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第1章

序章

Ⅰ．緒言
近年、社会構造は変化し、尐子化、核家族化の進行や女性の社会進出が増加して
いる。これに伴い、家庭における育児機能は低下し、育児不安・子育て困難感を持
つ母親の増加が指摘されている。
子どもといると「イライラすることが多い」と答える母親の割合は増加し（加藤 、
2000）、既に「子どもを虐待したいのではないかと思うことがある」と答える母親は、
調査者全体の 2 割にも達する（社;日本小児保健協会）など、育児を行う母親が抱え
る育児不安・育児ストレスは、見過ごすことができない状況になっている。 実際、
研究者が開催している子育て教室においても、参加している母親のほとんどが育児
上の悩みや不安を抱えながら育児をしており、悩みや不安を抱えていない母親であ
っても、子どもの健康的な成長発達と自立に向けた生活習慣獲得に必要な育児を行
っていない母親が存在し、子どもを育てる母親の育児力が不足していることを実感
している。
全国の児童相談所で対忚した児童虐待相談対忚件数は、平成 24 年度で 6 万 6 千件
を超え、増加の一途をたどっている現状にある。また、平成 24 年度に厚生労働省が
把握した虐待により死亡した子どもの事例の年齢別統計によると、 3 歳までに死亡
した子どもの割合が全体の 8 割を超えており、虐待死の原因は、身体的虐待が 6 割
5 分でネグレクトが 3 割弱であった。また、虐待死の主たる加害者が実母である割
合が、約 6 割を占めていることは、母子保健上の大きな課題である。
これに対して我が国で行われている子育て支援は、子育て中の母親の育児負担を
軽減するための支援に重きが置かれ、母親自身の育児力に着目し、それを高めよう
とする支援はほとんどない。高度経済成長期以前は、出生率も合計特殊出生率も高
く、育児に必要な能力は生活の中で自然に身につけることができていたが、現代は、
尐子化、核家族化が進み、育児を経験的に学ぶことが難しくなってきている。この
ため母親は、育児を行うために必要な能力を身につけることなく育児に取り組むこ
とになり、このことが母親の育児困難感に関係していると考える。
1

育児を行うために必要な育児力とは何であろうか。育児困難感を持つ母親への的確
な支援を行うためには、母親の育児力をしっかりと捉えることが、まず、必要なの
ではないだろうか。
そこで、母親たちの育児力を総合的に捉え、的確な育児支援を行うために、母親の
育児力が測定できる尺度開発の研究に着手する。

2

Ⅱ．研究の背景
１．我が国の母子保健に関する社会情勢の変化
（文中のデータは、国民衛生の動向、厚生労働省の資料を参考にした）

１）戦後から高度経済成長期開始前（1945 年頃から 1950 年頃）
1947（昭和 22）年の出生率は 34.3、合計特殊出生率は 4.54 で、1950（昭和 25）
年、出生率 28.1 まではベビーブームと言われ、兄弟は、5～8 人くらいいた。家庭
生活は、ガス、電気水道が普及していないため、家事にかかる時間が多く、母親ひ
とりでは一家の家事の切り盛りができない状況にあったため、子どもは、学校から
帰ってきた順に手伝いを順々に言いつけられるのが日常であった。当時の子ども達
は、子守、掃除、炊事の手伝いに忙しく動き回っていたため、日々の生活を営むだ
けで、子育てをはじめとした家庭生活に必要な能力を身につけていた。
父親は、第 1 次産業従事者が多く、生活を営む場所と仕事の場所が同じであり、
父親を含めた家族は多くの時間を共有していた。そのため、父親は、おむつ交換な
ど具体的な子育ては行わなかったが、子どもと関わる時間は多かった。交通網は未
発達であり、人々の生活は、村や町に密着しており、水道普及率が低いために井戸
端会議が盛んであり、家屋の多くが庭付きであったため、垣根越しに庭先外交をし
て、身近な生活圏の中で、子育て近隣の人々の妊娠、出産等生活に密着した様々な
情報交換が行われていた。
子育ての聞き取り調査によると、大正末期から昭和 20 年代には、近隣の人々の妊
娠、出産、子育てに関する役割は、おむつ作り、家事、子育て指導等であり、お宮
参りには、生まれた子どもの家族が近隣の人々の中でも普段からかかわりが深く、
出産した母親の支援が期待できる子育て経験のある女性を招いて赤飯等 御馳走を振
舞っていた。
このように、子どもは家族の１人であると同時に地域の１人として考えられてお
り、地域における子育て支援が当たり前に行われていた。

２）高度経済成長期（1955 年頃から 1973 年頃）
1955（昭和 30）年の出生率は 19.4、合計特殊出生率は 2.37 であり、女性が生涯
子どもを産む人数が 2～3 人となった。きょうだいの数は、戦後に比べて約半分に減
3

り、家庭生活においても電気釜、三種の神器と言われる白黒テレビ、電気冷蔵庫、
電気洗濯機が普及し、家の手伝いも戦後に比べると多くはなかったが、子どもは日
常生活の中で、子守を当たり前のように行っていた。
子ども達は、中学生くらいの年上の子がリーダーとなって、あちこちの空き地を
遊び場として、尐なくとも 10 人以上の集団で遊んでいた。中には、一日 5 時間以上
テレビを見る「テレビっ子」も出てきた。
一方で、人口の都市への流入により、地縁関係の薄い核家族が増加した。第二次
産業の従事者が増加し、父親は、仕事の場と生活の場が切り離され、子どもと関わ
る時間が尐なくなった。そして、妻は、家事と子育て夫は仕事、と夫婦の役割分業
化が進み、母親が子育てを行って当たり前という状況が作られた。女性の中には働
く女性もおり、全国の働く女性の数が全労働者の 3 分の 1 を上回っていた。
（ 厚生省、
560 万人）
地域生活においては、水道の普及、団地の増設により井戸端会議、庭先外交等に
よる身近な生活圏の中での子育てや近隣の人々の妊娠、出産や子育てに関する情報
交換は尐なくなり、近隣の人々のサポートが受けづらい環境が形成され、母親が１
人で子育てを抱え込む状況が作られていった。
1960（昭和 35）年代には、出稼ぎが盛んになり、「三ちゃん農業（じいちゃん、
ばあちゃん、かあちゃん）」を余儀なくされ、母親の役割は大変な状況であった。都
市部では、核家族化が進み、女子雇用者が 1 千万人を超え、女子の短大卒就職率が
初めて 5 割を超えるなど、女性の社会進出もあり、ゼロ歳児保育が始まった。この
ころから、家庭生活においても家事・育児を軽減するための紙お むつ・レトルト食
品が出てきた。
1970（昭和 45）年代になると、1971（昭和 46）年から発生したコインロッカー・
ベビー事件に象徴されるように、子捨てや子殺しが多発し、東京都における捨て子
は、1971（昭和 46）年に 77 人、1972（昭和 47）年には 90 人に上がった。生活面で
は、コンビニが開店し、カップヌードルが発売された。高校進学率は 90%を超え、
「未
婚の母」が問題視された。
このような中、メディアは母親となった女性の苦悩よりも、子どもを捨てるとい
う行為に着目して、母性意識の喪失を問題視して報道した。人々は、母性意識の喪
失を心配し、母性意識の回復を図るため、母親の子育て責任を強調し、母親が主と
4

