求

があることが見出されている（Samuelsson, Ládestad, & Segesten, 2001；O'Leary & 

Thorwick, 2006）。これらの知見からは，父親も母親同様，社会的な援助への潜在的なニ

ーズをもっていることがうかがえる。支援の場において相談者となるのは主に母親である

が，母親だけでなく，家族全体の援助ニーズを考慮した研究・実践が必要と言えるだろう。 
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1.4.4 高機能広汎性発達障害児をもつ親への社会的援助における課題 

親への社会的援助に関する知見から，HFPDD児の親は，同じ境遇の親との触れ合いを大

きな支えとしていることが指摘されている。特に，情報的・情緒的サポートが，他の親か

らの援助の中でも役立っていると感じているようである。そのため，支援者には，同じ障

害をもつ子どもの親同士が出会う場を提供することが，一つの有効な支援と言えるだろう。

こうした取り組みは，ペアレントトレーニングやペアレントメンター，親の会といった実

践ですでになされている。しかしながら，これらの取り組みは限られた機関・地域でのも

のであり，こうした機会に恵まれる親はきわめて少ないものと思われる。 

一方，フォーマルな援助資源に対しては，教育的・指導的サポートを求めていることが

示された。支援者は，個別での教育的・指導的サポートについては，それぞれ積極的に取

り組んでいることが報告されている。ただし，藤田ら（2014）は，ASD児に対する援助資

源が不足しており，特に就学後に専門的支援が減少することを指摘している。この知見を

踏まえると，個々の支援者の取り組みは評価できるものの，根本的なサポート資源の量的

な不足が否めない現状があるものと考えられる。 

これらのことから，HFPDD児の親への社会的援助においては，サポート資源の不足とい

う根本的な問題があることが示唆される。今後は，社会的援助の現状と支援ニーズについ

ての継続的な調査を行うと同時に，社会的援助と精神的健康との関連に関する知見を積み

重ね，社会的援助の在り方とその必要性について支援者間で共有していくことが求められ

るだろう。 

また，特に医療機関に対しては，個別の指導だけでなく，学校をはじめとする他機関へ

の指導のニーズがうかがえた。親にとって，学校をはじめとする子どもの生活場面に足を

運び，わが子の特性の説明とそれに応じた要望を伝えることは，大変勇気のいることであ

る。また，周囲は子どもの特性を理解してくれないだろうという怒りや諦めの気持ち（柳

澤，2012）もあるだろう。こうした思いから，専門機関に対しては，園や学校と連携を取

り，周囲の理解と適切な対応を充実させてほしいというニーズがあるものと考えられる。

しかしながら，他機関との連携については，まだ十分に実施されていない状況があるよう

である。 

加えて，HFPDD児をもつ親への支援において，家族全体に目を向け，それぞれの思いを

確認することが難しい状況があることが示唆された。その要因の一つとして，支援者の意

識が相談者のみに集中しすぎるという支援者側の問題があるだろう。また，支援の場への

参加が，母親のみに限られがちな日本の家庭状況の影響もあると考えられる。 

さらに，ソーシャルサポートの知見からは，PDD 児をもつ親の精神的健康とソーシャル

サポートの関連が見出されたが，HFPDDに限定された知見は決して多くないことが示され

た。また，HFPDD児をもつ親に高率でみられる抑うつとソーシャルサポートとの関連につ

いてはまだ検討されていない。どういった社会資源からのどのような援助が親の抑うつに
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対して効果的なのか，検討する必要がある。 

 

1.5 高機能広汎性発達障害児をもつ家族の家族機能に関する研究の概観 

わが国は，母親にかかる育児負担が国際的にも大きく，大きな育児不安を訴えるケースも

少なくない（国立女性教育会館，2006；厚生労働省，2003）。国立社会保障・人口問題研究

所（2002)の報告によると，依然として女性の中には，“幼少期の子どもをもつ母親は子育

てに専念すべきであり，そうしなければ子どもの成長に悪影響を及ぼす”とする，いわゆ

る「3歳児神話」を支持している者が多い。HFPDD児をもつ母親の場合，特に幼少期にお

いては，「3 歳児神話」などの子育てにおける性別役割分業論の影響もあって，わが子の示

す原因不明の特異な側面を自身の育児の責任と考えてしまう場合もあると考えられる。 

一方，日本の父親は，諸外国に比べて，仕事の忙しさから家族と過ごす時間が少なく，平

日に子どもと触れ合う時間も短い（酒井，2007）。加えて，育児期の性別役割分業が経済的

に合理的な家族戦略であることも，父親の育児参加を困難にしているものと考えられる（多

賀，2005）。この現状に対して，多くの父親は不満に感じているものの（酒井，2007），園・

学校といった子どもの生活場面や，療育機関・医療機関などの専門機関とのやりとりに携

わることは困難な状況にあると言える。 

このような社会的背景から，父親は母親に比べ，子どもとの直接的なやりとりや，子ども

を取り巻く社会との関わりからわが子の特性を経験的に理解する機会を得にくい。中田ら

（1995）は，障害の有無が曖昧になりがちな場合，障害認識の過程は家族自らの生活と経

験の中から生じると述べている。よって，HFPDD児の父母は，障害認識とそれに伴う感情

の体験過程において大きなギャップが生じやすいものと考えられる。 

ここでは，HFPDD児をもつ父母の関係に関する知見として，家族機能に関する知見を整

理する。そのうえで，夫婦間コミュニケーションに着目することの意義について述べる。 

 

1.5.1 家族機能 

子どもが障害児であるということは，家族関係や家庭での役割に少なからず影響を及ぼ

す。こうした視点での検討は，家族機能という概念から行われてきた。家族機能は，個人

のストレスを緩和し，精神的安定に寄与するとされ，家族凝集性（family cohesion）と家

族適応性（family adaptability）の二つの視点から捉えられる。Rodrigue, Morgan, & 

Geffken（1990）は，自閉症児をもつ母親は，自身の家族を，凝集性が高く，適応性は低い

と認識しており，その他の障害をもつ子どもの母親に比べ，育児コンピテンスや夫婦関係

満足度が低いことを示している。それに対して，Higgins, Bailey, & Pearce（2005）は，

HFPDD児や PDD児をもつ親は，結婚生活に対する幸福感や家族の凝集性，適応性が定型

発達児の親に比べて低いと指摘しており，先の Rodrigue et al.（1990）の報告とは家族の

凝集性という点で差異があった。この点を踏まえ，Higgins et al.（2005）は，PDD児をも
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つ家族の凝集性が高くも低くもなり得る可能性を挙げ，そのいずれも家族に問題が生じう

る（Olson, Sprenkle, & Russell, 1979）と述べている。 

 

1.5.2 夫婦間コミュニケーションに着目することの意義 

家族の凝集性と適応性を変容させる要因として，Olson & Barnes（1985）はコミュニケ

ーションを挙げている。彼らは，機能的な家族は良好なコミュニケーションスキルを有し

ており，成員はその状態に満足しているとしている。高橋（2013）は，病気や障害を抱え

る子どもの家族レジリエンスに関する文献を概観し，家族のコミュニケーションが家族の

在り方に及ぼす影響について言及している。高橋（2013）によると，家族のコミュニケー

ションが閉鎖的コミュニケーションから開かれたコミュニケーションになることで，家族

それぞれが抱く悲哀感情や認識の共有が促されることが報告されている。そうして家族の

相互理解が深まり，さらに家族メンバー間，医療機関，地域の人々など家族内外の人々と

の関係性を客観的に見直すことにより，肯定的な関係を維持し協働するための能力を獲得

していくとされる。また，こうした変化は，家族のマネジメント力の向上につながるとし

ている。 

HFPDDのような認識上の困難さがある障害の場合，実際の関わりを通して積み上げられ

た経験的な理解が障害認識を支えるとされる（中田ら，1995）。そのため，日本のように父

母間で子どもと関わる時間に大きな差がある場合，障害の認識にずれが生じやすいものと

考えられる。この点を踏まえると，特に HFPDD 児をもつ夫婦にとって，コミュニケーシ

ョンが開かれていることは，育児への協働関係を築くのみでなく，精神的健康の向上にも

大きく貢献するものと思われる。父母間でのコミュニケーションとそれぞれの精神的健康

との関連を明らかにすることは，家族支援の在り方を考えるうえで有用であろう。 

 

1.6 本研究の問題意識 

HFPDD 児をもつ親は周囲の無理解による孤独感を経験することが多い（木谷・北山，

2010；下田，2006；Lam, Wong, Leung, Ho, & Au-Yeung, 2010）。そうした経験は社会

との関係においてだけでなく，家族との関係においても生じている。そのため，まずは

HFPDD児をもつ親がどのような体験をしているのかを詳細に検討し，理解することが必要

である。HFPDD児をもつ親の心理的体験過程については，障害受容過程と，障害認識過程

という二つの領域を中心に検討されてきた。この二つの領域は，実際には密接に関与し合

い，HFPDD児の親の心理的体験の総体を成しているものと考えられるが，その関係を検討

した研究はみられない。また，この二つの側面以外にも重要な心理的側面がある可能性が

あるが，そうした探索的視点での調査はみられない。そこで，本研究では，HFPD 児をも

つ親が辿る心理的体験過程を包括的かつ探索的に検討することを第一の目的とする。 

また，親の精神的負担を軽減するうえで，どのような社会的な資源からのどういった援
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助が必要かを明らかにすることは重要と言える。特に，HFPDD児をもつ親の精神的健康に

おいて抑うつの問題は大きい（Cohen & Tsiouris, 2006; Hastings et al., 2005; 野邑ら，

2010；杉山，2008；Smalley et al., 1995；Bolton et al., 1998；Piven et al., 1991）。けれ

ども，ソーシャルサポートと抑うつとの関連について検討した知見は見当たらない。 

加えて，家族内の共通理解を醸成することも，親の孤独感・抑うつを軽減するものとし

て有効と考えられる。特に，家族機能論においては，家族成員間でのコミュニケーション

が，家族全体の共感的・協働的関係の維持に寄与すると言われている（高橋，2013）。よっ

て，夫婦間でのコミュニケーションと抑うつとの関連を明らかにすることから，HFPDD児

をもつ親の抑うつへの支援に新たな視点を提供できるものと考える。 

なお，HFPDD児の親に関する研究全般に言えることであるが，母親を対象にした知見が

ほとんどであり，父親に関するものがきわめて少ない。HFPDD児の父親に関する知見から

は，母親とは質的に異なる体験が抽出されており，その異同について検討することは家族

全体を視野に入れた支援を行ううえで役立つものと思われる。 

 

1.7 本研究の目的 

本研究では，HFPDD児をもつ父母の心理的体験を過程として捉え，HFPDD児をもつ父

母の心理的体験を広範かつ詳細に描き出すことを目的とする。また，HFPDD児をもつ父母

の抑うつとソーシャルサポートおよび夫婦間コミュニケーションの関連を明らかする。こ

れらの検討によって得られた知見について，父母間での異同を整理し，HFPDD児をもつ家

族支援の在り方について提言したい。 

次章以降の構成は以下の通りである。 

第 2 章では，HFPDD 児をもつ母親が体験する心の諸側面とその関連を心理的体験過程

として質的な手法を用いて描く。また，これまでの他の障害をもつ子どもの親に関する研

究と比較し，考察を加える。第 2章は，和田・林（2015）をもとにしている。 

第 3 章では，HFPDD 児をもつ父親の心理的体験過程を，第 2 章と同じ手法を用いて描

く。その際，同じ HFPDD児の父親であっても異なる心理的体験過程があることに着目し，

その差異を詳述する。第 3章は，和田・林（2013a）をもとにしている。 

第 4 章では，HFPDD 児をもつ父母の抑うつとソーシャルサポートおよび夫婦間コミュ

ニケーションとの関連を数量的な手法を用いて検討し，社会的援助の在り方について考察

する。第 4章は，和田・林（2013b）をもとにしている 

第 5章では，HFPDD児をもつ父母の心理的体験過程の異同を整理する。加えて，HFPDD

児をもつ父母に生じ得る問題と社会的援助の在り方について考察し，今後の課題を述べる。 

 

 

 



 

21 

 

 

 

 

第 2章 

 

高機能広汎性発達障害児をもつ 

母親の心理的体験過程について 

（研究 1） 

 

  



第 2章 

高機能広汎性発達障害児をもつ母親の心理的体験過程について 

 

 

22 

 

第2章 高機能広汎性発達障害児をもつ母親の心理的体験過程について 

 

2.1 問題と目的 

本章では，HFPDD児をもつ母親の障害児の親としての心の体験を心理的体験という枠組

みから捉え，その変遷過程を質的な手法を用いて明らかにすることを目的とする。 

障害児の母親の精神的健康は，定型発達児の母親に比べて低いことが，多くの研究によっ

て指摘されている（たとえば芳賀・久保，2002；渡部ら，2002）。中でも，アスペルガー症

候群や高機能自閉症といった HFPDD の子どもをもつ母親は，他の障害児の母親と比べて

ストレスや抑うつが高い（渡邊ら，2006；Mugno et al., 2007）。また，知的障害を伴う PDD

児の母親よりも，HFPDD児の母親の方が周囲から子どもの障害を理解されていないと感じ

ていることも知られている（下田，2006）。これらのことから，HFPDD児の母親は，他の

障害をもつ子どもの母親と比較して精神的な負担が大きく，質的にも異なる体験をしてい

ることがうかがえる。 

HFPDD児の母親の心理的体験に関する研究の多くは，体験の一時点に着目した横断的研

究であるが，中には母親の心理的体験を過程として記述したものも散見される。主なもの

としては，まず母親の障害観の変遷に焦点を当てた障害受容研究（下田，2006；田辺・田

村，2006）が，もう一つは母親の障害認識の変容家庭とそれに伴う感情体験を描いた研究

（柳楽ら，2004；山根，2010b, c, d, 2011）が挙げられる。これらの研究は，HFPDD児の

母親の心理的体験過程をそれぞれの視点から明らかにしたものとして意義がある。 

しかしながら，障害観や障害認識は HFPDD児の母親の体験の一側面であり，それらがど

のように絡み合って心理的体験過程全体を構成しているのかは未だ検討されていない。

HFPDD児の母親の心理的体験の諸側面を明らかにし，それらがどのように関連しているの

かを検討することは，HFPDD児をもつ母親の心をより詳細に理解するうえで有用と言える。 

そこで本章では，HFPDD 児をもつ母親の心理的体験の諸側面について探索的に検討し，

それらの関連の在り方を明らかにすることによって，HFPDD児をもつ母親の心理的体験過

程をより包括的に描きだすことを目的とする。また，これまでの他の障害をもつ子どもの

親に関する研究と比較し，考察を加える。 

 

2.2 方法 

 

2.2.1 調査対象 

親の会に所属する PDD，アスペルガー障害，自閉症のいずれかの診断を受けた小学生，

中学生の子どもの母親 12 名であった。母親の平均年齢は 42.6 歳±4.4，子どもの平均年齢

は 9.8 歳±2.4，診断時の平均年齢は 4.3 歳±1.6 であった。子どもの性別は，男子が 10 名

（83%），女子が 2 名（17%）であった。子どもの知能指数（WISC－Ⅲ知能検査・全検査
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IQ）は，母親からいずれも 70以上であることが報告されている。結果では，調査協力者を

それぞれ A～Lのアルファベットで表す。 

 

2.2.2 調査の手続き 

本研究の趣旨・内容について記載した書面により調査協力者を募り，半構造化面接法に

よる面接調査を実施した。面接は，筆者と共同研究者である臨床心理士が実施した。面接

の記録は，調査協力者の同意を得て ICレコーダーを用いて録音するとともに，会話内容に

関するメモを取った。HFPDD児の母親の心理的体験過程を描いた先行研究（下田，2006；

田辺・田村，2006；柳楽ら，2004；山根，2010b, c, d, 2011）からは，障害認識，感情，

障害観といった側面が母親の心理的体験を構成していると想定された。よって，それらの

側面に関する語りが得られるよう，質問項目を作成した。すなわち，認識については「障

害への気づき」という言葉で，感情については「気持ち」「将来に関して考えること」とい

った言葉で，障害観については「障害への思い」という言葉で，それぞれ尋ねた。その際，

語りの流れをスムーズに展開させるために，これまでの生活の流れに沿うかたちで，先の

言葉を配置し，項目を構成した。項目の順序は，田中・丹羽（1990），玉井・小野（1994），

大平・菅野（2008）が用いた項目を参考に，1）子どもの障害に気づき始めた時の気持ちと

当時の障害への思いについて，2）診断を受けるまでの経緯と告知前後の気持ちについて，

3）今に至るまでの経緯と現在の障害への思いについて，4）障害への思いの変化に関連す

る要因について，5）子どもの将来に関して考えることについて，であった。加えて，HFPDD

児をもつ母親の心理的体験の中には，先行研究では詳述されていない重要な心理的側面が

ある可能性が考えられた。そのため，面接に際しては，HFPDD児の母親の心理的体験の他

の側面を見落とさないように，探索的な姿勢を崩さないよう努めた。必要に応じて，尋ね

る順序の変更や語りの明細化を行った。面接は一人に対して 1 回ないし 2 回行った。所要

時間は，およそ 60分～120分であった。 

 

2.2.3 調査時期 

2009 年 9月上旬から 2012年 1月下旬に実施した。 

 

2.2.4 分析方法 

分析 1：分析には，氏家・高濱（1994）のマッピング法を採用した。マッピング法は，対

象者の語りから，質的に共通するものをグルーピングし，つながりがあるとされたものを

矢印でつなげ，マップとして図示するものである。グルーピングによって抽出された共通

した意味内容をもつ語りをサブカテゴリーとして構成し，さらに，共通する心理的体験と

考えられるサブカテゴリーをカテゴリーとしてまとめた。本文中の「 」は調査協力者の

語り，【 】はカテゴリー名，＜ ＞はサブカテゴリー名，“ ”は定義を表す。カテゴリ
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ーおよびサブカテゴリーの抽出においては，第一著者と臨床心理学を専攻する大学院生 2

名の計 3名を評定者とし，評定者間で一致が得られるまで協議を行い，決定した。 

分析 2：サブカテゴリー間のつながりを心理的変化と心理的影響の 2つに分けた。心理的

変化は，時間経過に伴う程度やあり方の移行を表す。心理的影響は，ある心理的側面から

の他の心理的側面への影響関係を意味する。本研究ではさらに，心理的影響をプラスの影

響とマイナスの影響に分類した。プラスの影響とは，他の心理的体験を促進するような影

響を，マイナスの影響とは，他の心理的体験を減少させるような影響を指すものである。

それぞれの関連についても分析 1と同様に，3名の評定者による協議の上，決定した。 

 

2.2.5 倫理的配慮 

調査の実施にあたり，本研究の趣旨・内容，調査への参加を自らの意志で行うことと撤回

の自由があること，個人情報の保護，研究結果の公表について説明し，その場で書面によ

る同意を得た。また，個人が特定される恐れのある情報は削除あるいは内容が変わらない

程度に一部改変した。なお，本研究は，調査協力者が所属する親の会に設置されている倫

理委員会から，承認を得た上で実施した。 

 

2.3 結果 

 

2.3.1 カテゴリーの生成 

語りの分類を行ったところ，5 つのカテゴリーと 16 個のサブカテゴリーが抽出された。

以下に各カテゴリーの定義を示す。サブカテゴリーの定義と具体的な語りの例については

表 2-1に記す。 

 

【HFPDDおよび子どもの特性の理解】 

母親の語りからは，HFPDDや子どもの特性の理解の在り方が変わっていく様子がうかが

えた。それらを，＜HFPDDの知識不足＞＜HFPDDの知識的な理解＞＜特性の経験的な理

解＞という 3 つのサブカテゴリーにグルーピングした。これらをまとめて【HFPDD およ

び子どもの特性の理解】とし，定義を“HFPDDや子どもの特性の理解の在り方”とした。 

 

【障害認識】 

母親は，わが子の特性に違和感をもち，障害があることを認識していく過程について語

っていた。それらを＜特性への違和感＞＜障害児であることの認識＞という 2 つのサブカ

テゴリーにグルーピングした。これらをまとめて【障害認識】とし，定義を“子どもの特

性が障害によるものであることを認識していく過程”とした。 
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カテゴリー 定義 具体的な語りの例(一部抜粋)

HFPDDに関する知識が不足して

いる，あるいは誤って理解してい

る状態

「全然具体的なことがわからなかったんで。広汎性とかって。」(Dさん)

「その時は薄い子っていうのがまだ認識なくて…アスペルガーっていうのも認

識なかったですね。」(Eさん)

「その時は勉強もしてなくてわかりませんでした。」(Fさん)

学びによるHFPDDの知識的な理

解の深まり

「初めてのことが苦手とか，あの子の特性をいろいろ勉強してきて，いろいろ

学んできて…」(Aさん)

「障害をもってる子のお母さん方との面識ができて，お話を聞いて，あぁ，こ

んなことも大変だったんだってこともわかってきて…」(Kさん)

子どもとの関わりの中で経験的に

培われた特性の理解

「出たとこ勝負をやっていく中で…こういう場合はこうなっていくだろうなっ

ていうだんだん予測がつくようになって…」(Aさん)

「ここまでなOK，でもここから先は多分苦痛になる，多分駄目だなってことが

ちょっと分かってきた…」(Gさん)

わが子の特性に問題意識を持ち，

発達の遅れや偏りを疑う心境

「これはちょっと違うぞと思って。」(Gさん)

「可愛いとか個性というかこういう子なんだっていうところから，ちょっと異

常だなって思いになってきて…」(Aさん)

「何かあるなって…その何かが分らなくて，なんだろうって…」(Mさん)

わが子が障害児であることを確信す

る，あるいは障害児である事実を受

け止める心境

「もう私自身はそうだと思ってました。自閉症だと思ってました。」(Fさん)

「もう絶対って思いました。視線が合うのはおかしいなって思ったんだけど，もう逆手バイ

バイから全て入っているから，もう絶対だなって。 」(Aさん)

「それ(高機能自閉症)を知ったときに，もうビンゴ，これだって思って。」(Hさん)

差別的な偏見や否定的なイメージ

から障害に対して抱く抵抗感

「騒いでる子がいても，前はだったら，えーって感じだった…」(Jさん)

「良いイメージは全くなくて，暗いもので，辛いものだというイメージがありました。」(Fさん)

「やっぱ，障害という言葉は重い，重いんですよ。」(Lさん)

障害を特別視せず，特異さ・苦手

さは誰しもあるものとして捉える

態度

「障害じゃなくても一緒だなって。突き詰めれば一緒って。」(Aさん)

「障害についても，普通っていうか，みんな一緒って思えるようになりました

ね。」(Jさん)

子どもの特性や障害児であること

そのものに対する悲しみや不安

「もうその時は絶望しかなかった。」(Bさん)

「実際その言葉(診断名)を言われた時はがっくりときた。」(Jさん)