して 1 人で子育てをすることが当然の社会となっていった。

３）高度経済成長（1973 年）以降
1975（昭和 50）年の出生率は、17.1、合計特殊出生率は、1.91 と 2.0 を下回り、
兄弟の数は、2 人か 1 人に減尐した。家族構成員が減尐した事や家電製品の普及に
より、家事は母親一人でこなせるようになった。家庭生活では、離婚件数が 12 万件
と史上最高となり、家庭内暴力が顕在化した。1980（昭和 55）年代になると、既婚
女性の 5 割以上は働いている状況であり、1985（昭和 60）には、男女雇用機会均等
法が発令された。しかし、1980 年代の母子健康手帳の副読本には、母親は子どもの
ために十分な時間とエネルギーを割くことができる人として最初から想定されてお
り、育児書も母親が中心という前提で書かれていた。
また、第二次産業及び第三次産業の従事者の増加により、学歴が重視されるよう
になった。それにより子どもはお稽古事や塾通いで家事を手伝う機会が尐なくなっ
た。さらに遊び場、遊び時間、きょうだい数の減尐により子守の経験、異年齢での
遊びや集団での遊びの機会も尐なくなり、家庭生活や子育てに必要な能力を身につ
ける機会が減尐した。このような中、1990 年ついに出生率 10.0、合計特殊出生率
1.57 となり、1966（昭和 41：ひのえうま）年の合計特出生率 1.58 を下回ったこと
から、「1.57 ショック」として、我が国の尐子化対策を進めるきっかけとなった。

２．我が国の子育て支援対策の変遷
子育て支援という言葉が、最初に登場したのは 1993 年、周産期医学の「特集

子

育て支援」であり、当時のこどもの城小児保健部長、聖徳大学児童学科教授であっ
た巷野が、現代子育ての問題点について述べているほか 28 名のさまざま専門職が子
育て支援のあり方について述べている。それまで、子育て支援という言葉がない時
代は、子育てを支援することはなかったのだろうか。子育て支援という言葉が使わ
れなかった時代に、育児をする母親を支援していたのは、地域の助産師である。戦
後の母親たちの出産場所は、自宅での出産が 95.4％であり、自宅出産をする妊産褥
婦の支援は、主に助産師が行っていた。助産師は、妊娠期から自宅に訪問して診察
を行い分娩時には深夜でも駆けつけた。出産後は毎日訪問し、新生児の沐浴だけで
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なく母親の清拭も行っていた。また、助産師は、名付け親になったり、お七夜に主
賓として招かれたりして、地域社会で、母親の生活に即した支援を行っていた。
しかし、高度経済成長期になると自宅出産の割合は、49.9%（1960 年）に減尐し、
1970 年には、3.9%と著しく減尐した。一方、助産師の就業場所は、病院、診療所と
なり、1978 年には、助産師の 57.5%が就業助産師となり、2001 年では、85.8%と助
産師の約 9 割は、病院・診療所に勤務し、開業助産師は、 6.3%（2001 年）である。
これらのことから、母親の育児を支援する助産師は、就業助産師となったばかり
でなく、医療システムが、産科外来、産科病棟、新生児外来と業務が細分化されて
いることから、母親は、一人の助産師から継続して支援を受けることが難しくなっ
た。
我が国の母子保健は、乳児死亡を減尐させることを最大の目標に、スタートし、
12 年には保健所法が制定され、結核対策とともに、妊産婦・乳幼児の保健指導が重
点施策となり、母子保健が保健所の重要な事業とされた。昭和 17 年には、第二次世
界大戦前の富国強兵施策の下で、現在の母子健康手帳の祖である妊産婦手帳制度、
及び妊産婦登録制度が世界で初めて創設され、妊娠の早期届出や、妊婦の健康管理
が図られ、保健所の保健師が妊娠期の母親たちを支えた。
戦後は、浮浪児や児童の非行が社会問題となった。そのため、厚生省に児童局が
設置され、児童の健全な育成を目的として、児童福祉法が昭和 22 年に制定された。
児童福祉法では、児童及び妊産婦の健康の保持増進、児童の疾病障害に対する指導
療育が図られた。また、保健所における妊産婦・乳幼児の保健指導、療育指導、育
成医療、養育医療、新生児訪問指導、3 歳児健康診査などさまざまな保健福祉施策
が実施された。その一環として、妊産婦手帳では妊娠中から出産期までであった記
載欄を、小児期まで拡大した「母子手帳」が、昭和 23 年に定められ、保健師が出産
後も母親と子どもを支援することとなった。
しかし、当時の状況として、乳幼児の死亡率や栄養状況は地域の格差が大きく、
妊産婦の死亡率は諸外国に比べ高いなど、改善すべき母子保健上の課題があり、昭
和 40 年に母子保健法が制定された。それに伴い、「母子手帳」は「母子健康手帳」
という名称となり、健康診査や保健指導など一貫して、母親と子どもを支援するこ
ととなった。その結果、乳児死亡率等の母子保健水準は世界のトップレベルとなっ
た。そして、我が国の「子育て支援」政策は、1989 年、
「1.57 ショック」を受けて、
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「尐子化対策として」始まった。
1994（平成 6）年、エンゼルプランが策定され、
「仕事と育児の両立のための雇用
環境の整備」と「多様な保育サービスの充実」が重点項目に挙げられ、着手された。
しかし、出生率が過去最低を記録し続けたため、1999（平成 11）年には、「尐子化
対策推進基本方針」の策定、
「新エンゼルプラン」の策定が行われた。その結果、仕
事と子育て両立のための雇用環境整備は、一定の成果を上げることと なった。また、
保育所入所児童数、三歳児未満の保育所入所者数は、合計 58 万人増となり、延長保
育所数、放課後児童クラブ数、地域子育て支援センターも著しく増加した。このよ
うに、我が国の子育て支援は、言い換えるならば、
「働く母親支援」が一貫して行わ
れてきた。
しかし、1997（平成 9）年、専業主婦の子育て不安が、共働き主婦よりも明らか
に多いことが社会問題となったこと、保育事業の充実だけでは、尐子化は止まらな
いことなどから、子育て支援の視点が、
「働く母親」から「子育てがつらい専業主婦」
へと移っていくこととなった。
その後、2002（平成 14）年には、
「尐子化対策プラスワン」が取りまとめられた。
主な取り組みとしては、
「すべての働きながら子どもを育てている人のために」、
「子
育てしているすべての家庭のために」
「次世代を育む親となるために」の 3 点が挙げ
られ、これまで限定された対象に対して事業を展開していた児童福祉行政において
は、画期的な方針転換を行うこととなった。つまり、
「尐子化対策プラスワン」によ
って、「子育ての社会化」という方向が示されたといえる。
2003（平成 15）年には、「尐子化対策基本法」が成立した。この法律は、尐子化
に歯止めをかけ、子どもを安心して生み育てられる社会の実現を図るため、
「家庭や
子育てに夢を持つこと」が「国の責務」とされ、同時に「尐子化社会において講ぜ
られる施策の基本理念を明らかにし、尐子化に的確に対処するための施策を総合的
に推進する」ことを目的としており、子育てに夢を持つことを国の責務としなけれ
ばならない世の中になったことを象徴しているともいえる。
2004（平成 16）年には、
「尐子化社会対策大綱」が閣議決定され、この大綱では、
「尐子化の急速な進行は、社会・経済の持続可能性を揺るがす危機的なも のと真摯
に受け止め、子どもが健康に育つ社会、子どもを生み、育てることに喜びを感じる
ことのできる社会への転換を喫緊の課題とし、尐子化の流れを変えるための施策に
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集中的に取り組むこと」としている。また、同 2004（平成 16）年に「子ども・子育
て忚援プラン」として、尐子化社会対策大綱に基づく重点施策の具体的実施計画が
策定され、2005（平成 17）年度から 2009（平成 21）年度までの 5 年間に講ずる具
体的な施策内容と目標が掲げられた。
2007（平成 19 年）年には、尐子化社会対策会議において「子どもと家族を忚援
する日本」重点戦略が取りまとめられ、就労と結婚・出産・子育ての二者択一の構
造を解決するためには、
「働き方の見直しによる仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・
バランス）の実現とともに、その社会的基盤となる「包括的な次世代育成支援の枞
組みの構築」
（「親の就労と子どもの育成の両立」と「家庭における子育て」）を同時
並行 的 に取 り 組 んで い くこ と が必 要 不 可欠 で ある と され た 。 そし て 、 2010（ 平成
22）年、尐子化社会対策会議を経て、「子ども・子育てビジョン」が閣議決定され
た。子育て支援のこれまでの取り組みに関する評価として、施策の 利用者の視点か
らの尐子化施策に関する意向調査や、子ども・子育て忚援プランに掲げられた数値
目標の達成度などを踏まえ、次代を担う子ども達が健やかにたくましく育ち、子ど
もの笑顔があふれる社会のために子どもと子育てを全力で忚援することを目的とし
て、「子ども・子育て支援」へ視点を移した施策として策定された。

Ⅲ．研究の目的
本研究の目的は、地域で一歳児を育てる母親の育児力を総合的に捉え、母親への
的確な育児支援を行うために、一歳児を育てる母親の育児力を測定する尺度を開発
し、その信頼性と妥当性を検証することである。

Ⅳ．研究の意義
１．一歳児を育てる母親にとって
一歳児は、一人歩きが可能になり、意味のある単語を言えるようになる時期で、
他の子どもに興味を示したり、親と一緒に遊んだりできるようになる。中でも「1.6
か月児は、一人歩きが上手になるため、行動範囲が広がり、自我が芽生え、自己主
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張を始める時期であるとともに、発育発達上の問題も大きいことから、母親のスト
レスも大きい」（大野ら、2010）ことが報告され、「幼児の母親を育てている母親の
育児ストレスの変化については、２歳６か月児より１歳６か月児のほうが育児スト
レスが高い傾向がある」(荒木ら、2003)ことが報告されている。
これは、乳児期は、子どもの生命維持と生理的欲求を満たす 身体的関わりをする
ことが子どもを育てる母親にとって大きな役割であったのに 比べ、一歳児は、ひと
りの人間として、基本的生活習慣の自立に向けた関わりを求められる重要な時期で
あり、特に、
「1 歳６か月児健康診査の項目には、身体の発育及び栄養の状況、身体
の疾病及び異常の有無、歯の疾病及び異常の有無、行動発達、言語発達の状況及び
異常の有無、予防接種の状況、その他育児上問題となる事項＜生活習慣の確立、社
会性の発達、しつけ、食事等＞」
（厚生省児童家庭課局長通知

1977）があげられて

おり、児の健やかな成長発達に加え、母親が育児を担う上で課題とされる 子どもの
生活習慣の確立に責任を持つことが重要であることが示されている。
これらのことからも、一歳児を育てる母親の育児不安や悩みは大きく、育児困難
感を抱きやすい時期であるといえ、母親の育児力を測定できる尺度を開発し、母親
の育児力を的確に把握し、支援ができることの意義は大きいといえる。

２．社会にとって
一歳児を育てる母親の育児力を測定し必要な支援を行うことで、母親はその後の
育児がスムーズに行えると考えられる。このため、児の健やかな成長発達が促され
る。また、安定して育児に取り組める母親の増加は、尐子化対策にもつながる。

３．地域で生活する母親を支援する看護職にとって
看護職が地域で生活する母親を支援する機会は、健康相談、健康診断、子育て教
室などであるが、地域で生活する母親を対象とする活動は、限られた時間の中での
適切な関わりが求められる。しかし、限られた時間の中では、母親が日常生活の中
でどのように育児を行っているのかを看護職が把握し、必要な支援を行なうことは
非常に難しい。
それは、現代の母子保健施策は、子どもが健やかに成長発達しているかというこ
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とに重点が置かれており、母親を支援することの視点が尐ないからである。そこで、
母親の育児力を測定することが出来れば、母親の育児力に忚じた的確な支援が出来
ることにつながり、育児力を測定する尺度を開発する意義は大きいといえる。

４．開発した尺度の活用について
地域で生活している母親の育児状況を把握する方法は、通常、健康相談や健康診
断、育児教室の場面で問診や面接という形である。それも、 特定の個人を対象に行
われる事業ではないため、集団の中で個人を素早く捉え対忚することが求められる。
このような時、子どもの発育発達に支援の必要性が見いだせても、子どもの発育・
発達に影響を及ぼしている日常生活の状況や母親の育児に対する思いや態度、さら
には、夫との関係性や家族の状況など、母親に育児をする力がどの程度あるのかを
総合的に捉え、家庭生活において何をどのように工夫したり、気を付けたりして生
活することが必要なのかという支援ができていない現状にある。
このため、母親の育児力を総合的に捉える尺度が開発されれば、健康相談や育児
教室の問診前にスケールを用いることで、素早く母親の育児力を総合的に捉えるこ
とができ、育児力の低い母親を見逃すことなく対忚できる。さらに、尺度項目別の
得点を確認することで、子どもの健康課題だけでなく、母親自身の健康課題や母子
の生活を中心とした家族の関係性や地域とのつながり、社会資源の活用等 も含めた
具体的な保健指導が可能になるため、それぞれの母親に忚じた支援の充実が図られ、
母親の育児力を高めることができる。

Ⅴ．「育児力」に関する先行研究
１．母親の育児力について
育児力という言葉が初めて登場したのは、1987 年の日本公衆衛生学会の実践報告
としての研究発表である。国立公衆衛生院の合同臨地訓練の中で保健師が、
「母親の
育児力形成をめざしての個別的かかわり」を行うため、研究チーム全員で「母親の
育児力とは何か」を討議した結果、
「母親が自分自身の育児する姿に気づき客観的に
見ることが中核になっていることを一忚の結論とした」と母親の育児力について表
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現している（赤部ら 1987）。さらに、この論文の研究者らは、母親が自分自身の育
児する姿に気づくためには、保健師が家庭訪問面接において、母親に 1 日の生活の
流れを基に、母子関係、家族関係、近隣関係、保育所や母親クラ ブとのかかわりに
ついて聞き、母親自身が自己の生活を捉えることができるようになることが、母親
の育児力を形成する糸口となると報告している。
論文のうち、原著論文を対象として、
「育児力」という用語が使用されている研究
の研究目的別に、論文の類別を行うと、
「母親の『育児力』形成」を目的として行わ
れている研究」、「『育児力の向上』を目的として行われている研究」、「『育児力』の
向上を子育て支援教室の目的としている支援プログラムの評価に関する研究」、「そ
の他」に類別することが出来た。