「悲しくて悲しくてっていうのが二か月ぐらい…やたら泣きますよね。」(Lさ

ん)

子どもの特性に対してどのように

関われば良いのか戸惑い，苛立つ

心情

「なんでその行動をやってるんだろうって感じで。」(Iさん)

「もう偏食もひどくて。もうどうしたらいいか分かんない！って…」(Bさん)

「泣かして叩いたこともあった…本当に追い詰めるっていうか…」(Eさん)

子どもの特異さ・苦手さを自身の

育児のせいとして自分を責める心

情

「もっと関わってあげなきゃいけないのかなとか。言葉かけをしなさいとか，ちゃんとやら

ないといけないっていう思いもあって…」(Aさん)

「育て方が悪いのかなって…」(Gさん)

「一体どういう躾をしてるんだって…色々言われて辛かったですね。」(Kさん)

子どもの特異さ・苦手さが障害に

よるものであること，自身の育て

方のせいではないことを悟り，安

堵する心境

「診断を受けてスッキリした…」(Aさん)

「あー，よかったって…ほっとしましたね…いろんなことがあったので，全部

そうやったんやなと思って…」(Eさん)

「ほっとしたじゃないけど，ここでやっと見つかったっていうか…」(Dさん)

子どもの様子を穏やかな心で見つ

め，これからの成長を期待する心

境

「やっぱり安心っていうか，やれるようになって良かったなって…」(Aさん)

「今光がある…この子なりに生きていけるかもしれないなって…」(Fさん)

「ちょっと気が楽になったかなって…まぁ何とかなるやって…」(Gさん)

周囲との関係の中で子どもの特性

が問題として意識されるようなイ

ベント

「園の自由時間を見に行ったら一人でぐるぐる歩きながらしゃべってた…」(Jさん)

「三歳児健診で二語文が出なかったのと，おむつが取れなかった…」(Tさん)

「環境の変化にとっても弱くって…実家では普通で遊んでいたのに，他県では公園に

行って誰かいたらぎゃーって言ったり…」(Fさん)

子どもの成長や周囲の理解による

環境への適応

「すごく適応して。今まではいいわいいわってすごく断っていた子が，やりま

すって積極的にやっていく。すごく自信がついたなって…」(Aさん)

「集団に入ると過敏性が和らいだり，興味の範囲が広がったり…」(Fさん)

「娘に対して先生も私も上手に出来るようになって結構落ち着いてきて…学校

でも障害が分かった時点で叱るのをやめて下さったんで。」(Gさん)

様々な特異さ・苦手さをもつ子ども

や異なる価値観をもつ親や専門家と

の出会い

「不登校の子のお母さんとお話をしたりしていると，将来は自分で稼いで自分で生活して

いくことが目標だから，その筋道は違ってもそこに到達したらいいじゃんって…今ちゃん

とやってる子だって途中で疲れちゃう子もいるだろうし…」(Aさん)

「いろんな人がいてもいいじゃないっていうくくりになりますね。世の中にいろんな人がい

るんだって。できるばっかじゃなくてもいいじゃないって…」(Lさん)

周囲が抱くわが子の特性への肯定

的な視点に触れる機会

「支援していただいてる方に，障害っていうけど自分で歩けるし，食べれるし…何言って

るのよみたいなこと言われて…あぁ，そうやなって…」(Eさん)

「絵を描くんだけどなかなか絵にはならなくて…けど先生に見せると，心が安定している

ねって言われるので…あぁ，今の状態でいいんだなって。」(Aさん)

＜他の子どもと親・支

援者との出会い＞

【

社

会

的

イ

ベ

ン

ト
】

＜特性が問題となる

イベント＞

＜周囲からの特性へ

の肯定的な意味づけ

＞

【

障

害

認

識
】 ＜障害児であること

の認識＞

＜特性への違和感＞

＜環境への適応＞

＜自責感＞

＜悲嘆・不安＞

＜苛立ち・戸惑い＞

＜期待・安心＞

＜安堵感＞

【

障

害

観
】

＜障害への抵抗感＞

＜障害を個性とする

態度＞

【

特

性

へ

の

感

情

・

態

度
】

表2-1　サブカテゴリーの定義と具体的な語りの例

サブカテゴリー

【

H

F

P

D

D

お

よ

び

子

ど

も

の

特

性

の

理

解
】

＜HFPDDの知識不

足＞

＜HFPDDの知識的

な理解＞

＜特性の経験的な理

解＞
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【障害観】 

母親は，障害への感情・態度の変化について語っていた。その語りを，＜障害への抵抗

感＞＜障害を個性とする態度＞の 2 つのサブカテゴリーにグルーピングした。これらをま

とめて【障害観】とし，定義を“HFPDDを含む障害全般に対する感情・態度”とした。 

 

【特性への感情・態度】 

母親は，わが子の特性に対する感情や捉え方について語っていた。それらの語りを＜悲

嘆・不安＞＜苛立ち・戸惑い＞＜自責感＞＜安堵感＞＜期待・安心＞という 5 つのサブカ

テゴリーに分類した。これらをまとめ，【特性への感情・態度】とし，定義を“わが子が障

害児であることやわが子が示す特性とその成長に対して沸き起こる感情・態度”とした。 

 

【社会的イベント】 

母親は，HFPDD児の母親としての心理的体験と深く関わる社会的なイベントについて語

っていた。これらを【社会的イベント】としてカテゴリー化し，定義を“HFPDD児の母親

にとって主観的に大きな意味をもつ社会的なイベント”とした。本カテゴリーは，＜特性

が問題となるイベント＞＜環境への適応＞＜他の子どもと親・支援者との出会い＞＜周囲

からの特性への肯定的な意味づけ＞の 4つのサブカテゴリーから構成されている。 

 

2.3.2 心理的体験過程の記述 

上述したカテゴリー，サブカテゴリーを基に，HFPDD児をもつ母親の心理的体験過程を

示すモデル図を作成した（図 2-1・2-2）。図 2-1は時間軸をもつモデル図であり，左から右

へと時間の経過を表している。この時系列に沿った心理的体験過程を系列的体験過程とし

た。また，分析の結果，時間軸をもつモデル図では表現し難い循環的な心理的体験過程も

確認された。この心理的体験過程を循環的体験過程とし，その過程を図 2-2で表した。図中

の点線の矢印は心理的変化を，実線の矢印はプラスの影響を，白抜きの矢印はマイナスの

影響をそれぞれ意味する。また，二つの心理的体験が重なることで他の心理的体験に影響

を及ぼすものについては，それぞれの心理的体験から伸びる矢印を黒丸で結んだ。以下に，

図 2-1・2-2 をもとに，HFPDD 児をもつ母親の系列的体験過程と循環的体験過程をそれぞ

れ記述する。 

 

系列的体験過程 

母親は発達早期から「ベビーカーのタイヤを見てた（Aさん）」「指さしが出来なかった（K

さん）」といった子どもの特異な行動や発達の偏りに気づいていた。しかし，そういった特

性に対しては，「不思議だなって反面，好きなんだなって…（Aさん）」と問題視することは

なかった。その後，子どもの成長，生活場面の変遷に伴い，「いつもの寝巻じゃないと寝れ
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：カテゴリー

図2-1　HFPDD児をもつ母親の系列的体験過程

＜HFPDDの知識的な理解＞

＜特性の経験的な理解＞

＜障害児であることの認識＞

＜苛立ち・戸惑い＞

＜悲嘆・不安＞

＜HFPDDの知識不足＞

＜特性が問題となるイベント＞

＜障害を個性とする態度＞

＜期待・安心＞

時 間 軸

＜障害への抵抗感＞

＜安堵感＞＜自責感＞

：心理的影響の結び付き：マイナスの影響：プラスの影響：心理的変化：サブカテゴリー

＜特性への違和感＞

【HFPDDおよび子

どもの特性の理解】

【障害認識】

【障害観】

【特性への感情・

態度】

【社会的イベント】

＜環境への適応＞

＜周囲からの特性への肯定的な意味づけ＞

＜他の子どもと親・支援者との出会い＞

 

ない（E さん）」「集団行動が苦手（C さん）」といった子どもの特異な側面が色濃くあらわ

れる。そして母親は，「普通じゃない（G さん）」「やっぱりおかしい（B さん）」といった

＜特性への違和感＞をもつ。しかし，この違和感は，周囲にはなかなか理解されず，時に

は母親の責任として責められるなど，無理解な対応を受けていた。このような特性の表面

化とそれに対する周囲の無理解な対応は，母親にとって＜特性が問題となるイベント＞と

して体験され，それに伴って＜苛立ち・戸惑い＞（「なんで？っていうのがしょっちゅう（I

さん）」）や，＜悲嘆・不安＞（「症状が目に見える形になってきて，その頃一番不安があり

ました （Fさん）」）といった感情を抱く。また母親の中には，「育て方が悪いのかな（Gさ

ん）」「ちゃんとやらないといけない（A さん）」といった＜自責感＞に苛まれる者もいた。

こうして母親は，子どもの特性に違和感を抱きながらも，＜HFPDDの知識不足＞からそれ

が何によるものか理解できず悶々と暮らす時期が続く。 

その後母親は，障害についての情報収集や周囲からの指摘をきっかけに，＜HFPDDの知

識的な理解＞を深める。たとえば Aさんは，ネット上で自閉症の診断基準を見つけ，「逆手

バイバイも載っていたし，回るものに興味あるとか…もう絶対だなって」と語っていた。

このように母親は，＜HFPDDの知識的な理解＞とこれまで積み上げた＜特性の経験的な理

解＞との一致から，「やっぱりそうだったんだ（F さん）」「絶対これだ（M さん）」と＜障

害児であることの認識＞を得る。また母親は，障害の認識を得たことから「やっぱり私の
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せいじゃない（Kさん）」「育て方とか関わり方がってことじゃないんだな（Aさん）」と思

えるようになる。こうして，子育てにおける＜自責感＞は和らぎ，「ほっとした（Dさん）」

「スッキリした（A さん）」といった＜安堵感＞を抱く。しかしながら，母親の多くは，＜

障害への抵抗感＞（「嫌悪感があった（C さん）」「障害がある，イコール自立できない（G

さん）」）から，障害の認識と同時に強い＜悲嘆・不安＞を体験していた。これは，「障害」

という烙印が押されたことに伴うショック反応と考えられる。たとえば C さんは，告知当

時を振り返り，「障害という言葉に対してのショック…障害って治らないって感じがするじ

ゃないですか。悲しい気持ち…（Cさん）」と語っていた。Eさんが「気が楽になったのと，

将来のことを考えて不安になった」と語るように，告知後の感情体験は，ポジティブ・ネ

ガティブの両方の感情が混在するアンビバレントなものとなるのだろう。 

また，母親の中には，＜障害への抵抗感＞から，障害を認識しながらも「認めたくない（B

さん）」「間違いであってくれ（L さん）」といった否定したい気持ちを抱く者も少なからず

いた。この認識を巡る葛藤は，障害告知によって解消されるわけではなく，「障害を認めな

がらも，ちょっとでも普通の子に近づけたらいいなって…（Hさん）」といったかたちで母

親の胸にあり続けるものと考えられた。そうして母親は，葛藤はありながらも，＜障害児

であることの認識＞から，「将来どうなるんだろう（Gさん）」「何とかしないと（Dさん）」

といった不安を抱き，ある意味ではそれを原動力として「出来ることはしてあげたい（Lさ

ん）」「もうやるしかない（Fさん）」と，専門知識の収集やサポート資源の探索に奔走する。

しかしながら，H さんの場合，もともとの＜障害への抵抗感＞の強さから，告知による＜

障害児であることの認識＞の後，強い＜悲嘆・不安＞に苛まれ，「悲しくて悲しくてっての

が 2 か月以上…やたら泣きますよね…」といった状態に陥っていた。H さんは当時を振り

返り，「なんでうちの子がっていうふうになって。だからスーパーとか人のいるところに行

かなかったですね。行って子どもがいると泣けちゃうんですよ。なんでうちの子がって思

うんで…」「もう治らないものってこと。決定的じゃないですか，障害って。病気だったら

治る。障害は治らなくて一生このままだって思った時に…この子この障害のまま 80年生き

るんだって。あとほとんど 70年以上あるのに，75年あるのにどうしよう。私たち先に死ぬ

のにどうしようって思いましたね」と語っていた。この H さんの語りからは，＜障害への

抵抗感＞が強い場合，＜障害児であることの認識＞に伴う感情はネガティブなもの一色と

なり，後の支援を求めるエネルギーをも削いでしまう可能性があると言える。 

その後母親は，＜HFPDDの知識的な理解＞をより深めていくが，それがすぐさまわが子

との関係に反映されるわけではない。たとえば E さんと F さんは，HFPDD について学び

はじめた時期を回想し，「理解するのと寄り添うのは全然違う（E さん）」「診断前後で本を

読んでるときはもう頭でっかちになるばっかりで。その知識でパニくっている子どもを理

解するのは難しかった（F さん）」と語っていた。これらの語りからは，知識があったとし

ても，子どもの特性に応じた対応が出来るわけではなく，また知識が先走って目の前のわ
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が子に寄り添えなくなる危険性も孕んでいることがわかる。それから母親は，学んだ知識

がわが子のどういったところに当てはまるのかを経験的に理解していく。たとえば H さん

は，「講演会とかで子どもの特徴を知れば知るほど，子どものやっていることに全部意味

があるってことに気づいて。理解すればするほどかわいく思えてきた…イライラすること

もなくなってきたし」と語っていた。このように，＜HFPDDの知識的な理解＞と＜特性の

経験的な理解＞の結びつきから，＜苛立ち・戸惑い＞は和らいでいく。 

支援を求める中で母親は，同じ境遇の親や支援者，子どもの友人などとの出会いから，自

分とは異なるわが子への視点があることを知る。たとえば F さんは，子どもの友人との関

わりを思い出し，「言葉の裏が分からないので，子どもたちは素直な良いやつだって思って

くれる。私はどっちかっていうと障害っていうのがあるんですけど，裏返せば素直ってい

うのもあるんだなって…周りの子どもたちからもらう部分がすごくありました」と語って

いた。同様に Aさんは，親戚とのやり取りを例に挙げ，「私は否定的に見ている部分もある

んだけど，周りはそういうイメージじゃない…よその家でお構いなしにわーっとかってや

ってるんだけど，明るくていいねとかって言ってくれて。そういうのを聞くとこれでいい

のかなって」と回想していた。このように母親は，＜周囲からの特性への肯定的な意味づ

け＞に触れ，＜障害を個性とする態度＞がもてるようになっていく。 

さらに母親は，障害児の親として生きる中で，様々な個性をもった子どもがいることに気

づいていく。そうした出会いを通して，障害への捉え方にも変化が生まれる。たとえば C

さんは，様々な苦手な側面をもつ子どもたちとの出会いを振り返り，「あの子たちを見てい

ると色々と考えることがある。障害児じゃなくても伸びん子はいっぱいいる…支援は普通

のこととして必要」と語っていた。この語りからも，様々な特性をもつ子どもとの出会い

から障害の有無へのとらわれが薄れ，苦手な側面は少なからず誰にでもあることとする態

度へと変遷する過程が読み取れる。加えて M さんは，「独特なところを健常の子に近づけた

かった」自分を振り返りながら，「うちの子と同じタイプの子と沢山会って，同じお母さん

に会って，そこで話していく中でだんだん…（支援者の）先生方の話を聞きながら，すご

くうちの子はうちの子でいいんだなっていう感じになって…」と語っていた。この語りか

らは，同じように独特な苦手な側面をもった子どもとその親，理解ある支援者との出会い

から，障害へのとらわれが薄らいでいく過程がうかがえる。こうした＜他の子どもと親・

支援者との出会い＞から，「障害じゃなくても一緒（A さん）」「障害っていっても，普通っ

ていうか，みんな一緒（J さん）」といった＜障害を個性とする態度＞を持てるようになっ

ていた。 

同時に母親は，子どもの特性をより深く知ることで，その成長にも気づけるようになる。

また，支援を求めて家庭の外に働きかけていく中で，支援者や同じ境遇の親といった良き

理解者に出会い，わが子が周囲から受け容れられているという感覚をもてるようになって

いく。こうした体験を通して，わが子の＜環境への適応＞を実感し，特性への問題意識は
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薄れていく。こうして母親の＜悲嘆・不安＞は和らぎ，「成長しているので…自分で仕事し

て生きていける人になればいいなって（G さん）」「とっても理解のある先生に巡り会って

…こういう環境があるっていうのはかなりほっとしました（F さん）」といった＜期待・安

心＞を抱けるようになる。 

 

循環的体験過程 

母親は，＜環境への適応＞から＜悲嘆・不安＞が和らぎ，＜期待・安心＞を抱くように

なる。しかし，その後の＜特性が問題となるイベント＞を契機として，＜悲嘆・不安＞が

再び顕在化することとなる。たとえば Gさんは，「調子がいい時は性格的なものでおさまっ

ていけばいいなって楽観的なんですけど，すごい調子が悪いときは将来大変かもという不

安が入り乱れる」と，子どもの調子の波に伴って自身の気持ちも揺れ動くことを語ってい

た。また H さんは，子どもの不適応行動に対する担任教師からの「障害のせいじゃなくて

育て方のせい」という言葉に対して「本当にもう手が震えるような…私が今まで先生に説

明してたことはなんだったんだろうって…」と落胆した経験について回想していた。これ

らの語りから，子どもの調子の波や子どもに対する周囲の理解の在り方に伴って，母親の

感情体験は，循環的な過程をたどると言える。 

 

図2-2　HFPDD児をもつ母親の循環的体験過程

：サブカテゴリー

＜悲嘆・不安＞

＜環境への適応＞

＜期待・安心＞

＜特性が問題となるイベント＞

：プラスの影響：心理的変化

 

 

 

2.4 考察 

 

2.4.1 子どもの特性への違和感とそれに伴う自責感について 

本研究の母親らは，特に発達早期において，わが子の特性が何によって表れているのかが

分からず，その責任を自身の育児によるものと考え，また周囲からもそのように責められ，

自責感を体験していた。同様の体験は，先行研究においても指摘されている（松下，2003；

山根，2010c）。 

この自責感には，社会文化的な要因が大きく影響しているものと思われる。わが国におい

て，主たる養育者を担うのは多くの場合母親である。男女平等が謳われて久しいが，日本

の社会には子育てを女性の仕事として位置付ける風潮が根強くある。それゆえ母親は，子
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どもの特異な側面を育児の問題として自分を責めたり，周囲から責められたりする経験を

しやすいものと考えられる。 

また、母親は父親に比べて、乳幼児期からすでに，わが子の成長を寂しく思う気持ち（寂

寥感）が強いことが報告されている（加藤・神谷・黒沢，2015）。子どもに対してケアを提

供したい気持ちが父親よりも強くあるのだろう。しかしながら，HFPDD児の場合，抱っこ

を嫌がるなど，他者との情緒的な交流をもつことの難しさがあるため，母親は育児に手ご

たえをもちにくい。こうした母子の相互作用の結果，母親は，与えてあげたいけれどそれ

が叶わない，上手くいかないといった経験を積み重ね，その原因を自身の育児能力に求め

てしまうといったことが生じやすいと思われる。本来育児は，親にとっても人間的な成長

を得る機会である（柏木・若松，1994）。特に母親は，育児を通して自身が親から受けた養

育を振り返ったり，わが子を超えて子ども一般への関心や，子どもの視線で考える態度を

もつようになったりすることが知られている（柏木・若松，1994；加藤ら，2015）。また，

育児期の母親は，子育て経験上先輩の女性や自身の親などとの交流を通して，子育てのス

キルや知識，知恵を教わり，それらの背景にある親の気持ちに思いめぐらせることが報告

されている（加藤，2007）しかし，HFPDD 児の母親の場合，わが子との育児経験を，自

身が経験した養育や，他の家庭の育児の様子と重ねて考えることは困難である。その結果，

自身の養育経験や他の家庭の在り方から得た学びを子育てに応用することが出来ず，育児

に不全感を抱きやすいと考えられる。こうした在り方は，他の母親と育児経験を共有する

機会を逸することでもある。そうして母親は，育児への不全感とともに孤独な状況に追い

込まれ，子どもの特異な側面と育児をより関連付けてしまい，自責感を募らせてしまうと

思われる。 

加えて，社会の HFPDDへの理解の程度とそれに伴って増減する許容度も、母親の自責感

に少なからず影響しているだろう。この点について田中（2008）は、“生まれながらの特性

を、個々の個性と捉えきれるか否かは、社会全体の許容度と理解力、そしてなによりも生

活の困難さを凌駕する「当たり前の支援」がどの程度当たり前に保証されているかで決ま

る”と述べている。特性に対する理解がない環境では、子どもの特性は「問題」として意

味づけられ、「個性」として許容されることはない。特に、PDDのある子どもにしばしば見

られる他者との愛着関係を築くことの難しさや、場にそぐわない逸脱行動は、育児の問題

として、周囲に受け止められがちだろう。そうではなく、子どもがもって生まれた特性と

して理解し、適切な対応ができる環境があったのであれば、母親の自責感は幾分か和らぐ

と考えられる。こうした状況について，坂口・別府（2007）は，臨床的に有用な視点を提

供している。彼女らは，就学前の自閉症児の母親独自の育児ストレッサーとして「愛着困

難」と「問題行動」があることを報告している。特に「愛着困難」は「サポート不足」と

の相関が強いことから，周囲の無理解から母親がわが子の問題を母子関係に帰属してしま

うという在り方があると指摘している。この知見からは，HFPDD児の母親に経験される自
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責感の問題を社会的援助によって軽減できる可能性が示唆される。 

障害か否かが明確になりにくい幼少期の社会的援助としては，各地域の保健センター等

での療育や就学前相談が挙げられる。こうした発達早期の子どもをもつ親へのソーシャル

サポートは，後の親の心理的適応に影響を及ぼすことが知られており（宋ら，2004b；山根，

2011），その重要性が示唆される。しかしながら，HFPDD の場合，その認識の困難さか

ら，障害の有無が見逃されてしまうことも少なくない。発達早期の子育て支援に関わる支

援者のアセスメント技術の向上，アセスメントツールの開発が求められる。それに加えて，

HFPDD 児の母親が子育てを通して関わる地域の子育てサークルや通常の園といったフィ

ールドにおける HFPDDの理解を深める取り組みなども必要であろう。 

 

2.4.2 障害認識を巡る葛藤とそれに伴う感情体験について 

母親は，わが子の特性の原因を明確にしたい気持ちをもちながらも，それを否定したいと

いう葛藤を抱き，障害児であることの認識に伴う感情もポジティブ・ネガティブの両面を

体験していた。前節で述べた通り，HFPDD児の母親は，発達初期において，子どもの特異

な側面を自身の育児の責任と考え，自責的になっていた。その後彼女らは，障害児である

ことの認識を得て，自責感から解放され，安堵感をもつ。わが子の特性を自身の育児の責

任と考えていた母親にとって，障害児であることの明確な認識は，「私のせいじゃない」と

思える契機としてポジティブな意味があり，それゆえ障害認識への態度も積極的であった。 

その一方で母親は，告知以前において，障害への差別的偏見や否定的なイメージから，

障害児であることを否定してもいた。障害への抵抗感をもつ母親にとって，子どもの障害

を認めるということは，先の人生への不安を強く喚起するものであろう。HFPDDは，その

障害特性から，身体的な障害や知的障害と比較して，明確な認識へと至ることが難しい。

また特性への気づきがあったとしても，相談機関を訪れたり診断を受けたりするまでに大

きな努力と一定の時間を要する（井上，2013）。また，特に幼少期の子どもを育てている母

親は，わが子の障害を周囲に知られたくないという思いから，わが子の障害を「隠そう」

とし，支援の求め先が父親に限定される傾向がある（Wang, Michaels, & Day, 2011）。 

この時期の母親は，認識的にも感情的にも両価的な体験をしており（松下，2003），精神

的に不安定な状態と考えられる。本研究でも，障害告知によるショックから大きな悲嘆反

応を経験した母親が少なからずいた。母親の抱く障害への抵抗感や将来への不安があまり

にも大きい場合，障害児であることへの直面化は大きな衝撃となりうる。特性への気づき

から診断に至るまでの心理的体験には個人差が大きく，この期間の長さやこの間の支援の

質が親の子育てに関する様々な葛藤やストレス，その後の育児態度や行動に大きく影響す

ると考えられる（井上，2013）。ともすれば，わが子の特性と向き合い，後の支援を求める

気持ちをくじいてしまう可能性もある。支援においては，彼女らの抱く障害への抵抗感や

それに伴う不安の質を見立て，過度の直面化にならないよう留意する必要があるだろう。
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また，告知後も続く，障害の認識を巡る両価的な感情体験を理解し，情緒的にも支えてい

く姿勢が重要と言える。 

 

2.4.3 社会的イベントに伴う感情体験の循環について 

母親の悲嘆・不安や期待・安心は，子どもの特性が問題となるイベントや子どもの成

長・落ち着き，あるいは母子を取り巻く周囲の対応の在り方に伴って変遷し，そのプロセ

スは循環的な経過をたどることが見出された。中田（1995）は，診断の確定が困難で状態

が理解しにくい障害の場合，親はわが子の特性を認めるうえで，否定と肯定の入り混じっ

た感情の繰り返しを経験し，認識後も特性が問題となるイベントによって悲哀に苛まれる

傾向があると述べている。HFPDD児のように，環境の変化への弱さや特異な認知特性を

もつ子どもの場合，母親は進学や就職といったライフステージの変化，進級に伴う担任の

交替や学習面での躓きといったイベントによって，上述した循環過程を経験しやすいもの

と考えられる。さらに，母子を取り巻く周囲の対応の在り方によっても，母親は，悲嘆・

不安と期待・安心という 2つの感情の間を揺れ動くことが示された。 

こうした悲嘆・不安の再燃を軽減する支援としては，まず子どもの適応能力を高める支援

が挙げられる。そのためには，子どもの特性のきめ細かな理解と，ライフステージの変遷

に伴って遭遇する課題の予測，そしてそれに応じた子どもへの支援の計画・実行が必要で

ある。しかしながら，親が子どもの特性を理解し，それぞれの環境とのマッチングから生

じ得る課題を予測することはきわめて難しいだろう。よって，支援者には，親から情報を

得つつ，子どもの特性と環境についてのアセスメントを行い，どのような支援が必要かを

提案し，実行していくことが求められる。 

加えて，子どもの特性に応じた環境を整える支援も，母親の悲嘆・不安の再燃を防ぐうえ

で有効と考えられる。HFPDD児は，見通しをもつことの難しさから，少しの環境の変化に

敏感に反応しがちである。また，曖昧な表現の理解の難しさから，良好な人間関係の維持

に苦労し，時にはいじめなどの被害を受けてしまうこともある（多田，1998；田中・伊藤・

村山・野田・中島・浜田・片桐・高柳・辻井，2015）。そうした側面が周囲に理解され，

実際的なサポートを提供されることは，子どもの適応を支えるうえで重要である。支援者

は，HFPDD児とその家族への支援だけでなく，彼・彼女らを取り巻く環境にも積極的に働

きかけ，子どもの生活環境の調整や，家族と環境側との肯定的な協働関係の構築を援助す

ることが大切であろう。 

 

2.4.4 高機能広汎性発達障害の知識的な理解と特性の経験的な理解の結び付き 

母親らは，HFPDDの知識的な理解が経験的な理解と結び付くことで，障害児であること

の認識を得ていた。中田ら（1995，p.338）は，PDDの子どもの親にとっての障害認識は，

専門機関からの告知からではなく，“家族自らの生活と経験の中から生じる”と指摘してい
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る。HFPDDのように生物学的な指標や外見的な特徴が無く，障害認識が曖昧になりがちな

障害の場合，母親のもつわが子のイメージと HFPDD の知識の結びつきが，障害認識を支

えるものと考えられる。支援者は，HFPDDの知識的な理解を伝えるのみでなく，母親の抱

く子ども像を丁寧に確認し，知識的な理解と経験的な理解が結びつくよう配慮することが

必要であろう。 

また，母親は，わが子の特性の理解が HFPDDの知識と結びつくことで，わが子の気持ち

に寄り添うこと，有効な対応を選択することが可能となり，関わりにおける苛立ち・戸惑

いが和らいでいく過程について語っていた。しかし，このような過程は，知識の習得によ

ってすぐもたらされるというわけではないようである。特に，診断前後の母親の多くは，

心身に余裕がなく，HFPDDの情報収集や，専門機関を訪れることで精一杯であった。この

時期の母親の中には，HFPDDという診断名を知ったことで，わが子を「障害児」という枠

組みから見ることとなり，わが子そのものが見えづらくなってしまう者もいた。HFPDDは，

子どもによってその在り方は様々である（Coplan, 2003）。そのため，本研究の母親らが語

っているように，知識的な学びから習得した対応方法が必ずわが子に合うとは限らない。

HFPDDの知識と子どもの状態像との不一致から，戸惑いや無力感を体験することも少なく

ないだろう。 

しかしながら，このような体験過程は，HFPDDの特性のうち，どこがわが子の状態像と

当てはまる，あるいは当てはまらないのかを整理する上で必要なものとも考えられる。そ

ういったプロセスを経て，わが子らしさを知り，気持ちに寄り添うことが可能となるのだ

ろう。HFPDD 児の母親に関わる支援者は，HFPDD の知識を一方的に伝えるのではなく，

知識と実際の子どもの状態像を擦り合わせる過程を支え，子どもの理解を共に築きあげる

場を設ける必要があるだろう。 

 

2.4.5 障害観の移行過程について―他の障害との比較― 

HFPDD児の母親は，障害児の親として生活していく中で，様々な苦手な側面をもつ子ど

もや，自身とは異なる価値観をもつ親や支援者と出会っていく。そうした出会いから，人

にはそれぞれの苦手な側面があるという思いに至り，障害への抵抗感は和らぎ，障害を一

つの個性として捉えるようになっていた。このような体験は，ダウン症児や重症心身障害

児の母親からはうかがえず（田中・丹羽，1990；前盛・岡本，2008），あくまで障害を「そ

うではない状態とはっきり区別されうるもの」として語る傾向がある。このような違いが

生じるのは，HFPDD特有の障害として明確に認識することの難しさによるところが大きい

だろう。HFPDDは，神経系の問題を基礎とした障害と考えられているが，生物学的な指標

は特定されておらず，その診断は行動特性の確認・聴取に依拠している。また，身体的に

は健康であり，全般的な知的水準にも大きな遅れはみられない。それゆえ，“この障害がな

いと想定される子どもたちとの間に境界を引きにくく”（田中，2008，p.29），知的な遅れ
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のある自閉症児と比べても，障害の有無が曖昧になりがちである（下田，2006）。このよう

な特徴から，HFPDD児の母親の場合，障害を認識しながらも，その特性を障害として捉え

ず，個性として受け止める姿勢が，一つの適応の在り方となりうるのだろう。 

しかし，柳楽ら（2004）も指摘するように，障害特性を「個性」として捉えることで，

特性による困難を軽く受け取ってしまったり，子どもの性格の問題として帰属してしまっ

たりする危険性がある。支援者には，特性をその子らしさとして受け止める姿勢をもちつ

つも，環境によっては障害となりうる可能性があることに留意しながら関わることが必要

であろう。 

また本調査では，周囲から与えられた特性への肯定的な意味づけを取り入れることから，

障害特性をわが子らしさとして受け止められるようになる過程も確認できた。岩崎・海老

蔵（2009）は，軽度発達障害児の母親を対象とした調査で，子どもの肯定的な側面を第三

者に指摘されることから，母親はこれまでとは異なる子どもへの視点を得て，子どもに対

する肯定的感情が引き出されることを指摘している。また，楠（2009）は，保護者が子ど

もの障害を受け容れられない場合に，支援者が子どもの肯定的な面を伝えることを通じて，

子育てへの希望を持てるように援助していくことの重要性を指摘している。加えて，PDD

児の母親を対象とした調査（野田，2014）では，子どもの成長や肯定的側面に関心を持っ

ているほど，母親は自身の社会的活動が制限されていると感じにくかったり，子どもに対

する否定的な感情を持ちにくいことが示されている。これらの知見を踏まえると，支援者

が積極的に子どもの肯定的な側面に目を向け，母親にフィードバックしていくことは，母

親の障害への態度を肯定的なものへと変容させるうえでも有用と考えられる。 

しかしながら，告知直後の強い悲嘆・不安や焦りを抱えている時期に，周囲が子どもの

特性を肯定的に意味づけたとしても，すぐさま与えられた視点を取り入れることは困難だ

ろう。また，障害への抵抗感が根強くある母親の場合，周囲からの肯定的な意味づけは母

親の思いとはかけ離れた楽観的な言葉として受け取られかねない。井上（2013）は，診断

後の心理状態には個人差があり，障害が分かったことで安堵感を感じるケースもある一方

で，ショック，落胆，怒り，悲しみ，不安などの否定的感情に苛まれ，具体的支援の方法

を求めて悩むケースもあると述べている。わが子なりの在り方の受け止めに至るにあたっ

て，どのような時期にどのようなサポートが有用なのか，今後検討する必要があるだろう。 
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第3章 高機能広汎性発達障害児をもつ父親の心理的体験過程について 

 

3.1 問題と目的 

本章では，HFPDD児をもつ父親が辿る心理的体験過程を前章と同じ質的な手法を用いて

明らかにすることを目的とする。 

HFPDD児をもつ父親の精神的健康は，母親に比べて高いことが幾つかの研究で指摘され

ている。しかしながら，中には父母の全般的な育児ストレスには違いがないとする研究

（Epstein et al, 2008）や，育児上のストレッサーの違いを示唆する研究（Hastings et al，

2005；Davis & Carter，2008）もみられる。Hastings et al（2005）は，母親のストレス

は子どもの行動障害および父親の抑うつ傾向と関連があるが，父親のストレスは子どもの

行動障害とは関連がなかったことを報告している。一方で，乳幼児期の PDD児の父母を対

象に調査を行った Davis & Carter（2008）は，母親は子どもの睡眠や食事等といった生活

面の行動に関する問題に対してストレスを感じているが，父親は癇癪などの外在化行動に

強いストレスを感じていると指摘している。これらの知見は，対象児の年齢などの違いも

あり，必ずしも一致はしていないが，父母の体験の質の違いを示唆するものとして重要で

ある。しかしながら，HFPDD児に限らず，障害児の親に関する研究は，その大半が母親に

焦点を当てたものであり，HFPDD 児の父親の研究は，国内では山岡・中村（2008）と大

平・菅野（2008）のみである。ただし，大平・菅野（2008）は，HFPDD 児を含む軽度発

達障害児の父親を対象としており，HFPDD児をもつ父親の心理的体験過程を扱った知見は

みられない。HFPDD児をもつ家族を包括的に支援するうえで，母親だけでなく，父親がど

のような心理的な体験をしているのかを検討することは有用と言える。 

HFPDD 児の父母の障害認識に伴う感情体験について山岡・中村（2008）は，母親に比

べて，父親の方がわが子の障害を認めにくい傾向があり，障害認識のペースがゆっくりと

進むことを報告している。一方で，HFPDD児を含む軽度発達障害児の父親の障害受容過程

についてインタビュー調査を通して検討した大平・菅野（2008，p.102）は，“診断後，ま

ず父親は《障害を受け止めようとする姿勢》を持とうとする”と報告しており，山岡・中

村（2008）の指摘とは食い違っている。大平・菅野（2008）の調査は，HFPDD 以外の軽

度発達障害も対象に含んでいる点で，その解釈は慎重である必要があるが，両研究の食い

違いは，障害認識に伴う感情体験が父親によって異なっていることを反映しているものと

考えられる。父親の育児参加が謳われる現代においては，育児に対して積極的な父親も少

なからずいる。特に，大平・菅野（2008）のようなインタビュー調査に協力する父親の場

合，育児への意識が高いものと考えられる。けれども，こうした父親によってみられる心

理的体験過程の差異について詳細に検討している研究はみられない。 

そこで本章では，HFPDD児をもつ父親の心理的体験の諸側面について明らかにし，それ

らの関連の在り方を検討することによって，HFPDD児をもつ父親の心理的体験過程をより
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包括的に描きだすことを目的とする。 

 

3.2 方法 

 

3.2.1 調査対象 

親の会に所属する広汎性発達障害，アスペルガー障害，自閉症のいずれかの診断を受け

た小学生，中学生の子どもの父親 14名（以下，調査協力者）であった。父親の平均年齢は

46.1 歳±6.17，子どもの平均年齢は 10.3 歳±1.69，診断時の平均年齢は 4.64 歳±1.69 で

あった。子どもの性別は，男子が 11 名（79%），女子が 3 名（21%）であった。子どもの

知能指数（WISC－Ⅲ知能検査・全検査 IQ を採用）は，父親の報告によりいずれも 70 以

上であることが確認された。結果では，調査協力者をそれぞれ A～N のアルファベットで

表す。 

 

3.2.2 調査の手続き 

本研究の趣旨・内容について記載した書面により調査協力者を募り，半構造化面接法に

よる面接調査を実施した。面接は，筆者が実施した。面接の記録は，調査協力者の同意を

得て ICレコーダーを用いて録音するとともに，会話内容に関するメモを取った。質問項目

は研究 1 同様，1)子どもの障害に気づき始めた時の気持ちと当時の障害への思いについて，

2)診断を受けるまでの経緯と告知前後の気持ちについて，3)今に至るまでの経緯と現在の障

害への思いについて，4)障害への思いの変化に関連する要因について，5)子どもの将来に関

して考えることについて，であった。HFPDD児の父親の心理的体験を詳述した研究は現時

点ではなく，未知の部分が多い。そのため，面接に際しては，HFPDD児の父親の心理的体

験の他の側面を見落とさないように，探索的な姿勢を崩さないよう努めた。必要に応じて，

尋ねる順序の変更や語りの明細化を行った。面接は一人に対して 1 回ないし 2 回行った。

所要時間は，およそ 60分～120分であった。 

 

3.2.3 調査時期 

2009 年 9月上旬から 2011年 5月下旬に実施した。 

 

3.2.4 分析方法 

分析 1：分析には，研究 1 と同様，氏家・高濱（1994）のマッピング法を採用した。本

文中の「 」は調査協力者の語り，【 】はカテゴリー名，＜ ＞はサブカテゴリー名，“ ”

は定義を表す。カテゴリーおよびサブカテゴリーの抽出においては，第一著者と臨床心理

学を専攻する大学院生 2 名の計 3 名を評定者とし，評定者間で一致が得られるまで協議を

行い，決定した。 
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分析 2：サブカテゴリー間のつながりを心理的変化と心理的影響の 2つに分けた。心理的

変化は，時間経過に伴う程度やあり方の移行を表す。心理的影響は，ある心理的側面から

の他の心理的側面への影響関係を意味する。本研究ではさらに，心理的影響をプラスの影

響とマイナスの影響に分類した。プラスの影響とは，他の心理的体験を促進するような影

響を，マイナスの影響とは，他の心理的体験を減少させるような影響を指すものである。

それぞれの関連についても分析 1と同様に，3名の評定者による協議の上，決定した。 

 

3.2.5 倫理的配慮 

調査の実施にあたり，本研究の趣旨・内容，調査への参加を自らの意志で行うことと撤

回の自由があること，個人情報の保護，研究結果の公表について説明し，その場で書面に

よる同意を得た。また，個人が特定される恐れのある情報は削除あるいは内容が変わらな

い程度に一部改変した。なお，本調査は，調査協力者が所属する親の会に設置されている

倫理委員会から，承認を得た上で実施した。 

 

3.3 結果 

 

3.3.1 カテゴリーの生成 

語りの分類を行ったところ，5 つのカテゴリーと 16 個のサブカテゴリーが抽出された。

以下に各カテゴリーの定義を示す。サブカテゴリーの定義と具体例については表 3-1に記す。 

 

【HFPDDおよび子どもの特性の理解】 

父親の語りからは，HFPDDや子どもの特性の理解の在り方が変遷する様子がうかがえた。

それらの語りを分析したところ，＜HFPDDの知識不足＞＜HFPDDの知識的な理解＞とい

った HFPDD の理解の程度に関する 2 つのサブカテゴリーと，＜特性の経験的な理解＞と

いう子どもの特性に対する理解の深まりに関するサブカテゴリーが抽出された。これらの

サブカテゴリーをまとめ，【HFPDD および子どもの特性の理解】として構成し，定義を

“HFPDDや子どもの特性の理解の在り方についての語り”とした。  

 

【障害認識】 

父親は，障害児であることを認め，実感を得ていく過程について語っていた。それらの

語りを分析したところ，＜障害児であることの認識＞という障害児であることを認める気

持ちを示すサブカテゴリーと，＜障害児であることが腑に落ちない気持ち＞＜障害児であ

ることの実感＞といった障害児であることへの実感の程度に関する 2 つのサブカテゴリー

が抽出された。これらのサブカテゴリーをまとめ，【障害認識】として構成し，定義を“子

ど も
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カテゴリー 定義 具体的な語りの例(一部抜粋)

HFPDDに関する知識が不足して

いる，あるいは誤って理解してい

る状態

「自閉症っていう言葉自体分からなかったし…」(Bさん)

「まぁ引きこもりと思ってるんで，あんなにわーわーやってて，なんで引き

こもりなの？って…」(Hさん)

学びによるHFPDDの知識的な理

解の深まり

「いろんな本を読んだりとか…それで勉強っていうかね，ちょっと知識を深

めてきて…」(Dさん)

「あーそういうものなのかと，一応知識としては理解したという感じですか

ね。」(Fさん)

子どもとの関わりの中で経験的に

培われた特性の理解

「段々こう慣れてくるとね，大体行動パターンが分かるのでこっちがそのよ

うに動いちゃうんですね…畳み掛けても駄目なんで暫く待つとかね。」(Iさ

ん)

「さっきゆうたなだめるっていうのは…障害があるっていうのに気付いたか

らそうじゃなくて，何か雰囲気で分かって…」(Eさん)

わが子が障害児である事実を受け

止める心境

「確定したということですね。確定と言うか認めざるを得ないと…」(Gさん)

「専門機関に行ったらやっぱり遅れてますって，そこで言われたので，それ

が私たちにとって一番最初の認識，ああ，子の子は遅れているんだ，障害が

あるんだって…」(Lさん)

障害児であることおよびその疑い

の指摘に対して感じる腑に落ちな

い気持ち

「発達障害自体を良くわかっていなかったから，ピンとはこんかった…」(C

さん)

「他の子と違うから見てもらった方がいいと言われて…なんで？っていう

か，どこが？って感じでしたね。」(Jさん)

障害児であることに対する実感

「納得って感じですね。やっぱりそうかっていう…」(Mさん)

「彼の行動が理解できないこととかあったんです。で，こういう子はそうな

るんだよっていうのを聞くと，なるほどねっていうのはありましたね。」(E

さん)

差別的な偏見や否定的なイメージ

から障害に対して抱く抵抗感

「いやらしい考えなのかもしれないですけど，人じゃないというかね，出来

損ないみたいな…健常の人がよく思う感覚ですかね…」(Mさん)

「自分の家の子がアスペだよって，そんなにおおっぴらに言えることではな

いので…」(Ｊさん)

障害を特別視せず，特異さ・苦手

さは誰しもあるものとして捉える

態度

「うちの子はうちの子でいいんじゃないの？って感じでしたから。」(Kさん)

「同僚に言われたんですよ。そういうのって性格の一つと思ってもいいです

よって…あーそうなんだ！って思って…それからなんとなくそういうふうに

思えるようになってきましたね…」(Dさん)

子どもの特異さ・苦手さを楽観的

に受け止める態度

「あー面白いことやるなぁみたいな。そんな程度にしか思ってなかったです

よね…」(Mさん)

「全然普通の子…普通の子って思うこと自体もなかったですね…」(Jさん)

「大したことないんだってしか思ってなかったんで」(Bさん)

子どもの特性や障害児であること

そのものに対する悲しみや不安

「舞台の上で動かず一人だけ立ってたのは衝撃的でしたね。もう涙なくして

は見られないくらい…ほんと辛かったですね。」(Hさん)

「なんとなく切ないというか…本人は大変なのかなとか…」(Jさん)

「この子は独り立ちできるのか…これから大変だなって…」(Cさん)

子どもの特異さ・苦手さに対して

どのように関われば良いのか戸惑

い，苛立つ心境

「何とかやらせなあかんな，どうやったらやるんだろうかなってのはあっ

た。」(Cさん)

「独り言を言ってるもんですから，そういうのはなおせって怒鳴ったりしま

したね。」(Jさん)

「私がちょっとまだどうしたらいいのかわからない状況ですかね。」(Nさ

ん)

明確な障害認識を得て，障害の有

無が曖昧な状況から解放され，胸

のつかえがおりるような心境

「こういう子はそうなるんだよっていうのを聞くと，なるほどねっていうの

はありましたね。」(Eさん)

「これでこの子に対する対応がしっかりやれるよねって…診断されてよかっ

たねっていう（笑）」(Mさん)

子どもの様子を穏やかな心で見つ

め，これからの成長を期待する心

境

「まぁそう大きな問題もなくきてるんで。僕としては落ち着いてのんびりし

てもいいんじゃないみたいな．」(Mさん)

「出来たから，伸びたから，これから先も出来るんじゃないかっていうのは

多分にある。」(Cさん)

周囲との関係の中で子どもの特性

が問題として意識されるようなイ

ベント

「明らかに保育園で一人だけ…他の子とやっぱり違うっていう感じが…その

授業参観とか運動会とか…」(Nさん)