１）「母親の『育児力』形成」を目的として行われている研究
「母親の育児力形成」を目的とした研究で、古田氏は、「母親の育児力の形成は、
単に知識・技能の習得とは考えず、その知識や技能を実際の場面で主体的な行動に
結び付けることができる能力の形成」と定義している。そのために必要な最も基本
的な能力が、
「自分の育児を振り返ってみられる」ことと述べている。さらに、都市
の集合住宅に住む母親への育児力形成援助としては、
「育児の力量の良否は、育児経
験以外に近隣との交流の積極性の関与が示唆される」と述べている（古田ら、1988）。
米田らは（米田ら、1990）、「育児力とは、母親が日常生活において、子どもの成長
発達にとって必要な条件を創る力である。その育児力は、①子供の発達過程におけ
る実態を認識する力( 問題を発見する力)、②その上で、必要な条件を判断する力、
③その条件を日常生活の中で生み出し整える力といえる。育児力は、母親が自分の
育児実態を的確に見抜いていくことが基盤になると考えた」と、育児力形成の中身
を表現している。そして、
「母親が育児実態を的確に見抜いていくためには、1 日の
生活、身体の発育状況と身長体重のバランス、発育と食事記録からの栄養バランス
を語ってもらう。さらに、育児指導として体の発達の原理、体の成熟の原理、生活
リズムの原理について、食の原理、具体的な食事の質と量を見せ、試食してもらう。
これにより、母親が自分自身の育児の課題や必要条件をつかむことで育児力の形成
がはかられていく」と述べている。そして、そのために必要なことは、
「母親が日常
生活の中で、自分の育児を見直し曖昧さが認識できること」だと述べ、
「支援者とし
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ては、母親が自分自身の育児の問題に気づき日常生活でどのように解決していった
ら良いか考えられる根拠（基準・標準）を示すこと」で、
「母親は、自分自身で課題
がつかめ行動していけることにつながる」と述べている。この研究の第２報では、(鈴
木ら、1990)母親の育児力の形成過程を支援する保健師の力量形成過程について研究
されている。鈴木らは、
「母親の育児力の形成過程を支援するための保健師の力量と
して、１．活動の目的の意識化、２．対象の捉え方、３．活動のあり方の３点が重
要であることが報告されている。中でも、２の保健師が母親を捉える視点として、
母親だけではなく、①母親と子どもの関係、②母親同士の関係、③母子と地域住民
の関係、④地域に生活する母子と専門家集団との関係という『地域における育児力
形成の構造』を基準にもち、対象を捉えていくことが母親の育児力の形成過程を支
援する上で重要である」と述べている。
「育児力形成」に関する研究には、生後 6 か月の児を持つ母親の育児力形成とソ
ーシャルサポートとの関連性について検討された研究がある（山下ら、1990）。ここ
では、
「育児力形成とは、育児の知識や技術を持ち日常生活の中で、主体的に実際に
育児行動がとれる能力の形成をいい、養育態度、日常生活感、家族の機能に対する
満足度を測定の基準とすると定義した。」と育児力形成について定義している。そし
て、
「6 か児の母親にとっては、夫と自分の母親がキーパーソンとなっており、さら
に、他の親族も含めると親族のサポートは 8 割を超え、母親の親族のサポートに対
する依存は大きいと考えられる」一方で、「情緒的援助としての『関心』、情報援助
としての『アドバイス』のサポートを与えてくれる人として親族でなく友人･知人等
をあげた人の養育態度は非常によく、また愛着の対象として同じ友人･知人等をあげ
た場合の養育態度も非常に高くなっている」と報告している。そしてこ のことは、
「母親が親族を超えた人とのつながりをもちうることが子どもを育児していく力の
形成に大きく影響していくと考えられる。」と述べ、これらのことから、「母親のソ
ーシャルサポートは母親の養育態度、家族の機能に対する満足度と関連が強く母親
の育児力形成に影響しているといえる。」と報告している。
これらのことから、
「育児力」とは、知識・技術を持ち、主体的に子どもの実態を
認識し、問題には必要な解決法を選択・判断して、母子が他の母親や関係者との関
わりの中で、育児を振り返りながら日常生活が送れる力だと捉えることができた。
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２）「育児力の向上」を目的として行われている研究
柳沢ら（柳沢ら、1995）は、「『育児力』が弱い」家族・虐待が疑われる子どもを
守るために保健師に求められていることとして、「孤独な母親の孤立した育児環境」
という中から、児童虐待を起こす恐れのある例が発生する特徴があることを指摘し
ている。その上で、
「人間関係が希薄で『育児不安』が高まる現代の子育てでは、特
殊例としてではなく、多くの母子にその可能性があるとし、子どもについての理解
が不十分であったり、子育ての技術に乏しかったり、親自身が親になりきれなかっ
たり、そして家庭内にトラブルがあり、親戚・近隣との関係が尐ないなどの育児力
の弱い家族を早期に発見し、母親の追い詰められた状況や苦しみを理解し支援して
いくことが必要。」だと述べている。
一方、育児力を高める援助を行うために産褥期の育児に関する母子相互作用と看
護の構造を明らかにした河野らの研究（河野ら 、2001）では、その構造として、
「１．
看護実施前の育児に関する母子の関係性の問題は、１）母の育児経験が乏しく子の
欲求を適切に満たしてやれないため、子の不快な反忚に戸惑い、育児への不安や緊
張が強まる関係、２）母が子の様子から子の健康状態を正しく読みとれず、育児方
法を評価・改善できないことから、母から子への働きかけが不適切となり、子の健
康な発育が脅かされる関係の 2 つに分類された」と述べている。そして、
「育児に関
する母子相互関係は、上記２つの関係性の問題のいずれかが生じると母親の育児力
の向上が阻害される方向へ、２つの問題が解決されると母の育児力が高まり自信を
もって子を健康に育てられる方向へ変化していく構造をもっていた。」と報告してい
る。さらに、
「実施した看護は、上記２つの関係性の問題を解決し、母の育児力が高
まる母子相互関係に関係性を改善させる方向で実施されていた」と報告しており、
この結果から、
「 母親の育児力とは、①母の判断する力、②母から子に働きかける力、
③子の反忚する力、④母が子の反忚を読み取る力の 4 つの力を統合したもの」だと
考察している。
「母親の『育児力』の向上」を目指して、家庭における病気の乳幼児に対する、
母親の育児力を高めるための看護援助を検討した研究では、病気の乳幼児に対する
母親の育児力を高めるためには、
「 乳幼児によく見られる発熱などの症状に対する観
察力や、判断力・対処能力を高める知識の普及や啓蒙活動を外来受診時や乳幼児健
診などの機会をとらえて指導していくことの重要性が示唆された」と報告している
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（枝川ら、2005）。
これらのことから、
「育児力」とは、母親の自覚を持ち、子どもの健康な発育のた
めに観察力・判断力・対処能力を持ち家族や他者と良好な関係のもとに生活する力
だと捉えることができた。

３）「育児力」の向上を子育て支援教室の目的としている支援プログラムの評
価に関する研究
育てにくさのある幼児とその親を対象にした育児支援のプログラムの有効性を検
証するために「育児力の向上」を評価の視点としているもの（佐田久ら、2010）と、
2 歳児以下の子どもを持つ母親を対象とした育児支援プログラムの 効果の評価とし
て、そのプログラムが育児力の強化に役立つものであるかを明らかにした研究（神
崎ら、2009）があった。それぞれの研究の「育児力の評価」項目として、佐田らは、
保護者の発言記録およびアンケートの自由記述の肯定的感想と否定的感想を分類し
たものの割合を算出したもの、子どもの行動観察、保護者のアンケート［（ CSQ-8J）
を参考にした自作のアンケート］、POMS 短縮版、神崎らは、育児ストレス質問紙、
座談会時の内容を記録から「参加者の気づき」
「グループダイナミクス」の分析、記
述アンケートから「参加者に起こった変化」
「地域や行政への要望」についての分析
を行っていた。
これらのことから、
「育児力」とは、子育ての中で子どもを認め、自己を認め、社会
の中で子どもを育ようとする力だと捉えることができた。

４）その他
「育児力」についての研究の中には、看護教育の分野で、
「育児力」に関する基礎
教育がどの程度行われているのかという研究がされていた。この論文の中では、
「育
児力とは、子どもの健康的な育成と健全な社会化に必要な教育的スキルであり、本
研究では、乳幼児期の子どもに実施される家庭教育の初期段階に必要な教育スキル
（知識・技術）を育児力とした。なお、育児力を育成する看護基礎教育の教育内容
は、親の育児相談で最も多い、基本的生活習慣（食事・排泄・睡眠・清潔）の獲得
と予防接種、事故に関する項目と規定した。」と研究で取り扱う「育児力」について
定議してあった（幸松ら、2010）。
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また、「育児力」という用語が、直接使われてはおらず、「育成という能力」とい
う表現で使われている研究があった。これは、親性の概念明確化に向けての研究（大
橋ら、2010）であり、「親性」の概念を「親性」とは、「すべての人が持っているも
のであり、女性と男性に共通する、自己を愛し、尊重しながら、他者（子ども）に
対しても慈しみやいたわりをもつという性質である。ライフステージとともに発達
していくものであり、妊娠・出産・育児期では、子どもに対して、保護や育成とい
う能力で発揮される。」と親性の定義の中で表現されていた。保健師学生が母子の継
続訪問実習で訪問対象者から学んだこと、支援されたことを明らかにすることを目
的に看護学生にアンケートを行った研究の中で抽出数が最も多かったのは、
「 ＜児へ
の愛情＞＜育児の大変さ、楽しさ＞＜育児の工夫＞＜育児の心構え＞<育児環境を整
えていく力＞」の母親の育児力についてであった。と報告されていた（大池ら、2003）。
母親のストレス対処能力（SOC）の推移を明らかにすることを目的とした研究の妊
娠期から出生後７か月までの前向きコホート研究では、その評価指標の中で、 4 か
月、7 か月時点の子ども虐待に関するリスクを評価しており、そのリスク項目のひ
とつに「育児力（育児負担・育児行動・上の子への対忚や育児上の悩みを示す）」が
入っていた。研究結果からは、母親のストレス対処能力と虐待リスク項目の下位尺
度との相関において、「家庭基盤」「育児力」に負の相関がみられたこと、特に 、４
か月健診時では、虐待リスク合計と「把握可能感」
「処理可能感」にやや強い負の相
関がみられたと報告されていた（小銭 2010）。
これらのことから、「育児力」とは、子どもに向かう心構えと知識と技術を持ち、
子育てを肯定的に捉え、子どもに愛情をもって接し育児環境を整えることができる
力だと捉えることができた。