「年中の時は皆になじめなくて加配がついてくれてた…」(Bさん)

「いろんな犯罪とか聞いて，犯罪が起きるたびにこの人は障害があったって

いう話聞いちゃうと…」(Jさん)

子どもの成長や周囲の理解による

環境への適応

「年長になって初めて皆でやれている姿を見た時は，涙は出なかったけど，

相当感動しました。」(Bさん)

「本人自身が変わってきた，成長してきたってのが一番でしょうね。苦手な

レベルが薄まってきたっていうか。」(Fさん)

様残な特異さ・苦手さをもつ子ど

もや異なる価値観をもつ親や支援

者との出会い

「周りを見回してみると，これが出来る・出来ないっていうのは，段階的に

あるなぁと思うようになって…自分が気がつかない間に理解の壁みたいのが

いっぱいあって，一つひとつ大変さを超えながらやる人もいれば，壁に気が

付かずにスッと過ぎてく人もいれば…」(Lさん)

「障害者の会があっていろんな会があって，こういう人もおればこういう人

もおるっていうのも聞いて…」(Cさん)

表3-1　サブカテゴリーの定義と具体的な語りの例

サブカテゴリー

【

H

F

P

D

D

お

よ

び

子

ど
も

の

特

性

の

理

解
】

＜HFPDDの理解 不足

＞

＜HFPDDの知識的な

理解＞

＜特性の経験的な理解

＞

【

障

害

認
識
】

＜障害児であることの

認識＞

＜障害児であることが

腑に落ちない気持ち＞

＜障害児であることの

実感＞

【

障

害

観
】

＜障害への抵抗感＞

＜障害を個性とする態

度＞

＜悲嘆・不安＞

＜苛立ち・戸惑い＞

＜期待・安心＞

【

社

会

的
イ

ベ

ン

ト
】

＜特性が問題となるイ

ベント＞

＜環境への適応＞

＜他の親や子どもとの

出会い＞

【

特

性

へ
の

感

情

・

態

度
】

＜楽観視＞

＜胸のつかえがおりる

思い＞
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が障害児であることを認識し，その実感を得ていく過程に関する語り”とした。 

 

【障害観】 

父親は，障害および子どもの特性に対する捉え方の変遷について語っていた。それらの

語りを分析したところ，＜障害への抵抗感＞＜障害を個性とする態度＞といった障害の捉

え方に関する 2つのサブカテゴリーが抽出された。これらのサブカテゴリーをまとめ，【障

害観】として構成し，定義を“HFPDDを含む障害全般に対する感情・態度”とした。 

 

【特性への感情・態度】 

父親は，わが子が障害児であることやわが子の示す特性に対して様々な感情を語ってい

た。それらの語りを分析したところ，＜楽観視＞＜悲嘆・不安＞＜苛立ち・戸惑い＞＜胸

のつかえがおりる思い＞＜期待・安心＞といった障害および子どもの特性やその成長に対

する感情・態度に関する 5 つのサブカテゴリーが抽出された。これらのサブカテゴリーを

まとめ，【特性への感情・態度】として構成し，定義を“わが子が障害児であることやわが

子が示す特性とその成長に対して沸き起こる感情・態度に関する語り”とした。 

 

【社会的イベント】 

父親の心理的体験に大きく関わるイベントを【社会的イベント】としてカテゴリー化し，

定義を“HFPDD 児の父親にとって主観的に大きな意味をもつ社会的なイベント”とした。

本カテゴリーは，＜特性が問題となるイベント＞＜環境への適応＞＜他の親や子どもとの

出会い＞の 3つのサブカテゴリーによって構成されている。 

 

3.3.2 心理的体験過程の記述 

上述したカテゴリー，サブカテゴリーを基に，HFPDD児をもつ父親の心理的体験過程を

示すモデル図を作成した（図 3-1～図 3-3）。図 3-1・図 3-2は時間軸をもつモデル図であり，

左から右へと時間の経過を表している。この時系列に沿った心理的体験過程を系列的体験

過程とした。また，分析の結果，時間軸をもつモデル図では表現し難い循環的な心理的体

験過程も確認された。この心理的体験過程を循環的心理的体験過程とし，その過程を，時

間軸をもたないモデル図（図 3-3）で表した。なお，モデル図の作成過程で，周囲の指摘後，

＜障害児であることが腑に落ちない気持ち＞を経験している父親と，経験していない父親

とがおり，その心理的体験過程には部分的な差異があることが見出された。よって，＜障

害児であることが腑に落ちない気持ち＞を経験しているか否かによって調査協力者を 2 群

に分け，それぞれ別の図を作成することとした。よって，図 3-1は，障害児であることの指

摘が腑に落ちず，障害児であることの実感に時間がかかった父親の心理的体験過程を示し

ている。また，図 3-2は，障害児であることの指摘後，すぐに障害児であることの実感が得
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られた父親の心理的体験過程を表している。図中の点線の矢印は心理的変化を，実線の矢

印はプラスの影響を，白抜きの矢印はマイナスの影響をそれぞれ意味する。また，二つの

心理的体験が結び付くことで他の心理的体験に影響を及ぼすものについては，それぞれの

心理的体験から伸びる矢印を黒丸で結んだ。以下に，図 3-1～3-3 をもとに，HFPDD 児を

もつ父親の心理的体験過程を記述する。 

 

系列的体験過程 

ここではまず，障害児であることの指摘を受けるまでの系列的体験過程を記述する。そ

の後，障害児である疑いの指摘を受けたあとの【障害認識】を巡る一連の系列的体験過程

を，指摘後しばらくして障害認識を得た父親と，指摘後すぐに障害認識を得た父親に群分

けして，それぞれ図 3-1・3-2 に沿って記載する。なお，＜障害児であることの認識＞およ

び＜障害児であることの実感＞の両方が得られた後の系列的体験過程については両群で差

はみられなかったため，合わせて記述する。 

 

子どもの誕生後，父親は，成長の初期の段階において，「異常に数字に興味がある（I さ

ん）」「クレーン現象とかパニックとか，かなりありましたね（I さん）」「エアタオルの音

を極端に嫌った（Kさん）」といった特性に気づいていた。しかしながら，当時父親は，

障害についての偏ったイメージがあったり（「多動の子ってのが俺の中ではイメージ（Cさ

ん）」），知識がなかったり（「自閉症って言葉自体知らなかった（Bさん）」）したため，それ

らの行動を障害と結び付けて捉えることはなかった。そうして父親らは，「そのうちできる

ようになるだろう（Cさん)」「大したことないんじゃないかな（Bさん)」「そういう子だ

ろうな（Lさん)」と楽観的に受け止めていた。こうした語りから，＜HFPDDの知識不足

＞から子どもの特性を＜楽観視＞していたものと考えられる。  

やがて父親は，他児との比較や成長に伴う特性の表面化といった＜特性が問題となるイベ

ント＞によって，様々なネガティブな感情を喚起される。例えば A さんと J さんは，子ど

もの発達の遅れや特異な行動に気づいても，それに対してどう関わればいいかわからず，

子どもに対して「なんでわかってくれんの？（Aさん）」「なんでできないんだ！（Jさん）」

といった＜苛立ち・戸惑い＞を体験していた。また，子どもの示す特性から＜悲嘆・不安

＞を感じている者もいた。Fさんは，子どもの「対人関係の苦手さ」について「その辺が見

ていても辛いっていうのがありましたね…」と回想していた。また，Eさんは，子どもの集

団行動の難しさから「上手くやっていけるんかな…」と，就学時の不安を語っていた。こ

うして父親は，＜特性が問題となるイベント＞を契機に「これはなんとかしないかん（D

さん）」といった特性への問題意識をもつようになる。 

その一方で父親は，変わらず子どもの特異な面・苦手な面を＜楽観視＞しており，「みん

なやること（Jさん）」「個性じゃないかな（F さん）」とも考えていた。これには，＜HFPDD
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：カテゴリー

図3-1　指摘後しばらくして障害児であることの実感を得た父親の系列的体験過程

＜HFPDDの知識的な理解＞

＜特性の経験的な理解＞

＜障害児であることの実感

＜苛立ち・戸惑い＞

＜悲嘆・不安＞

＜HFPDDの理解不足＞

＜特性が問題となるイベント＞

＜障害にとらわれない態度＞

＜期待・安心＞

時 間 軸

＜障害への抵抗感＞

＜環境への適応＞

：心理的影響の結び付き：マイナスの影響：プラスの影：心理的変化：サブカテゴリー

＜他の親や子どもとの出会い＞

【HFPDDおよび

子どもの特性の理

【障害認識】

【障害観】

【特性への感情・

態度】

【社会的イベン

＜障害児であることが腑に落ちない気持

＜障害児であることの認識

＜楽観視＞

 

 

 

：カテゴリー

図3-2　指摘後すぐに障害児であることの実感を得た父親の系列的体験過程

＜HFPDDの知識的な理解＞

＜特性の経験的な理解＞

＜障害児であることの実感

＜苛立ち・戸惑い＞

＜悲嘆・不安＞

＜HFPDDの理解不足＞

＜特性が問題となるイベント＞

＜障害にとらわれない態度＞

＜期待・安心＞

時 間 軸

＜障害への抵抗感＞

：心理的影響の結び付き：マイナスの影響：プラスの影：心理的変化：サブカテゴリー

＜他の親や子どもとの出会い＞

【HFPDDおよび

子どもの特性の理

【障害認識】

【障害観】

【特性への感情・

態度】

【社会的イベン

＜障害児であることの認識

＜楽観視＞ ＜胸のつかえがおりる思い

＜環境への適応＞
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の知識不足＞や，子どもと関わる時間やわが子を他児と比較する機会を十分に取れず＜特 

性への経験的な理解＞が積み上げにくいという状況が背景にあったようである。このよう

に父親は，子どもの発達の遅れや行動の特異な側面を不安に思う一方で，子どもの状態を

＜楽観視＞するといったアンビバレントな状態を経験する。 

 

それから父親は，母親や専門機関からの障害児であること，あるいはその疑いの指摘を受

ける。けれども，指摘を受けたところで，＜障害児であることの実感＞には幾らかの時間

を要する。特に，指摘の内容が曖昧だったり，わが子の特性についての理解や問題意識が

乏しかったりした父親の場合，指摘後すぐに＜障害児であることの実感＞を得ることは難

しく，「発達障害ってどういうことなんだ？（D さん）」「なんなんだそれは？（A さん）」

といった＜障害児であることが腑に落ちない気持ち＞を抱く。その後父親は，診断告知を

通して＜障害児であることの認識＞を得る。しかしながら，＜障害児であることの認識＞

を得たのちも，父親の多くは＜障害児であることが腑に落ちない気持ち＞をもち続ける。

例えば Cさんは，告知当時を振り返り，「発達障害自体をよく分かっていなかったから，ピ

ンとはこんかった…」と語っていた。加えて，Jさんは，告知を通しての体験について，「私

はまだショックというよりも，どれだけの問題の重さっていうんですか，そういうのがま

だわかっていなかったもんですから，障害があるなっていう程度にしか思っていなかった

ですね」と回想していた。これらの語りからは，＜HFPDDの知識不足＞から＜障害児であ

ることの実感＞が得られず，戸惑ったり，楽観的に受け止めたりする様子がうかがえる。 

また，父親の中には，障害児・者に対する「悪い言葉を使うと弱者（Aさん）」「大っぴら

に言えることではない（J さん）」といった否定的なイメージや差別的偏見をもつ者が少な

くなかった。こうした＜障害への抵抗感＞から，彼らは周囲からの指摘に対して，「普通だ

よな？（J さん）」「うそだろ？！（D さん）」と，わが子の障害を受け容れることに消極的

だった。例えば A さんは，母親からの指摘に対して「障害でも病気でもない。そんな医者

に相談するようなことないんやないって何度も言っていた…」と語っていた。これらの語

りからは，＜障害への抵抗感＞が＜障害児であることの実感＞を阻害していたことが読み

取れる。 

そうして父親は，明確な＜障害児であることの認識＞を得たことから，「将来のことを考

えて悲観した（Jさん）」といった＜悲嘆・不安＞に苛まれる。この＜悲嘆・不安＞の背景

にも，＜障害への抵抗感＞があることがうかがえた。Aさんは「僕の中では認めたくなかっ

た」と語った上で，「障害だと，治らないと…話をされた時に愕然として帰ってきた…」と

述べていた。これらのことから，＜障害児であることの認識＞から＜悲嘆・不安＞を体験

する背景に，＜障害への抵抗感＞があるものと考えられる。 

それから父親は，支援者の話や書籍から＜HFPDDの知識的な理解＞を深めていく。しか

しながら，＜HFPDDの知識的な理解＞のみでは子どもの特性に合わせた対応をすることは
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困難なようである。B さんは，「本とか買って読んだりして…だけどどうしたらいいかわか

らなかった…」と過去の戸惑いにいて語っていた。けれども B さんは，後の経過を語る中

で，「休みの日は接する時間が多くて，こういう感じの状態なんだなっていうのが直接目に

見えるんで理解できましたね…何でパニックになるのかとか…だいぶ知識が入ってきて分

かってはきた…」とも述べていた。この語りから，＜HFPDDの知識的な理解＞と＜特性の

経験的な理解＞が結び付くことで以前の＜苛立ち・戸惑い＞が軽減する様子がうかがえる。 

同時に父親は，学びから得た HFPDDの知識と経験から培われたわが子の特性の理解とが

結び付き，＜障害児であることの実感＞へと至る。たとえば Dさんは，「実際そういう状況

見てっていう…支援者の講演とか行ったりとか，個別にそういう話を聞いたりする中で，

あ，そうなんだって分かってくるっていうか…」と語っていた。このように，＜HFPDDの

知識的な理解＞と＜特性の経験的な理解＞が結び付くことから，父親はわが子が＜障害児

であることの実感＞を得ていく。また，二つの理解を経て，父親は，「これは何とかしない

かん！（D さん）」「何とかしたい・・・（C さん）」と，特性への問題意識を高め，楽観的

な態度は薄れていく。 

 

一方で，父親の中には，障害児である疑いの指摘によって，すぐに＜障害児であること

の実感＞を得ている者もいた。たとえば Mさんと Eさんは，母親が調べた障害に関する情

報を見て，「こういう行動…当てはまるよね（M さん）」「そう言われたらそうなんかな（E

さん）」と実感を得ていた。また，専門機関からの指摘をきっかけに，自身で積極的に調べ，

認識を得ている者もいた。Hさんは，ネットで診断基準を参照し，「あ～！当てはまる～！

みたいな感じ」だったと語っていた。同様に，Kさんは，発達障害の書籍を読み，「これも

これも当てはまる」と，わが子の特性と障害特性が結びつく体験をしていた。このように

父親の中には，障害児である疑いの指摘をきっかけに，＜HFPDDの知識的な理解＞と＜特

性の経験的な理解＞のつながりを深め，すぐに＜障害児であることの実感＞を得る者もい

ることがうかがえた。そうして彼らの楽観的な態度は薄れ，「早く何とかしよう！（Hさん）」

「なんとかみんなと同じくらいに・・・（Lさん）」と，強い問題意識を抱くようになる。 

こうした障害認識への前向きで積極的な姿勢はありながらも，父親は＜障害児であるこ

との実感＞と＜障害への抵抗感＞との間で葛藤し，悩み苦しんでいた。たとえば障害児・

者に対して「出来損ない」というイメージをもっていた M さんは，「認めたくないっていう

気持ちでそうじゃないって言うとこがあった…やっぱり当時は普通の子のように育ってほ

しいっていうのがあった」と振り返っていた。この語りからは，＜障害児であることの実

感＞は得ながらも，＜障害への抵抗感＞から自身の実感を疑いたくなる父親の心情が読み

取れる。また彼らの多くは，＜障害への抵抗感＞から，＜障害児であることの実感＞と同

時に，「血の気が引く（H さん）」「その頃のショックは非常に大きかった（J さん）」「この

子はちゃんと成長できるのか（M さん）」といった強い＜悲嘆・不安＞も体験していた。こ
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うした認識上の葛藤や将来への不安は，＜障害児であることの認識＞を明確に得たいとい

う気持ちへとつながる。こうした気持ちの流れは，「仕事中も支援機関の情報ばっかり見て

ますからね…やっぱり将来何処まで行けるのか，そこまで考える（Hさん）」「普通であっ

てほしい，でも，そうじゃないかもしれない…だからずっと調べてました（N さん）」と

いった語りからうかがえる。 

その後彼らは，診断告知を受け，＜障害児であることの認識＞を得る。この時には，＜

障害児であることの実感＞を得たときのような＜悲嘆・不安＞はみられず，「自閉症だねっ

て。あーやっぱりねって。それで納得しました（M さん）」「普通にやっぱりね～ってかん

じ（Nさん）」と，認識上の葛藤が解決したことで＜胸のつかえがおりる思い＞を経験して

いた。一方で，指摘後すぐに障害児であることの実感を得ていた父親は皆，告知に伴うネ

ガティブな感情は語っておらず，「もうその時にはそう（障害）だと思っているんで（Hさ

ん）」と語っていた。 

こうして明確な＜障害児であることの認識＞を得た父親は，＜HFPDDの知識的な理解＞

をより深めていく。たとえば Eさんは，「彼の行動が理解できなかったこととかあったんで

すけど，こういう子はそうなるんだよっていうのを聞くと，なるほどねって」と語ってい

た。この語りからは，＜HFPDDの知識的な理解＞と＜特性の経験的な理解＞が結び付くこ

とで，特性に応じた対応やわが子の気持ちの理解が出来るようになり，特性への＜苛立ち・

戸惑い＞が緩和する様子がうかがえる。 

 

その後，子どもは徐々に成長し，環境への慣れや周囲からのサポートもあって，落ち着い

た生活を送るようになる。この＜環境への適応＞によって，父親の＜悲嘆・不安＞は徐々

に緩和する。C さんは，これまでの子どもの成長を振り返り，「それなりに成長はしてきて

るんでっていう部分で救われている部分はあるかな…それなりになっていくんだろうなっ

てところでそう深刻にならず…」と語っていた。子どもが成長し，生活にゆとりができる

ことで，子どもの特性を問題とする意識が薄れ，悲しみや不安といった感情が和らぐと言

える。 

それから父親は，＜他の親や子どもとの出会い＞を通して，様々な特性をもった子どもが

いることや障害について異なる考え方があることを知っていく。そして彼らは，「障害って

言ってるけど，こっち正常な人，こっち障害のある人じゃなくて，連続的にじわじわっと

きてるもんだよなって…（Lさん）」「人それぞれだし…実際自分たちも他の人に助けられた

りしてるんでそれは一緒…（M さん）」といった＜障害を個性とする態度＞をもつようにな

る。こうして，父親は，わが子の特性をポジティブにも受け止められるようになっていく。

Dさんは，過去の「辛かった」時期と今を比較し，「今日も面白かったですね。ほらまた怒

っとるとか言って…そこまでちゃかすようになってきたんですよ…」と，子どもの苦手さ

を話題に父子でふざけあうようになる過程を語っていた。また C さんは，特性に対して否
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定的な見方をしていた時期を振り返り，「（良いところが）見えなかったんでしょうね…出

来んところを悲観していたような気がする…」と＜障害への抵抗感＞によって子どもの「優

しい」ところが見えなくなっていたことを回想していた。これらの語りから，父親は，＜

障害への抵抗感＞の薄れを通して，子どもの特性をネガティブなものとしてのみ捉えず，

面白いところ，愛らしさといったポジティブなものとしても捉えられるようになる過程が

読み取れる。 

 

循環的体験過程 

父親は，他児との比較や成長に伴う特性の表面化といった＜特性が問題となるイベント

＞を契機に特性への問題意識をもち，＜悲嘆・不安＞を抱くが，その後の＜環境への適応

＞に伴って＜期待・安心＞を体験していた。しかし，後に彼らは，子どもの進路を考える

時期や，新しい環境への適応の難しさ，さらにはわが子と同じ HFPDD をもつ者に関わる

ショッキングなニュースといった＜特性が問題となるイベント＞に改めて直面することで，

一旦は和らいでいた＜悲嘆・不安＞が再燃することとなる。 I さんは，子どもが落ち着き，

安心していた時期のパニックについて振り返り，「まだやっぱり本質としてあるんだって…

それが今後大きくなって，社会の中でやっていくのにどの程度障害になるのか…安心する

のと，突如裏切られるのとの繰り返し…」と，＜悲嘆・不安＞と＜期待・安心＞が度々繰 

り返されることを語っていた。また Fさんは，子どもの特性について「それを障害と呼ぶ 

べきなのか…それをどう呼ぶかは，自分と子どもとの間では意味がない。第三者に理解し

てもらう時に必要…」と，関係性の違いによって特性が問題としての意味をもつことを語

っていた。このように，子どもの特性に対する＜悲嘆・不安＞＜期待・安心＞は，日常生

活の中での出来事やライフステージの変遷，あるいは生活場面の変化に準じて循環するも

のと考えられる。 

 

図3-3　HFPDD児をもつ父親の循環的体験過程

：サブカテゴリー

＜悲嘆・不安＞

＜環境への適応＞

＜期待・安心＞

＜特性が問題となるイベント＞

：プラスの影響：心理的変化
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3.4 考察 

 

3.4.1 わが子が障害児であることの認識に伴う腑に落ちない気持ちについて 

HFPDD児の父親は，周囲からの指摘や告知を契機に，わが子が障害児であることの認識を

得るが，その実感には個人差があり，指摘後すぐに実感を得る父親と，認識はするものの

腑に落ちない気持ちが残る父親とに分けられることが示された。特に，障害児であること

を認識しながらも，同時に腑に落ちない気持ちを抱くという心理状態は，それ自体が精神

的なストレスになり得るだろう。加えて，障害認識の曖昧さから，肯定的な障害観への変

遷は阻害され，具体的な支援への動きもとり辛くなるものと考えられる。 

こうした障害認識の不協和状況の背景には，いくつかの要因があると考えられる。第一

に，本論文で繰り返し述べたように，HFPDDの特性を障害として捉えること自体の難しさ

が挙げられる。HFPDDは，身体的には問題がなく，また得意・不得意はあるものの，全般

的な知的能力にも遅れがない。さらに，その特性も，誰しもが部分的に有しているもので

もあるため，どこからを障害とするかは個々の主観や特性に対する社会の許容度によると

ころが大きい。特に，不安や怒りのコントロールの問題やパニックといった情緒的な側面

に関しては，日によってその在り方が大きく異なってくる（O’Brien, 2007）。こうした

HFPDDならではの特徴が，障害として認識することを困難にしていると考えられる。 

第二に，父親の場合，家庭で担う役割から，子どもの特性や HFPDD への理解を積み上

げにくいという点が挙げられる。母親は自身の親や他の家庭の育児の在り方，先輩の親か

らのアドバイスなどから子育てについて学ぶところが多い（加藤，2007）。一方で，父親は，

仕事の都合等から，わが子と接する機会や，他の親との関わりを持つ機会が母親に比べて

少なくなりがちである。そのため，父親の子育てにおける学びは，母子のやりとりから得

る気づきが主であることが報告されている（大島，2011）。つまり，母親が他の親子との触

れ合いやわが子との関係の中で，自身の育児や子どもの在り方を相対的・経験的に評価で

きるのに対し，父親は家庭での様子を中心に子どもの特性を評価することになる。HFPDD

児の多くが不慣れな環境でその特性が顕著に表れることを踏まえると，特に幼少期の子ど

もの特性への理解は，父親の場合，母親に比べるとゆっくりで，漠然としたものと成り得

るだろう。また，園・学校といった子どもが過ごす場や，医療機関や療育機関といった専

門機関に足を運ぶことも容易ではない。したがって，母親の多くが告知以前に経験する専

門的なサポートを直接受ける機会や，同じ境遇の親とその子どもとの出会いも得難い。そ

れゆえ，他児との比較をする機会や支援者と話す時間を得られず，知識的な理解と特性へ

の気づきが，母親や支援者よりもゆっくり醸成されるものと思われる。こうした在り方か

ら，障害認識が曖昧なまま告知へと至り，腑に落ちない気持ちを経験するというプロセス

をたどりやすいと考えられる。 

このような背景から，父親はわが子の障害に対して腑に落ちない気持ちを経験すると思
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われる。こうした父親の障害認識やそれに伴う問題意識は，母親や支援者が経験している

ものと比べると楽観的なものとなってしまうと考えられる。その結果，母親や支援者との

共通理解が築けず，周囲からは「無理解な父親」として位置付けられてしまい，育児にお

いて父親が孤立した状況が形成される可能性がある。こうした状況において，支援者はま

ず，上述した父親の認識上の難しさがあることを理解することが重要であろう。加えて，

HFPDD の知識的な理解と子どもの特性の経験的な理解が結びつくよう， HFPDD の特徴

を丁寧に伝えていく必要があるだろう。永井・林（2004）は，PDD児の母親への告知にお

いて，正確な情報と対応策が伝えられることの重要性を指摘し，それらが不十分な場合，

障害の否認を助長すると述べている。しかしながら，PDD は個人によってその表現型が大

きく異なる（Coplan, 2003）ため，知識的な理解は，わが子の特性と必ずしも一致しない。

また，過度な知識の提供は，子どもの特性の理解が曖昧な父親にとって混乱のもととなっ

たり，不安を助長するものとなったりするだろう。そのため，支援者は，HFPDDの知識を

一方的に伝えるのではなく，親のもつ特性の経験的な理解と障害の知識的な理解が結び付

くように，子どもの理解を共に築きあげる場を設定する必要があるだろう。たとえば，父

親が子どもの様子を見る機会をつくる，告知を父母同席で行い父親の抱く子ども像につい

ても積極的に扱うなどして，知識と経験の結びつきを促すことが有用と考えられる。現状，

こうした取り組みを意図的に行っている支援者は少ないようである（野田，2010）。父親だ

けでなく，家族全体を支える意味でも，重要な視点と言えるだろう。 

 

3.4.2 障害への抵抗感を背景とした障害認識の葛藤とそれに伴う感情体験について 

父親の多くは，障害に対して「弱者」「かわいそうな人たち」といった否定的なイメージ

を抱いていた。こうした思いは，わが子の障害を認めるうえで強い抵抗感となり，障害認

識を阻害していた。また，障害への抵抗感を抱く父親にとって，わが子が障害児であるこ

とを認めることは，強い悲嘆・不安を伴うものであることが示された。前述のとおり，多

くの場合，相談の場に足を運ぶのは母親である。そのため，子どもへの支援は母親主導の

ものとなりやすく，父親への診断告知も，母親からの間接的なものになるケースが少なく

ない。父親への告知が父親のペースではなく，母親をはじめとする周囲の者のペースで進

むとすれば，父親にとって告知が受身的で突然なものとなり，強いショックを受ける可能

性がある。ダウン症児や自閉症児，精神遅滞児の親の障害認識の過程を検討した中田ら

（1995）は，障害の認識が能動的なものか，受動的なものかによって，後の家族の適応過

程に差異が生じ，受動的な場合には適応が遅れる可能性を述べている。本調査においても，

父親全員が周囲からの指摘を契機にわが子の障害に気づいており，強いショックと将来へ

の不安に苛まれていた。こうしたネガティブな体験は避けがたく生じるところでもあるだ

ろうが，過度な直面化とならぬよう，父親が抱く障害への抵抗感にも留意しつつ，告知を

進めることが大切と考える。 
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加えて，指摘後すぐに障害児である実感を得ていた父親は，告知を受ける以前から障害

児であることを確信しており，けれども明確な認識を得ていないという曖昧な心境であっ

た。そのような父親にとって告知による障害児であることの認識は，曖昧な心境を解消す

るという意味で，ポジティブな感情体験を伴うものであった。HFPDD児をもつ父母の障害

認識に伴う感情体験を検討した山岡・中村（2008）は，母親は認識後に「不安」「ショック」

と同時に「すっきり」「納得」のようなポジティブな感情を体験するのに対し，父親は「不

安」「ショック」のようなネガティブな感情のみに偏る傾向を示している。しかしながら，

指摘後すぐに障害児であることの実感を得ていた父親は，告知時に「やっぱりね」「納得」

といったポジティブな体験をしており，むしろネガティブな感情は報告されなかった。こ

の体験の違いには，障害の理解の在り方が関係していると思われる。HFPDD 児の父親は，

家庭外のわが子の姿を見ることが難しく，特性を経験的に理解する機会を得づらい。その

結果，障害の理解は知識に基づいた観念的なものとなり得ると考えられる。そうした場合，

診断告知は，HFPDDという枠組みでわが子をとらえることを促し，育児への見通しを与え

ることに大きく寄与するだろう。こうした背景から，指摘後すぐに障害児であることの実

感を得ていた父親の場合，告知時の感情体験は，ポジティブなものが優勢になると思われ

る。 

父親の育児参加が謳われるようになった現代ではあるが，実際にはまだまだ難しい状況

があるだろう。そうした中で，父親の子どもの特性に対する理解には差異が生じやすいも

のと考えられる。また，そうした理解の差異によって父親の障害認識を巡る感情体験は大

きく異なることが示唆された。こうした違いは，家族関係の中でも特に母親との関係に大

きな影響を及ぼすものと考えられる。家族支援に携わる支援者は，父親の抱くわが子の特

性への思いにも着目し，障害認識に伴って家族関係がどのように変化するのかを見通した

うえで支援にあたる必要があるだろう。 

 

3.4.3 障害認識に伴う胸のつかえがおりる思いについて 

指摘後すぐに障害児であることの実感を得た父親の多くは，その後の告知によってわが子

が障害児であることを認識し，胸のつかえがおりる思いを経験していた。これには，明確

に診断が伝えられたことによる葛藤の解決が背景にあったものと考えられる。 

指摘後父親は，その時点でわが子の障害を実感するものの，明確な診断を受けていないこ

とから，自身の認識が正しいのかが分からず悶々とした日々を過ごしていた。わが子に障

害があると思いながらも，はっきりとはわからないという状況は，一方で障害児であって

ほしくないとも思っている父親にとって耐えがたいものだろう。また，障害の有無が曖昧

な状況では，わが子への接し方についても迷いが生じ，将来への不安も大きくのしかかる

ものとかんがえられる。こうした心境の父親にとって，明確な診断は，障害児であるか否

かという葛藤に決着をつけ，将来への見通しをきずくことが出来るという意味で，ポジテ
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ィブな体験となるのだろう。 

加えて，わが子の障害の有無について専門家に相談したり，母親と共有するという体験自

体にも，父親にとって肯定的な意味があったと思われる。父親は家庭において，二次的な

養育者として，母親への支援者や子どもの遊び相手として位置付けられる傾向がある（神

谷，2015）。しかしながら，本研究の結果からは，当然のことながら父親にも育児における

不安や苛立ち，障害認識にまつわる葛藤があり，援助の必要性が読み取れた。けれども父

親は，その生活スタイルから，支援者や同じ境遇の親との出会いを得ることは容易ではな

い。また，脳性まひ児の父親の心理的体験過程を扱った平野（2004）では，母親や同じ境

遇の親にさえ感情を抑制しがちな父親の姿が報告されている。男性は女性に比べて援助を

求めることへの志向性が低いとする知見もある（Fischer & Turner, 1970；Fischer & 

Farina, 1995）ことから，父親の支援ニーズは潜在化しやすいと考えられる。そうした父親

にとって，自身の支援ニーズに触れられる経験は，胸のつかえがおりるようなポジティブ

な意味があっただろう。 

 

3.4.4 社会的イベントに伴う感情および特性への問題意識の循環過程 

障害および子どもの特性に対する悲嘆・不安，期待・安心といった感情や特性への問題意

識は，子どもの特性が問題となるイベントや子どもの成長・落ち着きといった現実生活の

中での出来事に伴って変遷し，そのプロセスは循環的な経過をたどることが見出された。

中田（1995）は，診断の確定が困難で状態が理解しにくい障害の場合，親はわが子の特性

を認める上で，否定と肯定の入り混じった感情の繰り返しを経験し，認識後も外部の条件

によって悲哀に苛まれる傾向があることを報告している。また，大平・菅野（2008）は，

HFPDD児を含む知的な遅れのない発達障害児の父親を対象に調査を行い，他児との比較や

子どもの成長といったイベントが父親の感情および子どもへの態度に影響を及ぼすことを

示している。特に，HFPDD児のように，環境の変化への適応の難しさや特異な認知特性を

もつ子どもの親は，進学や就職といったライフステージの変化，さらには進級に伴う担任

の交替や学習面での躓きといった日常生活での出来事によって，上述した循環過程を経験

しやすいものと考えられる。支援者は，ライフステージの変遷によっておとずれる特性が

問題となり得るイベントを見通し，先んじて環境の調整をしたり，子どもや家族への教育

的・指導的サポートを提供したりすることが必要であろう。 

 

3.4.5 障害観の変遷とそれに伴う特性の捉え方の変化 

父親が抱く障害への抵抗感は，同じ障害をもつ子どもや異なる価値観をもつ親との出会

いを通して，障害を個性とする態度へと変遷することが示された。HFPDD児の父親は，同

じ診断名をもつがそれぞれ違った特性をもつ子どもや異なる価値観をもつ親との出会いを

通じて，わが子の特性を一つの診断名から捉えることの難しさや，障害と健常とを分ける
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境界の曖昧さに気づいていた。こうした気づきから，父親は，障害を問題とするのではな

く，一つの個性として捉える態度を得ていた。この障害の捉え方の変遷に伴って，子ども

の特性を問題とする意識は薄れ，特性のポジティブな面にも目を向けることができるよう

になると考えられた。一方，肢体不自由児や知的な遅れを伴う障害児の親を対象とした研

究では，子どもなりの成長への気づきを通して，わが子が障害児であることを受け容れ，

共に生きる喜びを体験できるようになる過程が描かれている（前盛・岡本，2008；田中・

丹羽，1990）。このような差異が生じる背景には，障害認識の難しさが関連しているものと

思われる。HFPDDは全般的な知的能力に遅れは無く，外見的に健康である。そのため，告

知を受けたのちもその認識は曖昧になりやすい（中田ら，1995）。こうした特徴がある障害

の場合，障害を障害として明確に認識して共に生きる価値を見出すというよりも，誰しも

がもつ個性として受け止める態度が適応の在り方の一つとなり得るものと考えられる。こ

のように，HFPDD児の父親では，障害児であることは認めつつも，障害を特別なものとは

せず，あくまでもわが子の個性の一つとして捉える態度が，後の心理的な適応へとつなが

るという点で，特徴的と言える。 



おわりに 
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第4章 高機能広汎性発達障害児をもつ父母の抑うつとソーシャルサポートおよび夫婦間

コミュニケーションとの関連について 

 

4.1 問題と目的 

本章では，HFPDD児をもつ父母の抑うつとソーシャルサポートおよび夫婦間コミュニケ

ーションとの関連について，質問紙調査から得られた回答をもとに検討し，HFPDD児をも

つ父母の体験の異同と，それぞれの特徴を踏まえた支援の在り方について考察する。

HFPDDの社会における認知度はまだまだ低く，たとえ親が発達への違和感や不安を抱いて

いたとしても，周囲がそれらを共有することには難しさがある。そのため，HFPDD児の親

は，子どもとの関わりだけでなく，社会との関わりからも精神的な負担を募らせている。

中でも，抑うつについては，PDD のある本人およびその家族に多くみられる症状として知

られている（Cohen & Tsiouris, 2006; Hastings et al., 2005; 野邑ら，2010；杉山，2008；

Smalley et al., 1995；Bolton et al., 1998；Piven et al., 1991）。HFPDD児をもつ親の精

神的健康に対しては，ソーシャルサポートの有効性が指摘されている（松岡ら，2002；湯

沢ら，2007；山根，2011；宋ら，2004b；Pakenham, Samios, & Sofronoff, 2005；Dunn, 

2001；Bromley et al., 2004）。また，ASD児をもつ親の抑うつとソーシャルサポートの関

連についても知られている（Benson & Karlof, 2007）。しかしながら，HFPDD児をもつ親

の抑うつとの関連については，詳細に検討されていない。 

特に父親は，母親の援助資源として位置付けられることがほとんどであり，父親への援助

という視点が欠けている。HFPDD児の父母の精神的健康を比較した研究において，父親に

比べて母親の方が，精神的健康が低いことが指摘されている（Hastings et al., 2005；

Herring Gray, Taffe, Tonge, Sweeney, & Einfeld, 2006）ものの，一方で父母ではストレッ

サーが異なることも示唆されている（Hastings et al，2005；Davis & Carter，2008）。家

族支援を行う際，家族全体の関係がどのようなもので，それらがどのように変化するかを

考慮することはきわめて重要なことである。そのため，家族を構成する一人である父親の

精神的健康とそれへの有効な支援について調査を行うことは，父親だけでなく，障害をも

つ子どもとその家族の支援を行ううえで重要な視点を提供すると言える。従来の「父親＝

支援者」という視点のみではなく，「父親＝要支援者」という視点での検討が必要であろう。 

加えて，HFPDD児をもつ父母の体験を共有することは，たとえ夫婦であっても容易では

なく，その難しさがそれぞれの精神的健康を害することにもなり得る。こうした家族の健

康について，家族機能論は，コミュニケーションの重要性を指摘している（Olson & Barners, 

1985）。家族のコミュニケーションが開かれていることで，それぞれが抱いている感情や認

識，情報が共有され，夫婦関係のポジティブな変容を促すものと考えられる。 

そこで本研究では，HFPDD児をもつ父母の精神的健康の指標として抑うつに焦点を当て，

父母の抑うつとソーシャルサポートとの関連について検討する。また，夫婦間コミュニケ
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ーションにも着目し，父母の抑うつと夫婦間コミュニケーションとの関連についても明ら

かにする。 

 

4.2 方法 

 

4.2.1 調査の手続き 

親の会に所属する広汎性発達障害，アスペルガー障害，自閉症のいずれかの診断を受け

た小学生，中学生の子どもの父母 100組に質問紙調査を実施した。質問紙の配布・回収は，

親の会のマネジメントを担当している支援者に依頼した。その際，支援者には，知的な問

題のない子どもの父母に配布するよう説明した。上記の手続きを経て，父親 53名，母親 54

名，49組から回答を得た。そのうち，回答の不備があったものを除外し，43組の夫婦の回

答について分析を行うこととした。それぞれの平均年齢は，父親 44.32（±5.41）歳，母親

42.79（±4.81）歳，子ども（調査時）10.61（±2.45）歳，子ども（診断告知時）62.92（±

30.98）カ月であった。また，子どもの所属学級は，普通学級が 34 名（79.1%），特別支援

学級が 8名（18.6%），その他が 1名（2.3%）であった。 

 

4.2.2 使用した尺度 

 

（1）抑うつ 

自己記入式抑うつ尺度（SDS；Zung，1965）の日本版（福田・小林，1973）を用いた。

各項目について，「ない・たまに」から「ほとんどいつも」まで 1点から 4点を付与し，全

20 項目の合計点を抑うつ得点とした。得点が高いほど抑うつが強いことを意味する。なお，

カットオフポイントは 39／40点である。 

 

（2）ソーシャルサポート 

宋ら（2004b）が作成したソーシャルサポート尺度 29 項目から，年齢的に妥当と考えら

れるものを 18 項目抽出し，使用した。また，宋ら（2004b）に倣い，ソーシャルサポート

を実際的サポートと心理的サポートの二つの側面から捉え，これらのサポート頻度がどの

程度あったかを尋ねた。なお，二種のサポートについて，宋ら（2004b）は，次のように説

明している。すなわち，実際的サポートを「子どもの面倒を見てくれる，緊急の時子ども

を預かってくれる，家のことを手伝ってくれる，子どもに適した指導，教育，援助，治療

をしてくれる，経済的援助をしてくれる，などの具体的な援助」，心理的サポートを「元気

づけてくれる，受け入れてくれる，相談に乗ってくれる，などの心の支え」とし，それぞ

れ回答を求めた。回答は，「全くなかった」「あまりなかった」「たまにあった」「よくあっ

た」にそれぞれ 1～4 点を付与した。その他，原版では「該当なし」を 0 点としていたが，
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「全くなかった」と同意と解釈し，1点に振り替えて，分析を行った。得点が高いほど，サ

ポートの頻度が多いことを意味する。また，援助資源をインフォーマル（夫，自分の両親，

自分のきょうだい，親戚，配偶者の両親，配偶者のきょうだい，親戚，子ども自身，子ど

ものきょうだい，自分の友人，同じ悩みをもつ親，子どもの同級生や友だち，近所の知人）

と，フォーマル（医療機関，療育機関，学級担任，校長や教頭，その他の学校の教師，相

談機関，親の会）の 2 つに分け，それぞれの平均値をインフォーマルサポート得点，フォ

ーマルサポート得点とした。加えて，ソーシャルサポートの全項目の平均値をソーシャル

サポート合計得点とした。 

 

（3）夫婦間コミュニケーション 

10 項目からなる自作の夫婦間コミュニケーション尺度を用いた。具体的な項目について

は，表 4-1 に記す。各項目について，「不十分である」から「十分である」まで 1 点から 4

点を付与した。得点が高いほど夫婦間でのコミュニケーションに満足していることを意味

する。 

 

1. 子どもの発達に関すること

2. 子どもの学校に関すること

3. 子どもの友人関係に関すること

4. 子どもの将来に関すること

5. 自分の仕事や家事に関すること

6. 自分の人間関係に関すること

7. 自分の趣味や余暇に関すること

8. 自分の将来に関すること

9. 夫婦の人間関係に関すること

10. 夫婦の将来に関すること

表4-1　夫婦間コミュニケーション尺度の項目

 

 

 

4.2.3 分析方法 

まず，父母の抑うつ得点の相関の確認と t 検定による平均値の比較を行った。また，カッ

トオフポイントを上回る値を示した父母の比率を算出し，両者で比較した。次に，父母（父

親・母親）とソーシャルサポートの種類（実際的サポート・心理的サポート）を独立変数，

各種サポート資源からのサポート頻度（インフォーマルサポート・フォーマルサポート）

を従属変数とし，2×2 の分散分析（混合計画）を行った。続いて，父母の抑うつ得点とソ

ーシャルサポート得点の相関を比較検討した。その後，父母の抑うつと各援助資源からの

サポート頻度との関連については，サポート頻度との関係から精査した。最後に，夫婦間

コミュニケーション尺度の因子分析を行い，父母の抑うつと夫婦間コミュニケーション得

点との相関を確認した。 
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4.2.4 倫理的配慮 

調査の実施にあたり，本研究の趣旨・内容，個人情報の保護について書面にて説明した。

なお，本研究は，調査協力者が所属する親の会に設置されている倫理委員会から，承認を

得た上で実施した。 

 

4.3 結果 

 

4.3.1 父母の抑うつ 

父母の抑うつ得点の相関をみたところ，有意とはならなかった。続いて，父母の抑うつ

得点の平均値の比較を，t 検定を用いて行ったところ，母親の抑うつ得点の方が有意に高か

った（t（42)＝2.54，p＜.05）。また，カットオフポイント（39／40）を上回る値を検討し

たところ，母親で 67.4%，父親で 48.8%が 40 以上の値であった。 

 

4.3.2 ソーシャルサポートの評価 

 

ソーシャルサポート得点の平均値の比較 

父母が，どの援助資源からのどういったサポートを受けていると認識しているのかを比

較検討するために，父母（父親・母親）とソーシャルサポートの種類（インフォーマルサ

ポート・フォーマルサポート）を独立変数，各援助資源からの実際的・心理的サポートの

頻度を従属変数とし，2×2の分散分析（混合計画）を行った。分析の結果は表 4-2・4-3 の

通りである。 

 

表4‐2　実際的サポートの頻度の比較

平均 SD 平均 SD

上段：平均値，下段：標準偏差

0.38 n.s. 2.40 n.s.

フォーマル
サポート

2.33 0.75 2.21 0.77

サポート資
源

の主効果
交互作用

インフォーマル
サポート

2.16 0.53 2.28 0.55 0.00 n.s.

母親 父親 性別の
主効果

表4‐3　心理的サポートの頻度の比較

平均 SD 平均 SD

サポート資
源

の主効果
交互作用

インフォーマル
サポート

2.21 0.56 1.67 0.84 10.42**

母親 父親 性別の
主効果

上段：平均値，下段：標準偏差       **p< .01

10.04** 2.30 n.s.