２．一歳児を育てる母親の育児困難
子どもの年齢の違いによる母親の育児負担については、1～2 歳児を育てる母親の
育 児 ス ト レ ス の 1 年 間 の 変 化 を 明 ら か に し た 研 究 （ 荒 木 ら 、 2003） で 、 日 本 版
Parenting

Stress

Index を用いてストレス変化を見たものである。「同じ対象者

の育児ストレスを調査した結果、健康な幼児を育てる母親の育児ストレスは、1 歳 6
か月時と 2 歳 6 か月時では、2 歳 6 か月時のほうが低下している傾向が明らかとな
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った。」と報告している。そして、「その中でも、親自身の側面のうち＜親役割によ
って生じる規制＞の下位尺度が低下したのは、子どもの発達に伴って日常生活の世
話の負担が軽減し、母親自身の自由な時間や外出の機会などを得られるようになっ
たためだと考えられる。」と考察しており、1 歳 6 か月時の育児は、日常生活の世話
が大変であり、母親の自由な時間がなく大変であることを示していると考えられる。
また、一歳児の母親の育児困難感と母親の属性を明らかにした研究（山口ら、
2007）では、「母親に育児困難感のある割合が、2000 年の川井らの示した 13.5％か
ら 2007 年で 21.0％と増加していること、さらに、育児困難感の最も強いランクも、
2000 年から 2007 年で 0％から 4.4％へと増加していることから、母親の育児困難感
は確実に強く複雑になっており、その軽減に向けた支援が急務であることが示され
た。」と、考察されており、一歳児を育てる母親が育児困難感を持つ割合が増加して
いくことが示唆され、一歳児を育てる母親への育児支援は重要課題であるといえる。
さらに、大阪府が行った「地域母子保健サービスに関する研究―新しい乳幼児保
健活動の標準方式策定のための研究―(2000)」では、
「3 歳半の子どもを持つ母親が
今まで育児について一番心配だった時期について新生児期をあげるものが最も多い
ものの、一歳児前後以降をあげるものも多くなっている。また、新生児期は心配以
上に手助けがほしかったとするものが多いが、二歳前後以降は心配は強まる反面手
助けを必要とする割合は減尐しており、心配の対象がはっきりしない『不安』に変
わっていることがうかがわれる。これは、子育てにおける不安が乳幼児期の身体面
から行動や性格、対人関係等の精神面に重点が移っていくことをあらわしているも
のと思われる。」と報告されており、一歳児前後を境に母親の育児不安が大きくなる
ため、一歳児を育てる母親の育児支援が重要であるといえる。

３．地域で生活する母親の育児を支援すること
母親の育児支援に関する研究として、
「育児不安」や「育児ストレス」に関する研
究は、医学中央雑誌 Ver．5（1983-2011）で 1,957 件あり、育児不安やストレスの
研究は、盛んに行われていることがわかる。この理由として、女性は子どもを産む
ことで母親になるものと位置づけられ、子どもを出産すると、普通に母親としての
役割を果たすことが出来ることを前提として、育児不安やストレスが生じた状態を
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問題と捉え、その問題に対する支援を行うことの必要性に対しての研究がされてき
たものと考えられる。
しかし、1997 年、仕事を持つ母親よりも専業主婦に育児ストレスを感じる割合が
高いという研究結果が示されてから、地域で子育てしているすべての母親を対象と
した育児支援の必要性が確認され、育児支援は、すべての母親を対象として行うこ
とが求められることとなった（尐子化対策プラスワン、2001）。
そして、地域で保健師が母親の育児力形成支援を行うときは、
「保健師が母親を捉
える視点として、母親だけでなく、①母親と子どもの関係、②母 親同士の関係、③
母子と地域住民の関係、④地域に生活する母子と専門家集団との関係という『地域
における育児力形成の構造』の基準を持ち、対象を捉えていくことが母親の育児力
の形成過程を支える上で重要」（鈴木ら、1990）であるとことが述べられている。
また、育児力が弱い家族や虐待が疑われる子どもを支援するために保健師に求め
られていることは、「『孤独な母親の孤立した育児環境』という中から、児童虐待を
起こす恐れのある例が発生する特徴があるため、人間関係が希薄で『育児不安』が
高まる現代の子育てでは、特殊例としてではなく、多くの母子にその可能性がある
とし、子どもについての理解が不十分であったり、子育ての技術に乏しかったり、
親自身が親になりきれなかったり、そして家庭内にトラブルがあり、親戚・近隣と
の関係が尐ないなど、育児力の弱い家族を早期に発見し 、母親の追い詰められた状
況や苦しみを理解し、支援していくこと」
（柳沢

1995）と述べられており、このこ

とからも保健師が母親の育児支援を行うときには、子育てに関する知識や技術と母
親としての成長度合いに加え、家族の関係性や地域住民との関係性についても捉え、
支援することが必要であることを述べていると捉えられた。
つまり、地域で生活する母親の育児を支援するとは、対象は、すべての母親であ
り、母親自身の育児に関する知識や技術、母親としての成長度合いに加え、母子の
関係、母親同士の関係、家族の関係、母子と地域住民の関係 、母子と地域の専門家
集団との関係を総合的に捉えていくことが必要であることがわかる。

４．育児力を測る尺度について
母親の育児に関する尺度のうち、母親の育児を肯定的な側面から測ろうとして い
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る尺度には、産褥期における母親役割の自信尺度と母親であることの満足感尺度（前
原ら、2005）、日本語版 Parenting

Sense

of

Competence【PSOC】
（阿部、2008）、

日本語版 SOC スケール短縮版―13（戸ヶ里、2008）、1 歳 6 か月児を持つ母親への支
援に向けた社会的健康度尺度（大野ら、2010）、育児幸福感尺度（清水ら、2007）、
育児幸福感尺度短縮版（清水ら、2010）、育児に対する自己効力感尺度【Parenting
Self-efficacy

Scale：PSE 尺度】
（金岡、2011）がある。しかし、これらの尺度は、

前述したように、地域で生活している母親の育児を支援するために必要な視点のす
べてが含まれているものではないため、地域で生活している母親の育児を総合的に
捉え、育児力を測るためには、母親の育児力とは何かを明らかにし、育児力を測る
尺度の開発が必要であるとことが確認できた。
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第2章

概念分析

Ⅰ．乳幼児を育てる母親の育児力の概念分析
「育児力」という言葉が初めて使用されたのは、1988 年であるが、我が国の子育
てに関する歴史的変遷を考えると、「母性愛」、「母親役割」、「親性」という言葉で、
「育児力」と同等の概念が使用されていたと考えられる。
概念分析の方法として、Rodgers（2000）の概念分析のアプローチ法を用いた。
この概念分析の方法は、革新的分析方法とも表現されており、概念は、時間や状
況によって変化、発展するとして、言葉の性質や使われた方に焦点を当て、概念が
持つ属性を明らかにしようとする分析方法である。
データ収集の方法は、
「子どもを育てる」という行為は、その国の文化を反映する
ものであると捉え、文献のデータベースは、医中誌 Ver5．
（1983～2010）において、
キーワーズを「母性愛」、「母親役割」、「親性」、「育児力」として検索すると 2,284
論文が検索された。このため、「原著論文」の制限をかけ、244 論文が検索された。
その後、この 244 論文のタイトル、抄録スクリーニングを行い、62 文献を抽出した。
これに「育児力」に関する文献の会議録と解説の 13 文献と文献収集の過程で重要と
思われた文献 5 件を追加し、80 論文を分析対象とした。
データの分析は、「母親の育児力」に関する文脈および、「 母親の育児力」の概念
に先だって生じると思われる先行要件、
「母親の育児力」の概念の後に生じると思わ
れる「帰結」について抽出し、分析シートに記述した。分析した記述から「 母親の
育児力」の視点からその意味内容を読み取り、ラベルに起こした。起こしたラベル
の意味内容の共通性と相違性に着目しながら、カテゴリー化して構成概念を整理し、
関連用語を抽出し提示した。
「育児力」の属性は、8 つのカテゴリ－、40 のサブカテゴリー、から構成されて
いた。[カテゴリーは【】、サブカテゴリーは、＜＞で表す。]