フォーマル
サポート

2.35 0.75 2.07 0.63
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分析の結果，実際的サポートのサポート頻度には，父母間でも，サポート資源ごとにも差

がないことが認められた。一方，心理的サポートのサポート頻度については，父親に比べ

て母親の方が高く評価していることが示された（F（1,84)＝10.42，p<.01）。また，父母は，

フォーマルなサポート資源よりも，インフォーマルなサポート資源からのサポートの方が

頻度が少ないと評価していることも確認された（F（1,84)＝10.04，p<.01）。 

 

ソーシャルサポート得点と抑うつ得点の相関 

父母のソーシャルサポート得点と抑うつ得点との相関係数を算出した。結果は表 4-4・4-5

の通りである。 

 

表4-4　母親の抑うつ得点とソーシャルサポート得点との相関

母親の抑うつ

実際的
インフォーマルサポート

−.51***

実際的
フォーマルサポート

.06

心理的
インフォーマルサポート

−.39**

心理的
フォーマルサポート

.14

 **p <.01， ***p <.001  

 

 

表4-5　父親の抑うつ得点とソーシャルサポート得点の相関

父親の抑うつ

実際的
インフォーマルサポート

−.35*

実際的
フォーマルサポート

−.17

心理的
インフォーマルサポート

−.25

心理的
フォーマルサポート

−.29⁺

⁺p＜.10，*p <.05  
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母親の抑うつは，実際的インフォーマルサポート，心理的インフォーマルサポートとの間

に負の相関がみられた（それぞれ r ＝−.51，p＜.001；r ＝−.39，p＜.01）。インフォーマ

ルな援助資源からの母親への実際的・心理的サポートが充実していると，母親の抑うつが

低いということが示された。 

また，父親の抑うつは，実際的インフォーマルソーシャルサポートとの間に負の相関が

みられた（r ＝−.35，p＜.05）。インフォーマルな援助資源からの父親への実際的サポート

が充実していると，父親の抑うつが低いということが示された。また，父親の抑うつと心

理的フォーマルサポートとの間では，負の相関関係に有意傾向がみられた（r ＝−.29，p

＜.10）。フォーマルな援助資源からの心理的サポートが充実していると，父親の抑うつが低

い傾向があることが示唆された。 

 

続いて，父母のソーシャルサポートと抑うつの関連を詳細に検討するために，各援助資

源からのサポート頻度の平均値と抑うつ得点の相関係数を算出した。また，相関係数と各

援助資源のサポート頻度の平均値との関係を検討するために，それぞれの値を表 4-6～表

4-9 に示す。なお，サポート頻度は，最大値が 4，最小値が 1となっている。 

母親の抑うつと母親のソーシャルサポート各項目得点との関連をみたところ，実際的サ

ポートについては，配偶者，自分の両親，配偶者のきょうだい・親戚，子ども自身，同じ

悩みをもつ親，近所の知人との有意な負の相関関係が（それぞれ r ＝−.44，p＜.01；r ＝

−.35，p＜.05；r ＝−.32，p＜.05；r ＝−.43，p＜.01；r ＝−.31，p＜.05；r ＝−.41，p＜.01），

子どもの同級生や友だちとの負の相関関係に有意傾向が（r ＝−.28，p＜.10）みられた。加

えて，療育機関との間には，有意な正の相関関係がみられた（r ＝.31，p＜.05）。サポート

頻度との関係をみると，配偶者のきょうだい・親戚，近所の知人のサポート頻度は低いも

のの，抑うつとの負の相関関係があることがわかる。さらに，医療機関，学級担任，親の

会はサポート頻度は高いものの，抑うつとの相関関係がないことが示された。 

また，心理的サポートについては，配偶者のきょうだい・親戚，子ども自身との有意な負

の相関関係が（それぞれ r ＝−.38，p＜.05；r ＝−.42，p＜.01），配偶者，配偶者の両親，

自分の友人との負の相関関係に有意傾向が（それぞれ r ＝−.30，p＜.10；r ＝−.26，p＜.10；

r ＝−.26，p＜.10）みられた。加えて，療育機関との間には有意な正の相関関係が認められ

た（r ＝.35，p＜.05）。サポート頻度との関係をみると，配偶者のきょうだい・親戚のサポ

ート頻度は低いものの，抑うつとの負の相関関係があることが示された。さらに，医療機

関，親の会はサポート頻度は高いものの，抑うつとの相関関係がないことがわかった。 

一方，父親の抑うつと父親のソーシャルサポート各項目得点では，実際的サポートについ

ては，自分の友人，同じ悩みをもつ親との有意な負の相関関係が（それぞれ r ＝−.43，p

＜.01；r ＝−.31，p＜.05），配偶者，子どもの同級生や友だちとの負の相関関係に有意傾向

が（r ＝−.28，p＜.10；r ＝−.29，p＜.10）みられた。サポート頻度との関係をみると，自 
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抑うつとの相関 サポート頻度

配偶者 −.44** 3.42

自分の両親 −.35* 2.65

自分のきょうだい・親戚 .08 1.95

配偶者の両親 −.09 2.30

配偶者のきょうだい・親戚 −.32* 1.58

子ども自身 −.43** 2.40

子どものきょうだい −.23 2.21

自分の友人 −.23 1.95

同じ悩みをもつ親 −.31* 2.26

子どもの同級生や友だち −.28⁺ 1.79

近所の知人 −.41** 1.51

医療機関 .10 2.81

療育機関 .31* 2.35

学級担任 −.02 2.67

校長や教頭 −.14 1.81

その他の学校の教師 .01 1.86

相談機関 −.03 2.09

親の会 −.05 2.74

表4-6　母親の各援助資源からの実際的サポートと母親の抑うつの相関およびサポート頻度

⁺p＜.10，p＜.05，**p＜.01

 

抑うつとの相関 サポート頻度

配偶者 −.30⁺ 3.07

自分の両親 −.18 2.49

自分のきょうだい・親戚 −.03 2.07

配偶者の両親 −.26⁺ 1.86

配偶者のきょうだい・親戚 −.38* 1.47

子ども自身 −.42** 2.44

子どものきょうだい −.23 2.05

自分の友人 −.26⁺ 2.58

同じ悩みをもつ親 −.21 3.07

子どもの同級生や友だち 0 1.67

近所の知人 −.01 1.67

医療機関 .21 2.91

療育機関 .35* 2.35

学級担任 −.03 2.42

校長や教頭 −.04 1.79

その他の学校の教師 .06 1.72

相談機関 −.03 2.02

親の会 .08 2.84

表4-7　母親の各援助資源からの心理的サポートと母親の抑うつの相関およびサポート頻度

⁺p＜.10，*p＜.05，**p＜.01
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抑うつとの相関 サポート頻度

配偶者 －.28⁺ 3.74

自分の両親 －.05 2.53

自分のきょうだい・親戚 －.06 1.91

配偶者の両親 －.23 2.91

配偶者のきょうだい・親戚 －.12 2.40

子ども自身 －.16 2.42

子どものきょうだい －.13 2.12

自分の友人 －.43** 1.42

同じ悩みをもつ親 －.31* 1.63

子どもの同級生や友だち －.29⁺ 2.09

近所の知人 －.13 1.60

医療機関 －.07 2.35

療育機関 －.13 2.56

学級担任 －.21 2.72

校長や教頭 －.20 2.02

その他の学校の教師 －.16 1.79

相談機関 .05 1.93

親の会 －.20 2.21

表4-8　父親の各援助資源からの実際的サポートと父親の抑うつの相関およびサポート頻度

⁺p＜.10，*p＜.05，**p＜.01

 

抑うつとの相関 サポート頻度

配偶者 −.40** 3.47

自分の両親 −.13 2.28

自分のきょうだい・親戚 −.06 1.95

配偶者の両親 −.19 2.09

配偶者のきょうだい・親戚 −.11 1.70

子ども自身 −.10 2.35

子どものきょうだい −.02 1.88

自分の友人 −.19 1.88

同じ悩みをもつ親 −.37* 1.65

子どもの同級生や友だち −.26⁺ 1.40

近所の知人 .03 1.47

医療機関 .03 1.91

療育機関 −.26⁺ 1.88

学級担任 −.41** 1.88

校長や教頭 −.29⁺ 1.51

その他の学校の教師 −.22 1.37

相談機関 −.25 1.51

親の会 −.19 1.65

表4-9　父親の各援助資源からの心理的サポートと父親の抑うつ感の相関およびサポート頻度

⁺p＜.10，*p＜.05，**p＜.01
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分の友人，同じ悩みをもつ親のサポート頻度は低いものの，抑うつとの負の相関関係があ

ることが示された。さらに，学級担任はサポート頻度は高いものの，抑うつとの関連がみ

られなかった。 

また，心理的サポートについては，配偶者，同じ悩みをもつ親，学級担任との有意な負

の相関関係が（それぞれ r ＝−.40，p＜.01；r ＝−.37，p＜.05；r ＝−.41，p＜.01），子ど

もの同級生や友だち，療育機関，校長や教頭との負の相関関係に有意傾向が（r ＝－.26，p

＜.10；r ＝−.26，p＜.10；r ＝−.29，p＜.10）みられた。サポート頻度との関係をみると，

同じ悩みをもつ親，子どもの同級生や友だち，療育機関，学級担任，校長や教頭のサポー

ト頻度は低いものの，抑うつとの負の相関関係があることが示された。 

なお，実際的・心理的サポートの頻度のなかで，抑うつとの相関がみられたものを整理

すると表 4-10・4-11 のようになる。太字で書かれている援助資源は，抑うつとの負の相関

がみられた援助資源，斜体で書かれた援助資源は，抑うつとの正の相関がみられた援助資

源である。 

 

表4-10　母親の実際的・心理的サポート頻度および抑うつとの相関

1点台 2点台 3点台

実際的サポート

配偶者のきょうだい・親
戚
子どもの同級生や友だち

近所の知人

子ども自身

同じ悩みをもつ親

療育機関
配偶者

心理的サポート
配偶者の両親
配偶者のきょうだい・親
戚

子ども自身

自分の友人

療育機関

配偶者
同じ悩みをもつ親

表4-11　父親の実際的・心理的サポート頻度および抑うつとの相関

1点台 2点台 3点台

実際的サポート

自分の友人
同じ悩みをもつ親

子どもの同級生や友だち
配偶者

心理的サポート

同じ悩みをもつ親
子どもの同級生や友だち
療育機関
学級担任

校長や教頭

配偶者

母親
サポート頻度

父親
サポート頻度
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夫婦間コミュニケーションの評価 

 

夫婦間コミュニケーション尺度の因子分析 

夫婦間コミュニケーション尺度 10 項目に対して，主因子法による因子抽出を試みたが，

固有値の減衰状況（7.03，1.21，0.48，0.38・・・）から 1 因子が妥当と考えられた（表

4-12）。そのため，因子名を夫婦間コミュニケーションとし，全項目の平均値を夫婦間コミ

ュニケーション得点とした。内的整合性を検討するためにα係数を算出したところ，.97 と

高い値が得られた。 

 

項目内容 Ⅰ

9. 夫婦の人間関係に関すること .92

6. 自分の人間関係に関すること .90

3. 子どもの友人関係に関すること .89

2. 子どもの学校に関すること .89

5. 自分の仕事や家事に関すること .89

4. 子どもの将来に関すること .89

1. 子どもの発達に関すること .84

10. 夫婦の将来に関すること .84

8. 自分の将来に関すること .77

7. 自分の趣味や余暇に関すること .72

表4-12　夫婦間コミュニケーション尺度の因子分析結果

 

 

 

夫婦間コミュニケーションと抑うつとの関連 

父母の抑うつ得点と夫婦間コミュニケーション得点との相関係数を表 4-13に示す。分析

の結果，母親の抑うつは母親の夫婦間コミュニケーションと弱い正の相関が，父親の抑う

つは父親の夫婦間コミュニケーションと比較的強い正の相関がみられた（それぞれ r ＝

－.35，p＜.05；r ＝－.50，p＜.01）。夫婦でコミュニケーションが取れていると感じてい

る父母は，抑うつが低く，特に父親においてその傾向が強いと言える。 

 

表4-13　父母の抑うつと夫婦間コミュニケーションの相関

母親の抑うつ 父親の抑うつ

母親夫婦間コミュニケーション −.35
* −.23

父親夫婦間コミュニケーション −.12 −.50
**

*p<.05，**p<.01
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4.4 考察 

 

4.4.1 父母の抑うつについて 

調査協力者の抑うつ得点は，母親で 42.84，父親で 38.40 であった。健常群の抑うつ得点

の平均値は女性で 35.74，男性で 35.05であり（福田・小林，1973）父母とも健常群を上回

る値であった。HFPDD児をもつ母親の抑うつは，健常児と比べて高いことが知られている

（野邑ら，2010）が，本研究の結果からは父親の抑うつも同様に高いことが示唆された。

しかしながら，育児期の親の抑うつにつては，親の年齢によって異なることも知られてい

る（高倉・平・新屋・三輪，1996）。年齢によって，家庭や社会から求められる役割が変遷

するため，それに伴って精神的健康にも変化が生じるのだろう。特に父親は，仕事による

ストレスを多く抱えているが，抑うつとはむしろ家事が強く関連していることが知られて

いる（岡本，2007）。家庭と社会から求められている役割との間で葛藤が生じやすいものと

考えられる。今後は，こうしたそれぞれの年齢や社会で求められる役割にも焦点を当て，

検討することが必要だろう。 

また，父母の抑うつを，t 検定を用いて比較したところ，母親の方が父親よりも抑うつが

強いことが示された。この結果は，HFPDD児の父母の精神的健康を比較した研究の結果と

一致している（Hastings et al., 2005；Herring et al., 2006）。HFPDDをもつ子どもの中

には，環境の変化に柔軟に対応することが難しく，家庭で穏やかに過ごせている一方で，

学校では落ち着きがないケースが少なくない。わが国において，学校を始めとする家庭外

の環境とのやり取りを行うのは，多くの場合母親である。それに対して父親は，仕事によ

る時間的な制約や伝統的な性的役割分業論を背景とした生活スタイルの違いから，わが子

を他児と比較したり，家庭外での問題場面に遭遇したりする機会を得難い。そのため，母

親は，家庭外で困難さに直面したわが子の姿や，わが子を取り巻く周囲の人々の声を聞く

機会が，父親に比べて多い。また，そうした経験の中で，わが子の苦手な側面や，周囲の

心無い言葉に強いショックを受けることもまれではないようである（柳楽ら，2004）。しか

し，そのような育児上の辛さは，父親とも共有することが難しく，孤独に苛まれる傾向が

ある。このように，父母の生活スタイルの違いだけでなく，HFPDDならではの特性も相ま

って，父母の抑うつに差が生じているものと思われる。 

また，分析の結果から，父母の抑うつに相関は認められなかった。Epstein et al.（2008）

は，アスペルガー障害の子どもをもつ父母の育児ストレスを比較し，全般的なストレスに

差はないが下位尺度ごとにみると母親の方が高い値であったことを報告している。また，

Hastings et al（2005）は，母親のストレスは子どもの行動障害および父親の抑うつ傾向と

関連があるが，父親のストレスは子どもの行動障害とは関連がなかったことを報告してい

る。加えて，乳幼児期の PDD児の父母を対象に調査を行った Davis & Carter（2008）は，

母親は子どもの睡眠や食事等といった生活面の行動に関する問題に対してストレスを感じ
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ているが，父親は癇癪などの外在化行動に強いストレスを感じていると指摘している。こ

れらの知見からは，父母の抑うつは，それぞれ違った要因の影響を受けていることが示唆

される。HFPDD児の父母の精神的健康については，その背景にある要因について，まだ明

らかになっていない側面があり，それらは父母によって異なっているものと考えられる。

たとえば，育児による制約感は，親の精神的健康に影響を及ぼす要因の一つである。人は，

時間や金銭，活動の場といった資源の喪失および制約に対して，他の資源の動員・補充・

獲得によって対処するが，それが上手くいかない場合，負担感や不全感の伴ったストレス

状況に陥ることが知られえている（Hobfall, 1989）。乳幼児期から青年期の育児における親

としての発達意識について調査をした加藤ら（2015）は，父親の育児による制約感は子ど

もの成長とともに低下するが、母親の制約感は子どもの年齢があがっても父親よりも高い

レベルで維持されることを報告している。こうした在り方が，父母それぞれの精神的健康

に影響を及ぼすと考えられる。こういった様々な要因について精査することは，父母それ

ぞれの支援の在り方を検討するうえできわめて重要な知見を提供するものと思われる。今

後，詳細に検討する必要があるだろう。 

 

4.4.2 母親へのソーシャルサポートと抑うつとの関連 

母親の抑うつは，インフォーマルな援助資源からの実際的・心理的サポートと負の相関

があることが見出された。HFPDD児の母親のストレスとソーシャルサポートとの関連を扱

った宋ら（2004b）においても，配偶者や家族，親の会といった援助資源からのサポートは，

母親のストレスとの間に負の相関があることが確認されている。その他にも，親の会やペ

アレントトレーニング，ペアレントメンターといった同じ境遇の親と出会う機会が，親の

精神的健康にポジティブな影響を及ぼすことが指摘されている（Ainbinder et al., 1998；

Cutress & Muncer, 2014；原口ら，2015；北海道保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課，

2013；Law et al., 2002；Solomon et al., 2001；宋ら，2004a；高倉・山田，2007）。HFPDD

児の母親は，障害認識の困難さや障害を受け容れ，他者に伝えることの難しさといった問

題から孤独感を経験しやすいことが知られている（木谷・北山，2010；下田，2006；Lam 

et al, 2010）。そのような母親にとって，自身の辛さや悩みを共有できる身近な存在は，か

けがえのないものとなり得るのだろう。特に，配偶者の両親やきょうだい・親戚，近所の

知人は，サポート頻度の平均値は高くないが，母親の抑うつと負の相関があった。健常児

の母親の調査では，配偶者家族や近所の知人との付き合いは，いずれも母親の抑うつとの

関連が示されている（岡本，2008）。配偶者家族や近所の知人とのやりとりには，多くの母

親が心労を募らせているのだろう。特に，HFPDD児の母親の場合，わが子の特性を受け入

れてほしいという思いがある一方で，配偶者の家族や近所の知人のような身近な非専門家

にどのように受け止められるか，不安に思う気持ちもあると考えられる。加えて，子ども

の同級生や友だちからの実際的サポートと母親の抑うつとの間にも負の相関関係がみられ
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た。HFPDDの中心的な特性の一つとして，社会性・コミュニケーションの障害がある。そ

のため，HFPDD児は，対人関係上のトラブルや不登校などの集団生活における不適応状態

を経験しやすい（桐山，2006；漆畑・加藤，2003）。HFPDD児の母親の中には，他児との

良好な関係を築けずにいるわが子の姿を見て，傷ついている者が少なくない。このように，

配偶者の家族や地域の理解・援助，子どもの同級生や友だちとの良好な関係は得難いもの

ではあるが，それらが得られるということは母親にって大きな心を支えとなるのだろう。 

また，家庭外のインフォーマルな援助資源としては他に，同じ悩みをもつ親からの実際

的・心理的サポートが抑うつと負の相関関係にあった。母親は，同じ悩みをもつ親からの

サポート頻度を比較的高く評価していたが，これは本調査が親の会を対象に実施したもの

であることが大きく影響していると思われる。HFPDDは，身体的な異常がなく，全般的な

知的能力に問題がないために，その多くが普通学級に所属している。本調査においても，

調査協力者の子どものうち，およそ 8 割が普通学級に所属していた。そのため，親の会の

ようなグループに参加していない限り，同じ境遇の親と出会う機会をもつことは難しいだ

ろう。わが子の障害について他者に伝えることは，たとえ障害への抵抗感がない親であっ

ても，周囲にどのように受け止められるのかという不安から，容易なことではない。特に，

母親においては，過去に周囲から無理解な対応を受けた経験から，理解されることへの諦

め，無力感を抱きがちであることも知られている（柳澤，2012）。親の会をはじめ，ペアレ

ントトレーニングやペアレントメンターといった活動に支援者も参入し，同じ悩みをもつ

親同士の出会いの場を設定・マネジメントすることは有用であろう。 

一方で，フォーマルな援助資源からの実際的・心理的サポートと母親の抑うつとの間に

は相関はみられなかった。援助資源ごとにみると，医療機関，学級担任，相談機関，親の

会は，サポート頻度は比較的高いものの，抑うつとの関連はみられなかった。また，療育

機関においては，むしろ実際的・心理的サポートと母親の抑うつとの間に正の相関がみら

れた。同様の結果は宋ら（2004b）でも確認されている。HFPDD児をもつ親のストレスと

ソーシャルサポートについて検討した宋ら（2004b）は，母親の負担感・不安感と地域の専

門機関からの実際的・心理的サポートとの間に正の相関があったことを報告している。こ

の結果について宋ら（2004b）は，負担感・不安感が高い人ほど地域の専門機関からのサポ

ートを多く求めている可能性を述べ，HFPDD児をもつ親のストレスの軽減に有効なサポー

トが，フォーマルな援助資源において整備されていない状況を反映していると考察してい

る。本調査や宋ら（2004b）の結果のみで確定することはできないが，HFPDD児とその家

族への援助サービスを多くの家族がサポートを求めているのに対して，十分に提供されて

いるとは言い難い状況があるのも事実であろう。個々の家庭に提供できるサービスは不十

分なものとなっており，精神的な支えとして機能していない可能性がある。支援の在り方

について，量・質ともに検討し，充実化させていくことが重要であろう。 
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4.4.3 父親へのソーシャルサポートと抑うつとの関連 

分析の結果，父親の抑うつと，インフォーマルな援助資源からの実際的サポートとの間に

負の相関関係が認められた。各援助資源でみると，相関が認められたのは，配偶者，子ど

もの同級生や友だち，自分の友人，同じ悩みをもつ親であった。また，有意傾向ではある

が，父親の抑うつは，フォーマルな援助資源からの心理的サポートと負の相関関係にある

ことが示された。同様に，援助資源ごとでみると，相関が確認できたのは，配偶者，同じ

悩みをもつ親，子どもの同級生や友だち，療育機関，学級担任，校長や教頭であった。配

偶者，自分の友人，同じ悩みをもつ親との相関から，父親は自身の思いを共有できる身近

な存在からの実際的・心理的サポートを求めていると考えられる。一般的に，男性は女性

に比べて援助を求めることへの志向性が低い。たとえば，脳性まひ児の父親の意識と行動

の変容過程を扱った平野（2004）は，母親や同じ境遇の親にさえ感情を抑制しがちな父親

の姿を描いている。こうした知見からは，他者に頼れず，孤独に耐える父親の姿が想像さ

れる。そのような父親にとって，援助者との心理的な距離が遠い場合，気を許し，頼るこ

とは難しいものとなり，境遇をともにする配偶者や他の親，心許せる友人からの実際的・

心理的サポートは，受け入れやすく，深い水準で頼ることの出来るものとなり得ると考え

られる。 

加えて，父親の抑うつは，子どもの同級生や友だちからの実際的・心理的サポートとの間

にも負の相関関係がみられた。母親同様，父親にとってもわが子が周りの子どもに受け入

れられていると思えることは，抑うつの軽減につながるものと考えられる。 

さらに，心理的サポートにおいては，療育機関，学級担任，校長や教頭といったフォーマ

ルな援助資源からのサポートとの関連も認められた。学校や療育機関は，他のフォーマル

な援助資源に比べ，子どもと直接かかわることが多い。このことから，父親にとって，子

どもへの直接的な支援があると思えることが，心理的な支えとなり，抑うつの軽減につな

がるものと考えられる。 

しかしながら，母親へのサポート頻度に比べ，父親のサポート頻度は概して少なかった。

抑うつとの相関がみられた援助資源についても，配偶者（母親）を除いて，サポート頻度

の評価は低いものであった。これらの結果から，HFPDD児の父親が必要としている援助が

行き届いていないものと考えられる。日本の父親は，国際的にみても多くの時間を仕事に

費やしており，育児参加に難しさがある（酒井，2007）。加えて，育児期の性的役割分業が

経済的に合理的な家族戦略であることも，父親の育児参加を困難にしているものと考えら

れる（多賀，2005）。これらの背景から，父親は育児を通して援助資源と出会うこと，深い

情緒的なつながりをもったサポートネットワークを築くことが難しくなると考えられる。 

加えて，そうした出会いから，わが子の特性への理解を養うことにも難しさがあると考え

られる。こうした状況では，育児に対する効力感やモチベーションをもつことが難しくな

るだろう。健常児を対象としたものであるが，保育園児の父母を対象に調査を行った岡本
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（2008）は，父親の多くが育児参加に意欲的であるものの，「育児が思うようにいかない」

と感じており，そうした思いが父親の抑うつに影響を及ぼしていることを明らかにしてい

る。特に HFPDD 児の場合，一般的な育児の在り方が必ずしも適切なかかわり方ではない

ことが少なくない。そのため，父親は育児に自信をもてず，不全感が募ったり，育児への

熱意がもてなかったりする可能性がある。 

HFPDD児の家族と関わる支援者は，相談者が父親ではないケースでも，父親の抱える潜

在的なニーズにも意識を向け，家族全体を支える姿勢で関わることが必要だろう。たとえ

ば，本調査では，同じ境遇の親からの実際的・心理的サポートは，父親の抑うつを和らげ

ることが示唆された。父親においても，母親同様，同じ境遇の親との出会いの機会を提供

することは父親の精神的健康を支えるうえで有効と考えられる。また，療育機関や学校と

いった子どもへの直接的なかかわりをもつ場からの心理的サポートの有用性もうかがえた。

こうしたフィールドに，父親も含めた家族支援という視点を根付かせていくことが必要で

あろう。 

 

4.4.4 父母の抑うつと夫婦間コミュニケーションとの関連 

分析の結果，夫婦間コミュニケーションと父母の抑うつには有意な負の相関があり，夫婦

間でのコミュニケーションが十分であると評価している父母の抑うつは低いことが示され

た。病気や障害を抱える子どもの家族レジリエンスに関する文献を概観した高橋（2013）

によると，家族間のコミュニケーションが開かれていると，家族それぞれが抱く悲哀感情

や情報が共有され，家族の相互理解が深まるとされる。また，コミュニケーションの場は，

家族内外の人々との関係性を客観的に見直す機会となり，専門機関や地域の人々との肯定

的な関係を維持する力や，家族のマネジメント力の向上につながることを指摘している。

この知見から，夫婦間コミュニケーションは，それ自体が父母両者の精神的な支えとして

機能するだけでなく，父母の精神的健康を支える家庭内外の環境の維持にも寄与するもの

と考えられる。こうした作用から，夫婦間コミュニケーションは父母の抑うつを低減する

働きがあるのであろう。 

しかしながら，HFPDDのように，子どもと直接関わる経験や集団の中のわが子を見る機

会が障害の理解・認識を深めることにつながる障害（中田ら，1995）の場合，父母間での

障害の理解・認識，それに伴う不安や焦りに差が生じやすい。そうなると，「言っても伝わ

らない」「言われても分からない」という状況に陥り，コミュニケーションが閉鎖的になり

得るだろう。そうして，家族とも共通理解が得られないことから，父母ともに強い孤独感

に苛まれる危険性がある。それゆえ，HFPDD児の父母の精神的健康を支えるうえで，夫婦

間コミュニケーションの視点は重要と言えるだろう。 

支援者は，HFPDD 児の父母がそれぞれの思いや情報を共有することの難しさに留意し，

支援方針を立てることが必要であろう。たとえば，父母同席での面接の機会を設け，それ
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ぞれの思いを共有する機会を設けることは有用と考えられる。こうした臨床実践が父母の

コミュニケーションの在り方や精神的健康にどのような影響を及ぼすのか，検証すること

が求められる。 

 

4.4.5 父母の抑うつと配偶者との関係 

父母の抑うつと，配偶者からの実際的・心理的サポートとの関連をみると，その在り方に

違いがみられた。父親からの実際的・心理的サポートが高頻度と認識している母親は抑う

つが低い傾向にあり，特に実際的サポートにおいてその傾向が強くみられた。母親は，家

庭において主たる養育者を担うことが多い。子どもの通う学校や医療機関，療育機関など

の専門機関とのやりとりも，母親がメインで行っている家庭がほとんどであろう。そうし

て多くの時間を子育てに割かれ，母親は生活にはゆとりが持てずにいるものと考えられる。

父親がそうした母親の状況を理解し，子どもの面倒をみる，家事を手伝うといった実際的

サポートを行っている場合，母親は時間的・精神的ゆとりをもつことができ，強い抑うつ

に悩まされることが少なくなるものと思われる。 

一方，父親においては，母親からの実際的・心理的サポートと抑うつとの間に負の相関は

認められたが，母親とは異なり，実際的サポートよりも心理的サポートの方が関連が強か

った。父親の場合，家庭において家計を支える役割を担うことが多い。結果，母親のよう

に育児を通して支援者や同じ境遇の親と出会う機会が少なく，心理的に支えられる経験を

しづらいものと思われる。そのため，実際的なサポートよりも，心理的サポートを求める

気持ちの方が強いものと考えられる。加えて，夫婦間コミュニケーションと抑うつの関連

は，母親よりも父親の方が強く，母親とのコミュニケーションが充実していると父親の抑

うつが低い傾向があることがうかがえた。父親は，親として，夫として家族と過ごす時間

を取りたいという思いはあるものの，経済的な柱としての役割もあり，葛藤を抱きやすい

ものと考えられる。特に，HFPDDはその特性上，家庭外で問題が表面化しやすいため，父

親はわが子の状況が気になっていても，それを把握することには難しさがある。また，わ

が子の特性の理解において，母親との差が生じやすく，親としての無力感や孤独感が強く

経験される可能性がある。そのような父親にとって母親とのコミュニケーションは，子ど

もの状況を知るうえできわめて重要であり，心の支えとしても機能するものと考えられる。 

障害児の家族支援に携わる者は，しばしば家族のマネジメントが必要なケースを経験する。

本調査では，HFPDD児の父母はそれぞれ配偶者に異なる在り方のサポートを求めているこ

とが示唆された。これらの知見は，HFPDD児をもつ家族のマネジメントを行う際に，父母

の適応的な在り方を考えるうえでの一助となるものと思われる。 
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第5章 総合考察 

 

本研究では，HFPDD児をもつ父母の体験する心の諸側面を心理的体験という視点から明

らかにし，その支援の在り方についてソーシャルサポートと夫婦間コミュニケーションと

いう点から検討した。本章では，研究 1から研究 3までで得られた知見を整理し，HFPDD

児をもつ父母の心理的体験の異同とそれを踏まえた支援の在り方について考察する。最後

に，本論文全体の限界と今後の課題について述べる。 

 

5.1 本研究で得られた知見のまとめ 

研究 1 では，HFPDD 児をもつ母親が体験する心の諸側面とその関連を心理的体験過程

として質的な手法を用いて描いた。HFPDD児の母親 12名に対して半構造化面接を実施し，

分析を行ったところ，①HFPDDおよび子どもの特性の理解，②障害認識，③障害観，④特

性への感情・態度，⑤社会的イベントの 5 つのカテゴリーが得られた。さらに，同時に得

られた 16 個のサブカテゴリーの関連について検討した結果，（1)自身の育児への自責感を

抱いていた母親にとって，障害児であることの認識は安堵感を得られる体験ではあるが，

障害への抵抗感から悲嘆・不安にも苛まれること，（2)悲嘆・不安と期待・安心といった両

面の感情は特性が問題となるイベントや子どもの成長・落ち着きといった現実の出来事，

さらには家族を取り巻く周囲の対応の在り方に伴って循環的に移り変わること，

（3)HFPDD の知識的な理解と特性の経験的な理解が結び付くことでわが子が障害児であ

ることの認識を得て，育児への手ごたえや子どもの気持ちに寄り添う姿勢をもてるように

なること，（4)障害への抵抗感は，他の子どもと親・支援者との出会いや周囲からの特性へ

の肯定的な意味づけによって障害を個性とする態度へと移行すること，が示唆された。 

また，研究 2 では，研究 1 と同様の研究手法を用いて，HFPDD 児をもつ父親が体験す

る心の諸側面とその関連について検討した。その際，父親によって異なる心理的体験過程

に着目し，その詳細を記述した。HFPDD 児の父親 14 名に対して半構造化面接を実施し，

分析を行ったところ，①HFPDDおよび子どもの特性の理解，②障害の認識，③障害観，④

特性への感情・態度，⑤社会的イベントの 5 つのカテゴリーが生成された。さらに，同時

に得られた 16 個のサブカテゴリー間の関連について検討した結果，（1)父親は，周囲から

の指摘・告知と同時にわが子が障害児であることに実感する者と腑に落ちない気持ちを経

験する者とに分けられ，それぞれ認識に伴う感情も異なっていること，（2)障害への抵抗感

は，同じ障害をもつ子どもや異なる価値観をもつ親との出会いを通じて障害を個性とする

態度へと移行すること，（3)悲嘆・不安と期待・安心といった両面の感情は，特性が問題と

なるイベントおよび子どもの成長・落ち着きに伴って循環的に移り変わること，（4)HFPDD

の知識的な理解と子どもの特性の経験的な理解が結び付くことで，わが子が障害児である

ことに実感できること，（5)障害への抵抗感は，他の子どもと親・支援者との出会いによっ
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て障害を個性とする態度へと移行すること，が示唆された。 

続いて，研究 3 では，HFPDD 児をもつ父母の精神的健康として抑うつに着目し，ソー

シャルサポートおよび夫婦間コミュニケーションとの関連について検討した。質問紙調査

によって得られた 43組の父母の回答を分析したところ，（1) 抑うつ状態と判定される者は，

母親で 67.4%，父親で 48.8%であり，平均値も父親に比べ，母親の方が高いが，父親も母

親同様精神的負担が大きいこと，（2)父母の抑うつ感とフォーマルおよびインフォーマルな

資源からの実際的・心理的サポートとの関連をみたところ，父母の抑うつ感とインフォー

マルな資源からの実際的・心理的サポートとの相関がみられること，（3)母親は家庭内・外

の援助資源からのサポートを経験しているが，父親は家庭内の援助資源からのサポートに

偏ること，（4)父母それぞれの抑うつと配偶者からの実際的・心理的サポートとの関連をみ

たところ，母親の抑うつは父親からの実際的サポートと負の相関があるのに対し，父親の

抑うつは母親からの心理的サポートと負の相関があること，（5)抑うつと夫婦間コミュニケ

ーションとの相関は父母ともに有意であったが，父親の方が強い相関があること，が示さ

れた。 

 

5.2 高機能広汎性発達障害児をもつ父母の心理的体験過程の異同 

研究 1・2の結果から，HFPDD児をもつ父母には共通した心理的体験過程があることが

うかがえた。主な過程は，次の 4点である。すなわち（1)わが子の障害の疑いおよび認識を

する時期の父母は，障害への抵抗感を背景として，障害認識を巡る葛藤を経験するととも

に，悲嘆・不安に苛まれること，（2)HFPDD の知識的な理解と子どもの特性の経験的な理

解が結びつくことで，障害児であることの実感が得られ，苛立ち・戸惑いが軽減すること，

（3)同じ境遇の親と子どもとの出会いを通して障害への抵抗感は薄れ，障害を個性とする態

度を得ること，（4)子どもの環境への適応によって期待・安心といった感情を抱くものの，

特性が問題となるイベントによってかつての悲嘆・不安が再燃するという循環的な体験過

程を経験すること，である。このように，共通した心理的体験過程を羅列すると，父母が

互いの認識や感情を理解し，心の痛みを分かち合うことは可能のように思える。けれども，

実際には難しさがあることが指摘されている（小谷，2007；永井・林，2004）。この難しさ

がどのような要因によって生じているのかを明らかにするためには，父母それぞれの心理

的体験過程の差異を検討することが必要であろう。 

研究 1・2の結果から，母親は，支援者との出会いや，周囲からのわが子の特性への肯定

的な意味づけを得る機会によっても障害への抵抗感が和らぐが，父親はそのような機会を

得難いことが示された。また，研究 3 の結果から，母親に比べて父親は，家庭外の援助資

源からのサポートを受ける頻度が少ないことも示された。こうした社会資源と関わる機会

の違いは，HFPDDの知識的な理解と子どもの特性の経験的な理解を獲得し，それらが一致

する過程や，障害への抵抗感が和らぎ，障害を個性とする態度を獲得する過程に，父母間
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で質的・時間的差異を生じさせることが示唆された。特に，特性の経験的な理解の父母間

での違いは，特性への問題意識の差異となり，後の障害認識過程とそれに伴う感情体験に

大きなずれを生じさせるものと考えられた。研究 1・2で確認された父母間の心理的体験の

差異は，次の通りである。すなわち，（a)母親は発達初期に子どもの特性に違和感や不安を

覚え，自身の育児の責任として自責的になるものの，父親は特性には気づき，不安には思

いながらも楽観的であること，（b)母親は子どもの特性への違和感から，障害への抵抗感は

抱きながらも，障害の有無を明確化することに積極的になるが，父親の障害認識過程は特

性への楽観的な態度や障害への抵抗感から受動的なものになりがちなこと，（c)母親は，障

害児であることの認識から悲嘆・不安とともに安堵感を経験するものの，父親の中には悲

嘆・不安のみを経験する者と，胸のつかえがおりる思いのみを経験する者がいること，（d)

障害児であることの実感を得る時期には父母間で差異があり，特に子どもの特性への経験

的な理解が乏しい父親は障害児であることを認識しながらも腑に落ちない気持ちを抱くこ

と，である。これらの結果からは，発達初期の特性への問題意識が，障害児であることの

認識への積極性や，障害児であることの実感の程度とそれに伴う感情体験に影響を及ぼし

ていることがうかがえる。HFPDD は，外見的には正常であり，知的な問題もないために，

障害として認識することに難しさがある。また，HFPDD児は環境の変化に左右されやすく，

家庭では落ち着いているものの，学校など家庭外での適応に問題が生じていることも少な

くない。そのため，家庭外での様子を見たり，聞いたりする機会が得難い場合，子どもの

特性の経験的な理解の深まりや，問題意識の醸成が進みづらいものと考えられる。今西

（2013）は，発達障害児の父親への調査から，家庭に関わる時間の乏しさから，子どもの

適応について具体的かつ深刻な状態を直接目にすることが難しいことを報告している。よ

って，性別役割分業論がまだ根強い我が国（多賀，2005）においては，発達初期の特性へ

の問題意識や障害理解に父母間で差異が生じやすく，それに伴う感情体験や，後の障害認

識への積極性にも大きなずれが起こりやすいだろう。こうした状況では，母親に育児負担

が偏ってしまう可能性がある。また，父親にとっても，精神的ストレスが大きくなるもの

と思われる。発達障害児の父親を対象に調査を行った今西（2013）では，子どもと関わり

たい気持ちはあるものの，どうしていいのか分からず，上手く関われなかったり，仕事重

視の生活に葛藤し，後に調整を図ったりする姿が描かれている。この報告からは，父親の

中には自ら育児に取り組もうとするものの，時間的な制約や障害理解の問題から，そうし

た思いが実を結びにくい状況にあることがうかがえる。こうした状況では，育児への効力

感をもてず，親としての自尊感情が下がり，無力感が募る危険性があるだろう。次節では，

こうした HFPDD児をもつ父母に生じ得る問題について考察する。 

一方で，研究 2 の父親の中には，研究 1 で示した母親の心理的体験過程と類似した過程

を辿る者もみられた。彼らは，発達早期の子どもの特性に対して楽観的ではあったものの，

母親をはじめとする周囲からの指摘にすぐに納得し，障害児であることの明確な認識を得
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ることにも積極的であった。こうした父親の過程の違いの背景には，子どもの特性の経験

的な理解の程度の差異があったものと考えられる。特性の経験的な理解が乏しい場合，周

囲の指摘から HFPDD に関する知識を得たとしても，それが障害児であることの実感へと

つながらず，腑に落ちない気持ちを経験する。よって，母親と類似した心理的体験過程を

辿っていた父親は，発達早期から子どもの特性の経験的な理解を積み上げ，障害児である

ことの実感へと結びつく心の素地が形成されていたものと思われる。 

 

5.3 高機能広汎性発達障害児をもつ父母に生じ得る問題 

上述した心理的体験過程のずれから，HFPDD児をもつ父母には次のような問題が生じ得

ると考えられる。 

まず，子どもの特性への問題意識や障害の認識過程の差異から，父母の感情体験は異な

るものとなり，互いの思いを共有することが難しくなるだろう。父母は互いに「言っても

伝わらない」「言われてもわからない」という心境となり，閉鎖的なコミュニケーションの

在り方が形成され，配偶者からの実際的・心理的サポートを受け難くなるものと考えられ

る。研究 3 の結果から，父母の抑うつは，夫婦間コミュニケーションや配偶者からの実際

的・心理的サポートと負の相関関係にあり，父母間でのコミュニケーションやサポートが

無いことで抑うつ傾向が強くなることが示唆された。永井・林（2004）は，PDD児の母親

が，父親との共通理解がもてなかった時期が最も辛かったと語っていたことを報告してい

る。同様の報告は，小谷（2007）にもみられる。これらの知見から，配偶者との感情の共

有の難しさが親にとっていかに辛く，苦しいことであるかがうかがえる。 

加えて，母親の育児への負担がきわめて大きなものとなり，精神的健康を害してしまう

ことも危惧される。特に発達初期においては，母親が特性への違和感や自責感に苛まれる

一方で，父親が楽観的であること，父母ともに障害への抵抗感はあるものの障害認識にお

いて母親は積極的であるが父親は受動的になりがちなことから，子どもの特性への問題意

識に父母間で差異が生じやすいものと思われる。発達初期の母親は，子どもの特性につい

て周囲に相談することに抵抗を感じ，相談相手が父親に偏る傾向がある（Wang et al., 2011）

が，問題意識の共有が困難な場合，より強い不安感・孤独感を抱えることになり得るだろ

う。HFPDD 児の母親の精神的ストレスについて検討した中田・筒井（2014）は，診断さ

れる以前に，母親が家庭や地域で孤立し苦悩する様子を報告している。我が国では主たる

養育者のほとんどが母親であり，園や学校，専門機関とのやり取りを行うのも母親である

ことが多い。発達初期のこうした家庭の在り方は，父母間で子どもの特性の経験的な理解

に差異を生み，問題意識のずれをさらに大きくする危険性がある。研究 3 において，母親

の抑うつが父親に比べて高かったこと，心理的サポートよりも実際的サポートとの関連が

強くみられたのも，こうした育児負担が背景にあってのことと考えられる。 

一方で，父親は，発達初期には楽観的ではあるものの，徐々に子どもの特異な側面に気
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づいていき，不安感を抱くようになる。また，障害児であることの認識を得たのちも，そ

のことに実感をもてないこともあり，認識が曖昧なものになり得る。こうした心境は，父

親にとって大きなストレスになるものと考えられる。けれども，父親の場合，仕事の都合

等で育児に携わることや，子どもの状況を把握することが現実的に難しい状況もあるだろ

う。酒井（2007）は，多くの父親が，仕事の都合で育児に携われないことを不満に思って

いることを報告している。発達障害児の父親の心理的体験を描いた今西（2013）は，「子ど

もへ関わりたいが上手くいかない良くわからない」「障害はよくわからないが，ありのまま

受ける」「仕事重視の生活に葛藤し，調整を図る」「子どもの将来が不安になる」といった

体験を抽出し，発達障害について理解できる体験やきっかけを求めているのではと考察し

ている。こうした背景から，わが子の状況について知ることが出来たり，関わり方につい

ての相談が出来たりすることは大きな心の支えとなるのだろう。しかしながら，父親にお

いては，援助資源からのサポート頻度は母親に比べてきわめて少ないことが示された（研

究 3）。このことから，父親のニーズが満たされておらず，母親とは異なる在り方で精神的

健康を害している可能性が示唆される。 

さらに，こうしたずれが，父母の不和へとつながることも少なくないようである。障害

児をもつ夫婦の離婚率は一般のそれと比べて高いことが知られている（土屋，2003）。

Higgins et al.（2005）は，HFPDD児や PDD児をもつ親は，結婚生活に対する幸福感や

家族の凝集性，適応能力が定型発達児の親に比べて低いと指摘している。上述した心理的

体験過程の差異は，父母の肯定的な関係の維持を難しくする危険性があるのだろう。こう

した夫婦関係の問題は，子どもの発達だけでなく，情緒的な成長にも影響を及ぼしうる。

たとえば，HFPDDのある者の多くには，明確な基準が定まっていない環境に適応すること

への難しさがみられる。そのため，両親で子どもへの関わり方が異なる場合，子どもは大

きく混乱してしまう可能性がある。子どもの発達支援に関わる専門家は，子どもの状態だ

けでなく，家庭環境のアセスメントも行い，必要に応じてマネジメントをすることが求め

られるだろう。 

加えて，父親の中には，告知以前より子どもの特性に気づいており，指摘後もすぐに障

害児であることの実感を得ていた者もいた。こうした父親の体験は，母親のものと類似し

ている。しかし，告知後母親が安堵感と不安というアンビバレントな思いを体験していた

のに対し，彼らは胸のつかえがおりるようなポジティブな体験のみ報告していた。こうし

た違いの背景には，障害の理解のあり方に差異があると考えられる。父親の特性への経験

的な理解は，多くが家庭でのわが子の様子や実際の関わりの中で醸成されたものだろう。

それに対して母親の特性への経験的な理解は，他児との比較や，特性が問題として顕在化

する場面への遭遇によって築き上げられたものと考えられる。そのため，母親の障害理解

のあり方は，父親に比べて経験に基づいた理解であり，問題意識が強くなるだろう。この

母親の強い問題意識があってこそ，子どもが支援の場につながることが出来るのだが，時
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に入れ込み過ぎて，視野が狭くなり，感情的に判断もしくは行動してしまう可能性がある。