分析結果は、表 2-1

に示す。
【日々の生活】のカテゴリーは、＜生活への思い＞1 つのサブカテゴリーと 11 のラ
ベルからなる。
【日常生活の整え】のカテゴリーは、＜毎日の育児＞＜子どもに関わる＞＜病気の
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子どもの対処＞＜子どもに関わる力の不足＞の 4 つのサブカテゴリーと 36 のラベル
からなる。
【母親自身の健康管理】のカテゴリーは、＜身体的側面＞＜精神的側面＞の 2 つ
のサブカテゴリーと 11 のラベルからなる。
【母としての成長過程】のカテゴリーは、＜母性と子どもへの愛着＞＜子育ての
不安・困難感＞＜子育ての負担感＞＜子どもの無理解と不満足＞＜子育てによる制
約感＞＜子育ての苛立ちと子どもへの発散＞＜社会からの疎外感＞＜育児の不満足
＞＜子どもの受け入れと自己抑制＞＜自己の育児の客観視＞＜母親としての自己概
念の再構築＞＜子どもを捉える＞＜子どもとの共感性＞＜育児の受容、喜び、生き
がい＞＜母親として成長する＞の 15 のサブカテゴリーと 176 のラベルからなる。
【育児と夫婦関係】のカテゴリーは、＜夫の実際的支援＞＜夫婦の調和的関係の
効力＞＜夫への愛着≒子どもへの愛着＞＜夫婦の関係性への認識と育児＞＜夫婦か
ら両親への育ち＞＜支援の必要な夫婦関係＞の 6 つのサブカテゴリーと 44 のラベル
からなる。
【母親を支援する人との関係（夫以外）】のカテゴリーは、＜親との関係＞＜家族
との関係＞＜友人、地域の人々との関係＞＜支援の受け入れ＞の４つのサブカテゴ
リーと 44 のラベルからなる。
【地域の支援体制の活用】のカテゴリーは、＜社会的育児環境の整え（保育、医
療）＞の『1 つのサブカテゴリーと 16 のラベルからなる。
【育児力を高める支援の活用】は、＜親（母、父)同士の交流を支援＞＜子どもを
捉え関わる事への支援＞＜病気の子の対処能力を支援＞＜育児の振り返りや自己の
客観視を促す教育的支援＞＜母親の支援者である家族の支援＞一般の人による講座
＞＜公的な専門家による支援＞の 7 つのサブカテゴリーと 23 のラベルからなる。

先行要件は、
【個人の特性】、
【夫の因子】、
【家族の因子】、
【子どもの因子】、
【地域
の子育て環境因子】の 5 つの要件が抽出された。
【個人の特性】として＜年齢・年代＞＜母親の生育歴＞＜母親の学歴＞＜母親の就
業状況＞＜母親の母性性＞＜育児の心構え（嗜好品 ）＞＜居住地と居住年数＞＜地
域との関係性＞＜出産体験とおもい＞＜育児の信念・価値観＞が抽出され、
【夫の因
子】として、＜年齢、職業、関係性＞が抽出され、
【家族の因子】として＜家族構成、
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健康、関係性＞が抽出され、
【子どもの因子】として 、＜年齢、数、発達、反忚、健
康度＞が抽出され、
【 地域の子育て環境因子】として、＜文化的背景＞が抽出された。

帰結として、＜育児不安・困難感の持続＞＜虐待の発生＞＜子どもの発育の妨げ
＞＜母親の抑うつ状態＞、＜育児力の形成＞、＜親としての育ち＞、＜育児の満足
と次の子への期待＞が抽出された。

「育児力」と関連する概念として、「対処能力」が捉えられた。「対処能力」は、
ストレス対処能力を測る指標で、日常や人生に意味があると思える感覚「ＳＯＣ」
（首尾一貫感覚） であり、把握可能感・処理可能感・有意味感の 3 つの下位概念
から構成される。女性が子どもを持つことにより、生じるさまざまな困難でも、人
が本来持っている健康を保持する能力があり、対忚していける。というものである。
女性が母親となり、様々な出来事が生じても、育児という状況を把握し、そこに人
生の意味を見いだし、それを対処していくという点で関連し ているといえる。
これより、概念分析の結果を踏まえ、「母親の育児力」の概念は、「母親が子ども
を育てる日々の生活とそこで生じる育児困難な状況を夫婦の協力や支援者・社会資
源の活用により解決し、母親の育児力を高める支援により、母親として成長してい
く力である」と定義できる。
つまり、本概念は、子どもを育てる「母親の育児力」の評価をするために活用で
きると考える。しかし、母親の育児力は、母親のおもいや行動、そこに関係する他
者との関係性など構成する概念が 8 つ存在するため、それらの関係性も捉えておく
ことが必要である。また、母親が育児をしていくうえで、最もストレスを感じるの
は、1 歳 6 か月の時期であることや、児童虐待の 8 割が三歳までに起きていること、
さらに母親の育児力は介入により高まっていくことを考えると、母親の育児力をど
の時期で捉え介入していくのかを考えることが必要である。また、介入の必要性を
判断するための母親の育児力を捉えることが出来る尺度の開発が課題であるといえ
る。
「乳幼児を育てる母親の育児力」の概念は、
「母親が子どもを育てる日々の生活と
そこで生じる育児困難な状況を夫婦の協力や支援者・社会資源の活用により解決し、
母親の育児力を高める支援により、母親として成長していく力である」と定義され
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た。本概念は、幼児期の母親の育児力の評価や介入の必要性の判断、介入の中身の
判断に使用可能であるといえる。
母親の育児力は、母親自身の背景や日々の生活状況、支援者との関係などによっ
て、違いがあるため、ある一定集団を対象に育児力を測定するためには、
「母親の育
児力尺度」の開発が求められている。

表 2－１.乳幼児を育てる母親の育児力の概念分析
先行要件
サブカテゴリー

引用先

女性

大西ら 1997,屋敷ら 2008,浅野ら 2009

母親の年齢・年代

屋敷ら 2008,大西ら 1997,小銭 2010,舟越ら 2001,大西
ら 1997,合田ら 2006

母親の生育歴

屋敷ら 2008,松岡ら 2000,小銭 2010,河野 2001,舟越ら
2001

母親の学歴

澤田ら 2006,大西ら 1997,澤田 2006,澤田 2006,澤田
2007,澤田 2008,小銭 2010

母親の就業状況

大西ら 1997,屋敷ら 2008,高橋 2007,澤田 2006,澤田
2008,大西ら 1997

母親の母性性

合田ら 2003,大橋ら 2010,高田ら 2008,小銭 2010,舟越

育児の心構え（嗜好品）

ら 2001,大西ら 2003,松岡ら 2000,河野 2001

居住地の居住年数

古田ら 1988,舟越ら 2001

地域との関係性
夫の状況（年齢、職業、関係

大西ら 1997,高橋 2007

性）
家族の状況（家族構成、健康、 大西ら 1997,合田ら 2006,柳沢ら 1995,高橋 2007,新道
関係性）

ら 1990,山崎ら 1988,大野ら 2010

出産体験と思い

盛山ら 2011,大西ら 1997,小銭 2010,盛山ら 2012,盛山
ら 2013,大西ら 1997

育児への信念、価値観

屋敷ら 2008,浅野ら 2009,古田ら 1988
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子どもの状況（年齢、数、発