一方父親の障害理解のあり方は，経験的には知り得ない部分を知識によって補っている部

分が母親に比べて多く，生々しさに欠けた観念的な理解になりやすいと思われる。しかし，

それゆえに目の前の問題を広い視野から考えることが可能にもなるだろう。ただし，その

冷静さは，問題との距離を失い，感情的になっている母親にとっては「無理解」「楽観的」

と映り，協働的な関係を築くことが難しくなると思われる。たとえば，研究 1の M さんと

研究 2の M さんは夫婦であったが，母親の M さんは，告知後「子どものことしか見えない」

心境になり，父親の M さんのことは「ほったらかし」になっていたこと，父親との育児へ

の温度差にはじめはイライラしたが，「だんだん諦めて・・・もういいわ，私は私でやって

いこうっていう感じになっていった」ことを振り返っていた。それに対して父親の M さん

は，指摘後すぐにわが子の障害に気づいていたが，先述のような母親の態度に「なんでそ

こまで・・・」とついていけない感覚を語っていた。このように理解のあり方の違いから，

父母の育児への態度には温度差が生じやすく，互いに孤独な心境に陥りやすいと考える。 

けれども，こうした理解および感情・態度の差異は，時に精神的な支えにもなり得る。

研究 1の Eさんと研究 2の Eさんは夫婦であったが，母親の Eさんはわが子の特性に早期

から問題意識をもち，自身で調べ，障害児である認識へと至っていた。その後，障害告知

を受けた際には，「将来どうなるんだろう」という不安で 2・3 日寝付けない状態になって

いた。それに対して父親の E さんは，母親同様，早期から子どもの特性に問題意識をもっ

ていたが，「大したことない」と楽観的であった。また，母親から診断がついたことを聞い

た際も，「俺の子やから大丈夫やろ」と，落ち着いた口調で伝えたと言う。その言葉を聞い

た当時について，母親の Eさんは次のように語っていた。 

 

「自分もいろいろあったけど恵まれて，出会う人に恵まれたりとか，自分だけの力じゃ

なくて恵まれてやってきたから，まぁ俺の子だったら恵まれるやろうって意味だったんで

すけど。そう言われて，すごいこの人みたいな・・・それでちょっと安心しましたね。あ，

そっか。この子だけの力じゃないというか，やっぱり周りに恵まれないとどうにもならな

いから，まぁ言ったら他力本願で。生きていかないと仕方ないなみたいな・・・。」 

 

母親の E さんは，経験的に知ったわが子の特性が，障害という治らないものであること

に動揺し，不安に苛まれていた。それに対して父親の E さんは，わが子の特性は知りつつ

も，ある意味では楽観的で観念的であったと言える。けれども，父親のこうした態度は，

わが子が障害児であるという事実とそれに伴う不安に圧倒される母親にとって，目の前の

問題を広い視野から考えることを促すものであった。そうして母親の E さんは，冷静に考

える力を取り戻していた。 
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このように，母親の心理的体験は経験的・主観的であるために，時に眼前の問題にとら

われ，冷静な思考が困難になることがあると考えられる。こうした母親の態度があってこ

そ，子どもが支援につながると言えるのだが，母親にとって苦しい状況でもあるだろう。

こうした心境の母親にとって，父親は楽観的で観念的に映るだろうが，物事を冷静に俯瞰

することを促すというポジティブな側面もあると言える。 

ただし，父親の態度を母親が取り入れるプロセスには，前提として父親に対する信頼感

が必要であろう。E さん夫婦の場合，母親は父親を，「私が子どもに関わるより主人が関わ

った方が早く落ち着く」と評価していたし，父親自身も「自分としては家も仕事も半分半

分」という理想をもって，育児に積極的に関わっていた。こうした子どもへの理解や育児

への積極性があったからこそ，母親は父親の言葉を肯定的に受け止めることが出来たもの

と考えられる。発達支援に携わる支援者は，母親から父親や学校の「無理解」な態度につ

いて相談を受けることが少なくないが，先に述べた母親と周囲の問題意識の差異によって

生じている事態ともとらえられる。支援者は多くの場合，共感的な態度で母親と接するで

あろうし，一対一での相談の場合，子どもを取り巻く全体の状況を把握することも難しい。

こうした場合，母親の過度な要求を後押ししてしまい，それぞれの関係が悪くなってしま

う危険性がある。支援者は，こうしたことが起こり得る可能性に留意し，時には全体状況

を冷静に俯瞰する視点を提供したり，「無理解」と認識している他者の妥当な言い分に目を

向けさせるよう促すことも必要と考える。 

 

5.4 今後の社会に向けての提言 

ここでは，研究 1～3で得られた知見と先行研究から考えられる HFPDD児をもつ父母へ

の支援の在り方について，図 5-1に簡潔にまとめた。以降の文章で，その在り方について述

べ，今後の社会に向けての提言とする。 

まず，家族や地域，学校をはじめとする子どもの生活場面における HFPDD および

HFPDD児をもつ家族への理解を築き上げることが重要と考える。周囲の理解があることで，

父母は援助資源からの実際的・心理的サポートを受けやすくなるものと思われる。また，

研究 1・2 の結果から，理解ある他者の存在は，子どもの特性が問題となる機会を軽減し，

悲嘆・不安の再燃を防ぐものと考えられる。さらに，周囲からの子どもの障害への受容的

態度，子どもの特性への肯定的な意味づけは，父母の障害への抵抗感を和らげることも期

待される。HFPDD児をもつ家族への支援に携わるものは，子どもや親への直接的な支援だ

けでなく，家族や地域，子どもの生活場面へも積極的に働きかけ，HFPDDおよび HFPDD

児をもつ家族への理解を積み上げる工夫をすることが大切だろう。たとえば，診察やカウ

ンセリングの場に家族メンバーの参加を促したり，地域や近隣の学校に向けての啓発的な

イベントを開催したりすることは有用と思われる。現状，こうした取り組みを行っている

支援機関はきわめて少なく，少数の研究機関や自助団体に限られているようである。今後
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図 5-1 HFPDD児をもつ父母に生じ得る問題と支援の在り方 

 

 

は，目の前の家族だけでなく，広く社会に働きかけ，HFPDD児やその家族の過ごしやすい

環境を整えることが必要と考える。 

加えて，医療・療育機関や学校といったフォーマルな援助資源のサービスの在り方につ

いて，改めて見直すことも必要であろう。研究 3 において，母親は，フォーマルな援助資

源からのサポートを決して低くは評価していないものの，抑うつとの関連はみられなかっ

た。一方で，たとえば宋ら（2004a）の知見からは，学校への個別対応へのニーズや専門機

関同士の連携を求める声が多く報告されている。けれども，野田（2010）の調査によると，

支援者による他機関との連携はあまり積極的には行われていないようである。このことか

ら，フォーマルな援助資源からのサポートはあるものの，母親が求める質のものにはなっ

ていない可能性がうかがえる。前節で考察した通り，HFPDD児をもつ家族の場合，特に母
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親に子育ての負担が偏ってしまう危険性がある。現状，学校や支援機関に足を運ぶのは母

親であることがほとんどであり，またそれぞれの場で見聞きした内容を学校や他の支援機

関，家族メンバーに伝達する役割についても母親が担うことが多い。この点については，

家族の対応力を向上させる意味で，実働は親に任せるべきとする意見をもつ支援者は少な

くないだろう。実際，支援者は後方支援的な役割を担うことが多いように思う。しかしな

がら，そうした役割には専門的な知識と経験が必要であろうし，こうした取り組みを親が

行うことの心労はきわめて大きなものであると思われる。この点について筆者は，次のよ

うな視点でもって支援にあたっている。第一に，親の支援力や健康度がどれほどのものか

を見極めることが重要と考える。学校との連携等を行う際，親には，親自身の障害の理解

や受け入れ，コミュニケーション力，精神的な健康度が求められる。そうした力や準備が

整っているか否かを検討することは不可欠であろう。第二に，家族メンバーの協働の在り

方や母親への援助資源の有無について抑えておくことも大切と思われる。たとえ母親の支

援力が高くとも，心身への負担は避けられない。そうした場合に，周囲からのサポートが

得られるのか否かについて把握しておくことは，育児に伴う負荷が母親に偏ることを避け

るうえで欠かせないものであろう。第三に，子どもが過ごす環境側の支援力について考慮

することも必要だろう。園や学校が，どれほど HFPDD について理解しているのか，どう

いった障害観でもって支援にあたっているのかを把握することは，連携の在り方を考える

うえで欠くことのできない情報と言える。そして第四に，当面の問題について，支援の難

易度がどれほどのものかをアセスメントすることが大切だろう。問題によっては，支援者

が家族と学校等との橋渡しを行ったり，積極的に支援を行ったりするほうが良い場合も少

なくない。また，今ある援助資源で対応可能か否かを考え，必要に応じて適切な資源につ

なぐことも重要である。こうした対応は，家族や園・学校に，“いくら工夫しても上手くい

かない”経験をさせないためにも必要であろう。こうした視点でもって，だれがどの役割

を担うのが適切かを思案することが肝要と思われる。支援者は，家族のもつ対応力や家族

メンバーの協働の在り方，学校をはじめとする援助資源との関係をアセスメントし，必要

に応じて母親の負担を軽減するべく，他機関との連携などの実際的なサポートを提供する

ことが有用と考える。 

父親に対しては，父親が参加しやすい形態の支援の場，同じ境遇の親との出会いの場を

提供することが有用と思われる。父親は，子どもの育児に携われない，子どもと上手く関

われない，子どもの状況が把握できないといったところで不安を感じている可能性が考え

られる。また，障害への抵抗感を和らげる機能があると思われる同じ境遇の親や支援者と

の出会いや，周囲からの肯定的な意味づけを経験する機会も得難い。こうした状況を解消

することは，父親の障害への抵抗感の緩和や子どもの状況の理解につながるだけでなく，

母親との共通理解の構築にも貢献するだろう。地域によっては，同じ境遇にある父親が集

まり，体験を共有する場もある（たとえば，町田おやじの会，2004）。しかしながら，そう
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した狙いをもったグループやサービスの提供はあまりなされていないようである。父親の

家庭での役割や仕事の都合も考慮した支援を考案していく必要があると考える。特に，研

究 3 において，療育機関と学校からの心理的サポートが父親の抑うつと関連があることが

見出されたことから，子どもへの直接的な援助を行っている支援者との情緒的なつながり

は，父親の心の支えとなるものと考えられる。しかし，そうしたつながりを得る機会はき

わめて少ないだろう。この点については，たとえば支援者主催で，父親が参加しやすいイ

ベントを開催することも家族支援において有意義と思われる。たとえば筆者は，HFPDDの

ある子どもへの療育的支援の一環として，バーベキューや運動会といったイベントを開催

してきた。こうした活動は，父親が活躍する場となりやすく，実際多くの父親の参加がみ

られた。こうした場を設け，同じ境遇の親や支援者とのつながりを形成することは，父親

を含めた家族支援において有用と考える。加えて，父親の心理的体験を丁寧に聴取し，母

親と共有することも重要と考える。父親の育児参加が母親の精神的健康を支えるうえで有

用であることが多くの研究で指摘されているが，実際に育児に参加することは容易ではな

いだろう。そうした中で父親は，「無理解な父親」として位置付けられることも少なくない

ようである。HFPDDや子どもの特性の理解の困難さから，子どもと上手く関わりたくとも

そう出来ない父親の不全感や将来への不安を母親と共有することは，家族の父親への理解

を育み，精神的健康を支えることへとつながると考える。 

最後に，夫婦間コミュニケーションによる支援の可能性について述べる。上述した通り，

HFPDD児をもつ父母の心理的体験過程には大きなずれが生じやすい。けれども，そうした

ずれは避けがたく生じ得るものだろう。そのため，HFPDD児の父母において心理的体験の

差異が生じやすいことを，父母が互いに理解し，支え合うことが重要と考える。そうした

在り方を促すものとして，研究 3 では夫婦間コミュニケーションに着目した。研究 3 の結

果から，配偶者とのコミュニケーションが十分であると認識している父母ほど，抑うつが

低いことが示された。高橋（2013）は，病気や障害を抱える子どもの家族において，コミ

ュニケーションの在り方が閉鎖的な状態から開かれた状態になることで，家族それぞれが

抱く悲哀感情や認識の共有が促されることを指摘している。そうして家族の相互理解が深

まり，さらには家族内外の人々との関係性を客観的に見直すことにより，肯定的な関係を

維持し協働するための能力を獲得していくと述べている。また，PDD 児の父親の育児行為

と母親の認識について検討した小島・田中（2007）は，父親が母親とよく話し，子どもの

特性を理解していると母親が認識している場合，母親は育児に前向きになれることを報告

している。また，HFPDDに着目した研究ではないが，障害児をもつ父母のコミュニケーシ

ョンの在り方と父母の感情体験を検討した佐藤（2008）は，互いに支え，認め合うコミュ

ニケーションと，父親の育児行動への期待を伝えたり，認める言葉かけをしたりしている

と，父母両者が互いの育児を認め合い，助け合っていると認識していることを指摘してい

る。反対に，母親が父親の育児態度に対して怒ったり注意をしたりと否定的なフィードバ
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ックをしている場合，父親は育児への自信を失うことも示している。こうした知見から，

肯定的な夫婦間コミュニケーションを促すことを通して，父母の精神的健康を支えること

の有効性が示唆される。支援者は，父母それぞれの生活背景や文化的背景，HFPDDの理解

の困難さといった様々な要因からずれが生じやすいことを説明し，互いの理解を促し，協

働的な関係を構築することを支えることが必要と考える。 

けれども，決して肯定的なコミュニケーションのみが夫婦の在り方を良い方向に変える

わけではない。たとえば研究 1・2 の母親の M さんは，育児に対する温度差から，徐々に

父親には頼らなくなっていったが，お互いの不満が溜まった際に話し合いをしていた。母

親の M さんは「向こう（父親）は向こうで不満があって，私は私で不満があって・・・私

はもうこのころ一番しんどかったって，私の話をもっと聞いてほしかったっていうことは

言ったんですけど。それで，最近は私の話を聞くようになってくれてる，かなって・・・」

と，その後の夫婦関係の変化について語っていた。また，Eさん夫婦も，母親が育児に，父

親が仕事に一杯いっぱいになっていた際に話し合いをしていた。母親の E さんは，「主人

に泣きながら当たったり・・・そしたら段々主人もやってほしいことは言ってほしいと。

私も言わずに自分で一杯いっぱいになるタイプ・・・主人は，言ってくれないと分からな

い，出来ないことはできないと言うからって。それでそういう風になってきました。」と

振り返っていた。これらの語りにみられる夫婦でのコミュニケーションの内容は，決して

肯定的なものではないが，こうした率直な感情のやり取りを通して夫婦の在り方が変わっ

ていくということは多いように思う。 

ただし，Eさんや M さんのような関係の回復が生じる一方で，より危機的な状況に陥り，

離婚という結果に終わることも少なくない。また，コミュニケーションが破壊的な結果に

終わることを予測し，やり取り自体を避けている家庭もあるだろう。こうした関係の在り

方を規定する要因としては，配偶者への愛情，配偶者が自身の思いを受け止めてくれると

いう期待感や信頼感の程度が挙げられるかもしれない。配偶者への期待感・信頼感がある

場合，夫婦間でのコミュニケーションが促されるだろうし，愛情があるのであれば，破壊

的な結果を避けるためにコミュニケーションの在り方はマイルドなものになると想像でき

る。こうした要因の検討は現状行われていないが，夫婦関係をマネジメントするうえで重

要な視点と考える。今後明らかにしていくことが必要だろう。 

 

5.5 本研究の限界と今後の課題 

本研究の限界として，まず調査協力者の少なさが挙げられる。研究 1・2の問題意識から，

面接調査による質的な分析が適切と考え，母親 12名，父親 14名に対して調査を実施した。

この人数が十分か否かについては議論の余地があり，その検討を十分に行えていない点は

本研究の問題点と言える。グラウンデッド・セオリー・アプローチ（Glaser & Strauss，

1967 後藤・大出・水野訳 1996）で言うところの理論的飽和に近づくべく，生成した仮説
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モデルに変化をもたらし得る対象を積極的に探し，話を聞くなど，サンプリングの方法に

工夫が必要であった。同様に，研究 3 における量的検討についても，43 組と少ない調査協

力者であった。共分散構造分析に耐えられる調査協力者を集めることで，より複雑な仮説

モデルの検討も可能となる。今後は，より多くの調査協力者を募り，検証を行っていく必

要があるだろう。 

次に，調査対象が一つの親の会に限られていたことが挙げられる。類似した支援を受け

ている親を対象としているため，調査協力者に偏りがあったと考えられる。よって，今回

得られた結果の一般化には，一定の限界があるだろう。特に，ソーシャルサポートという

点では，受けている支援の偏りが生じ，結果に影響を及ぼしていた可能性がある。異なる

状況に身を置く親への調査の実施，別の手法による分析を行うなどして，HFPDD児の親の

体験を複合的，多面的にとらえていくことが求められるだろう。 

続いて，研究 1・2で生成された仮説モデルについて，量的な手法に基づいた検証がなさ

れていない点が挙げられる。HFPDD児の父母の心理的体験に関する仮説モデルは，少数の

調査協力者の語りから抽出されたものであり，これを HFPDD 児の父母全体に応用するこ

とには，先ほどの調査協力者の偏りもあって，一定の限界があると言える。先行研究にお

いては，診断告知を巡る障害認識とそれに伴う感情体験（山岡・中村，2008；山根，2011）

や，障害受容を段階的に捉えてそれぞれの段階に至るまでに必要な時間（夏堀，2001）に

関する検討はあるが，たとえば研究 1・研究 2 で見出された HFPDD の理解と他の心理的

諸側面との関連については，これまで検討されていない。本研究で得られた仮説モデルを

量的に検証し，より説得力のある知見を得ることが重要であろう。 

また，本研究は，HFPDD児をもつ父母への家族支援の在り方について検討することを一

つの目的としていたため，ソーシャルサポートに着目し，抑うつ感との関連を検討した。

しかし，ソーシャルサポートについては，実際的サポートと心理的サポートのみに分類し

たため，先行研究で重視されている情報的サポートや指導的サポートといった実際的サポ

ートの下位分類に当たるサポートとの関連については詳細に検討出来なかった。子どもの

もつ特性によって求めるサポートに違いが生じることを踏まえると，サポートの種類をさ

らに設けたうえでの詳細な検討が必要と思われる。 

加えて，対象児の年齢は小学生から中学生と比較的若く，父母は子どもの大学進学や就

職といった人生の大きな分岐点を経験していなかった。後の支援につなげるためにも，青

年期・成人期にどのような体験過程をたどるのかを明らかにし，より長期的な視点での

HFPDD児・者の親の心理的体験についても検討する必要がある。 

最後に，研究 3 の HFPDD 児をもつ父母の抑うつとソーシャルサポートとの関連の検討

からは，母親の抑うつに比べて，父親の抑うつは，ソーシャルサポートとの間に関連がみ

られなかった。本研究において扱ったソーシャルサポートは，主に育児に関するものであ

ったが，父親の場合，一般的な育児とは違った側面で負担を感じている可能性がある。父
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親の抱く母親とは違った育児観や，父親のもつ職業人，親，夫といった役割にも着目し，

父親に必要な支援とは何かを検討することが求められるだろう。 
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おわりに 
 

本研究にご協力いただいたお父さま・お母さま，仕事や育児，家事などでお忙しい中，お

時間を割いていただき，誠にありがとうございました。皆さまとの出会いは，研究という

枠組みを超えて，私の大きな財産となりました。こころより感謝申し上げます。また，調

査の実施にご協力いただいた支援者の皆さま，私の問題意識を理解し，丁寧に対応してく

ださいましたこと，この場を借りて改めて御礼申し上げます。 

名古屋大学発達心理精神科学教育研究センター准教授であり，大学院在籍中の指導教員で

あった金子一史先生には，とてもきめ細かなご指導をいただきました。執筆のペースに波

がある私を気にかけ，論文の内容だけでなく，生活の組み立て方やモチベーションの保ち

方など，多岐にわたってアドバイスをくださいました。“世話のやける指導生”だったかと

思います。にもかかわらず，大学院を離れてからも，スタンスを変えずに接していただけ

たこと，とても嬉しかったです。本当にありがとうございました。また，滋賀県立大学人

間文化学部教授であり，学部在籍中の指導教員であった松嶋秀明先生には，調査の実施段

階から，質的研究の専門家として多くのアドバイスをいただきました。卒業生である私に，

お忙しい中お時間を割いていただけたこと，学部時代と変わらず接してくださったこと，

本当にありがとうございました。さらに，名古屋大学発達心理精神科学教育研究センター

教授の森田美弥子先生，同所属教授の窪田由紀先生には，学位審査の副査の労をおとり頂

きました。先生方からいただきましたご指摘，ご示唆によって，新たな視点から本研究を

捉え直すことができました。本当にありがとうございました。 

中京大学現代社会学部教授の辻井正次先生には，本論文の作成にあたり，あらゆる面でご

協力いただきました。研究・実践に関する先生のお話はいつも刺激的で，私の中にはなか

った視点を沢山いただくことができました。また，臨床家としての私にとっても，大変貴

重な経験となりました。厚く御礼申し上げます。佐賀大学保健管理センターの林陽子先生

には，私の共同研究者として，実際的にも，精神的にも支えていただきました。また，先

輩として，私を育て導いてくださったこと，応援してくださったこと，本当に感謝してお

ります。データの分析においては，多くの方々がお力添えくださいました。特に，語りの

評定や統計処理を手伝ってくださった後輩の皆さまには，本当に助けられました。この場

を借りて御礼申し上げます。 

自閉症児をもつ家族と密に関わるようになったのは，私が 18 歳，学部の一年生のころで

した。それから 14年が経ち，今でも多くの家族と関わっています。けれども，日々の臨床

の中で実感するのは，家族の在り方は多種多様で，それぞれの家族にどういった支援を提

供することが適切なのか，わからないということです。本論文で報告した知見をもとに臨

床に取り組んではみたものの，当然ながらすべての家族の理解・支援に活かせるわけでは
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ありませんでした。時には，私の知的な理解が先行してしまい，個々の家族の抱える本質

的な問題を見過ごしてしまうことさえありました。これは私自身の力不足によるところが

多分にあるのですが，やはり我々にはまだ理解できていないことが多くあるのだと思いま

す。 

まだ見えていないところに目を向けることは，とても難しく，孤独です。本論文を通して

それを深く実感しました。先行研究ばかりをなぞる癖のある私にとって，自身の意見を主

張することは，とても勇気のいる作業でした。そうした臆病さが，私の手を止めていたの

だろうと振り返ります。そして，そのような自身の在り方が，周囲の方に負担や心配をか

けていたことにも気づきました。この場を借りて，深くお詫び申し上げます。 

これからも私は，多くの家族に出会っていくことになります。その出会いの中で，心が昂

ることもあれば，打ちひしがれることもあるでしょう。そうした場に身を置くことは，私

にとって喜びであり，苦しみでもあります。けれども，そうした関わりの中に居てこそ，

リアルな人間の姿を描き出すことが出来るのだと感じています。関係性の中に流れるそれ

ぞれの思いに目を向け，また新たな問題意識を醸成し，日々の臨床と研究に対して勇気を

もって打ち込んでいくこと，それが臨床家としての私の使命です。また，そうした在り方

が，私をここまで導いてくださった方々への恩返しになると期待しています。こうした思

いを胸に，これからの日々を過ごしていこうと思います。 
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