大西ら 1997,大野ら 2010,高橋 2007,佐田 2010,河野

達、反忚、健康度）

2001,小銭 2010,前原 2005

地域の子育て環境

大西ら 1997,合田ら 2006,古田ら 1988,小銭 2010

文化的背景

村松ら 1989

属性
カ テ ゴ

サブカテゴリー

引用先

生活への思い

大 西 ら 1997,大 野 ら 2010,小 銭 2010,米 田 ら

リー
日 々 の

1990,高田ら 2008,大橋ら 2010

生活
日 常 生

毎日の育児

盛山ら 2011,大橋ら 2010,井手ら 2010,古田ら

活 の 整

1988,大野ら 2010,小銭 2010,米田ら 1990,新道

え

ら 1986,合田ら 2003,舟越ら 2001,高田ら 2008
子どもに関わる

盛山ら 2011,大橋ら 2010,合田ら 2006,米田ら
1990

母 親 自
身 の 健

病気の子どもの対処

枝川ら 2004,枝川ら 2005

育児の力不足

小銭 2010,舟越ら 2001,古田ら 1988

身体的側面

小銭 2010,佐田 2010,大野ら 2010

精神的側面

合 田 ら 2006,大 野 ら 2010,安 成 ら 2010,及 川

康管理
母 と し

2006,山口ら 2005,高田ら 2008
母性と子どもへの愛着

大西ら 1997,盛山ら 2011,米田ら 1990,合田ら

て の 成

2006,合田ら 2003,小銭 2010,屋敷ら 2008,高田

長

ら 2008,新道ら 1986
子育ての不安・困難感

大西ら 1997,米田ら 1990,大橋ら 2010,大野ら
2010,高田ら 2008,枝川ら 2005,山口ら 2005,
枝川ら 2004

子育ての負担感

大 西 ら 1997, 小 銭 2010, 森 永 2010, 高 田 ら
2008,屋敷ら 2008
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子との無理解と不満足

佐田 2010,大橋ら 2010,米田ら 1990,森永 2010

子育てによる制約感

森 永 2010,大 西 ら 1997,屋 敷 ら 2008,大 野 ら
2010,山口ら 2005,高田ら 2008

子育ての苛立ちと子ども

高 田 ら 2008,大 西 ら 1997,舟 越 ら 2001,森 永

への発散

2010,佐田 2010

社会からの疎外感

山口ら 2005,山口ら 2005,大西ら 1997,大野ら
2010

育児の不満足

大 橋 ら 2010, 森 永 2010, 高 田 ら 2008, 佐 田
2010,山口ら 2005

子どもの受け入れと自己

小 銭 2010,高 田 ら 2008,屋 敷 ら 2008,盛 山 ら

抑制

2011,佐田 2010,合田ら 2006

自己の育児の客観視

古 田 ら 1988,佐 田 2010,羽 田 ら 2004,高 田 ら
2008,大西ら 1997,屋敷ら 2008,

母親としての自己概念の

新 道 ら 1986,大 橋 ら 2010,中 島 2000,山 口 ら

再構築

2005,井手ら 2010,大野ら 2010

子どもを捉える

安成ら 2010,前原ら 2005,大橋ら 2010,高田ら
2008,佐田 2010,枝川ら 2004,米田ら 1990,新道
ら 1986

子どもとの共感性

盛山ら 2011,鮫島 1999,大橋ら 2010,佐田 2010

育児の受容、喜び、生きが

佐 田 2010,大 西 ら 1997,盛 山 ら 2011,大 橋 ら

い

2010,大野ら 2010,合田ら 2003,前原ら 2005,
及川 2006,屋敷ら 2008

母親として成長する

米田ら 1990,安成ら 2010,前原ら 2005,合田ら
2006,屋敷ら 2008,新道ら 1986,三澤ら 2004,
古田ら 1988

育 児 と

夫からの実際的支援

2006,大西ら 1997

夫 婦 関
係

盛 山 ら 2011, 森 永 2010, 澤 田 2006, 植 村 ら

夫婦の調和的関係の効力

盛山ら 2011,澤田ら 2006
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夫への愛着＝子どもへの

盛山ら 2011

愛着

母 親 を

夫婦の関係性への認識と

屋 敷 ら 2008,澤 田 2006,大 西 ら 1997,盛 山 ら

育児

2011,森永 2010,浅野ら 2009

夫婦から両親への育ち

森永 2010,屋敷ら 2008,澤田 2006

支援の必要な夫婦関係

大西ら 1997,小銭 2010,屋敷ら 2008

親との関係

高橋 2007,及川 2006,屋敷ら 2008,合田ら 2006

家族との関係

森永 2010,合田ら 2006,及川 2006,屋敷ら 2008

友人、地域の人々との関係

大野ら 2010,安成ら 2010,米田ら 1990,高田ら

支 援 す
る 人 と
の 関 係

2008,佐田 2010,合田ら 2006

（ 夫 以
外）

母：支援受け入れの受容

新道ら 1986,枝川ら 2004,大野ら 2010

地 域 の

社会的育児環境の整え（保

枝川ら 2004,安成ら 2010,合田ら 2006,屋敷ら

支 援 体

育、医療）

2008,及川 2006

育 児 力

親（母、父)同士の交流を

盛山ら 2011,吉田ら 1988,安成ら 2010

を 高 め

支援

る支援

子どもを捉え関わる事へ

制

佐田 2010,米田ら 1990

の支援
病気の子の対処能力を支

安成ら 2010,枝川ら 2005,新道ら 1986

援
育児の振り返りや自己の

安成ら 2010,古田ら 1988

客観視を促す教育的支援
母親の支援者である家族

盛山ら 2011,安成ら 2010

の支援
一般の人による講座

盛山ら 2011

公的な専門家による支援

佐田 2010,大野ら 2010
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帰結
サブカテゴリー

引用先

育児不安・困難感の持続

佐田 2010,河野 2001,盛山ら 2011

虐待の発生

盛山ら 2011,高橋 2007,小銭 2010

子どもの発育の妨げ

河野 2001

母親の抑うつ状態

盛山ら 2011,屋敷ら 2008

育児力の形成

米田ら 1990,安成ら 2010,河野 2001,浅野ら 2009,山口ら

親としての育ち

2005,高田ら 2008

育児の満足と次の子への期待

大西ら 1997,屋敷ら 2008,米田ら 1990,高田ら 2008
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第3章

予備研究

Ⅰ．「一歳児を育てる母親の育児力」を構成する概念
１．研究目的
文献からの概念分析に加え、一歳児を育てる母親の育児の実態から、一歳児を育
てている母親の育児力を明らかにすることを目的とした。

２．研究方法
１）研究デザイン
本研究は、質的研究

フォーカス・グループインタビュ－にて行った。

２）対象
一歳児を育てている母親

３）研究期間
平成 24 年 3 月～4 月

４）方法
①研究参加依頼の方法
宮崎市内の子育て支援センター及び公民館講座に参加している母親に文書にて依
頼し、メールにて参加を受け付けた。
②面接の方法
研究者が、研究目的と、フォーカス・グループインタビューの参加方法について
説明を行った後、面接ガイドに基づいてフォーカス・グループインタビューを行っ
た。面接の内容は、参加者の同意を得て、I.C レコーダーに録音した。
③内容
（１）自己紹介
子どもの性別・月齢・出生順位、家族構成、結婚後何年経過しているか。両親の育
児支援の状況、現在利用している育児サービスについて
（２）毎日の生活の流れについて
（３）子育てで楽しいと感じること
（４）子育てで困難だと感じること
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（５）子育てに対するおもい

５）分析方法
①面接内容を逐語録に起こす。
②逐語録を精読し、一歳児を育てるために必要な力（思い・知識・行動）に関す
る文脈を抽出し、カードに起こす。
②の文脈から必要な育児力の視点に立ち、カードの意味内容を取り出す 。
④③意味内容の共通性と相違性に着目し、カードを類別、カテゴリー化し、 一歳
児を育てる母親の育児力を明らかにする。
⑤④から、一歳児を育てる母親の育児力の構成概念を検討する。

６）倫理的配慮
研究協力は、本人の自由意志であること、不利益を被らないこと、データ管理方
法、プライバシーの保護について説明し、本人から研究の同意を自筆の署名にて得
た。

３．結果
１）研究参加者
参加者は、一歳児を育てる母親

17 名（1 回目;6 名、2 回目；5 名、3 回目；6

名）であった。
子どもの性別は、男児が 5 名、女児が 12 名であった。子どもの月齢は、1 歳 6
か月未満が 11 名、1 歳 6 か月以降が 6 名であった。出生順位は、第 1 子が 11 名、
第 2 子が 5 名、第 3 子が 1 名であった。
家族構成は、核家族が 14 組、3 世代家族が 2 組（含：シングルマザー1 組）、母と
子どものみ（夫:単身赴任中）1 組であった。

２）インタビューの逐語録から
インタビューの逐語録から、一歳児を育てる母親に必要な育児力に関するものと
して抽出した文脈は 327 であり、その意味内容を読み取り 327 枚のカードを作成し
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た。この 327 カードを意味内容の共通性と相違性に着目し類別し た結果、一歳児を
育てる母親に必要な育児力は、38 サブカテゴリー、6 カテゴリーに類別できた（表
以下、カテゴリーは【
は[

】、サブカテゴリーは＜

＞、カードから抽出した意味内容

]、育児力を示すものとして抽出した文脈は『

』で示す。分析結果は、表 2-2

に示す。
分析過程について、カテゴリー【1 日の生活時間の整え】を例に、３つのサブカ
テゴリー＜一日の生活時間を予測し、計画、行動できる＞＜生活時間の中で家事と
育児が両立できる＞＜家族の生活時間を組み立てる＞の類別化を説明する。

（１）１日の生活時間を予測し、計画、行動できる。
『交流センターに週 4 回行っています。』と、逐語録から抽出した。ここから読み
取った意味内容は、[ほぼ毎日子育てひろばに出かける]であった。また、
『子どもが
ぐずると、朝 9 時や 10 時の予定には間に合わない先を先を読んで計画しないといけ
ない』と、逐語録から抽出した。ここから読み取った意味内容は、[先を予測して行
動することが負担なくできる]とした。『午前中は、家事。一番動けるのは 午後２時
から４時。』と、逐語録から抽出した。ここから、意味内容を、[１日の中で自由に
なる時間を把握している]と読み取った。『動ける時間に友達のところに行ったり、
買い物に行ったり、実家に行ったりする。』と、逐語録から抽出した。 [1 日の時間
で活動できる時間に友人宅へ行ったり、買い物に行ったり、実家に行ったりする ]
これらの意味内容は、[1 日の生活をイメージし、1 日の計画を考え、行動する事に
より、1 日を無事に終えることができることにつながる母親の力である]ことから、
サブカテゴリーを＜1 日の生活時間を予測し、計画、行動できる＞とした。

（２）生活時間の中で家事と育児が両立できる。
『前は午前中に洗濯をしていたけど、洗濯物を干すのが大 変だから、最近、夜洗
濯して干す。』と、逐語録から抽出した。ここから読み取った意味内容は、 [家事の
時間配分ができる]とした。『朝起きるのはバラバラ。朝ごはんはバナナジュース。
ジャーっと。ほんとは味噌汁が作りたいんだけど余裕がなくて(涙)』 と、逐語録か
ら抽出した。ここからは読み取った意味内容は、[朝、味噌汁を作る時間を確保する
ことができる]とした。『午前中、天気が良いときは、洗濯と掃除をする』と、逐語
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録から抽出した。ここから読み取った意味内容は[洗濯と掃除ができる]とした。
『夫
が出勤したら、その後一人で食事して、午前中の家事、洗濯、食器の片付け、掃除
をする。』と、逐語録から抽出した。ここから読み取った意味内容は、[家事、洗濯、
食器の片付け、掃除が出来る]とした。これらの意味内容は、子どものいる 1 日の生
活には、家事と育児が混在するが、その両方をバランスよく行っていく力が母親に
必要であることを示していると捉え、サブカテゴリーを＜生活時間の中で家事と育
児が両立できる＞とした。

（３）家族の生活時間を組み立てる。
『生活リズムを考えると、自分は寝たくないけど、9 時か 10 時半には寝るように
している。』と逐語録から抽出した。ここから読み取った意味内容は、[子どもの規
則正しい生活習慣のために、21 時か 22 時半には子どもと寝る]とした。『朝ごはん
は、先に旦那だけ食べさせて、旦那が出勤したあと、娘と二人で食べる。』と逐語録
から抽出した。ここから読み取った意味内容は、[家族員の生活時間に合わせて食事
が出来る]とした。
『朝ごはんは、7 時半に主人が食べる時に、娘を先に食べさせる。
そのあと私が食べる』と、逐語録から抽出した。ここからは、[家族の状況に合わせ
て食事が出来る]と意味内容を読み取った。『夕食を作る時に台所に立つと何かちょ
うだいと娘がねだる。野菜をかじらせてもまたちょうだい。とねだる。そうすると
ついついあげすぎてしまうから、17 時半に夕ご飯を食べる。』と逐語録から抽出し
た。ここから読み取った意味内容は、[夕食を作る時に食べ物を欲しがる娘に対忚す
るが、きりがないので、子どもに合わせて夕ご飯の時間を早める]とした。これらの
意味内容は、家族における 1 日の生活を考えると、家族は複数の家族員から構成さ
れるため、その家族員ひとりひとりの生活が重なり合って、折り合いをつけながら、
一つの家族の生活時間として成り立っている事を示すものであると捉え、 サブカテ
ゴリーを＜家族の生活時間を組み立てる＞とした。
以上、３つのサブカテゴリーは、母親が育児という役割を担いながら、子ども、
家族とのスムーズな生活をつくり出すことを示していると捉え、これらを【 1 日の
生活時間を整える力】とカテゴリー化した。その他の分析結果は、添付資料 2 に示
す。
同様に、【日常生活を整える力】のカテゴリーは、＜24 時間の生活リズムが安定
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している。起床・昼寝・おやつ・就寝・食事・入浴・排泄・運動・休息＞＜室内で
の遊びを楽しむことができる＞＜屋外での遊びをたのしむことができる＞＜バラン
スの良い食事を準備し、食べさせられる＞4 つサブカテゴリーと 28 の意味内容から
なる。
【一歳児の生活を整える力】のカテゴリーは、＜離乳期にある子どもの発達を受
け入れ、家族で支えることができる＞＜知識不足による母乳育児の困難＞＜他者の
力を借りることができる母乳育児＞＜危険個所と子どもの行動の理解＞＜起こる前
の予防を重視＞＜目的を持った事故防止＞＜子どもの危険行動を予測＞＜実生活で
の事故防止＞＜家族の協力を得て事故防止＞9 つのサブカテゴリーと 45 の意味内容
からなる。
【健康的な生活を送る力】のカテゴリーは、＜母性の育ち＞＜母親自身の生活リ
ズムをつくり、健康管理できる（身体・心）＞＜理想の子育て（自分・生活・食事・
母乳・子どもへの関わり方）＞＜より良い母親を目指して行動できる＞＜子育て困
難状況を解決することができる＞の 5 つのサブカテゴリーと 64 の意味内容からなる。
【母として育つ力】のカテゴリーは、＜自分のやりたい事が子どもによって制限
されることへの苛立ち＞＜子どもをコントロールしようとする＞＜自分のやりたい
ことが制限された不満を子どもにぶつける＞＜子どもの欲求を後回しにする＞＜自
分のやりたいことを我慢できる＞＜育児を客観視し自己評価できる＞＜子ども観察
する力（身体・心）＞＜子どもの欲求を捉えそれを満たすための工夫ができる＞＜
子どもの自立を支えるために子どもに教えるという関わりができる＞＜子育ての判
断に根拠を持つことで自分らしい安定した育児ができる＞の 10 のサブカテゴリー
と 87 の意味内容からなる。
【夫婦で協力する力】のカテゴリーは、＜父親としての育ちを支えることができ
る＞＜夫の特徴（状況）を理解し、協力して育児が出来る＞＜夫と家事・育児の役
割分担をして生活できる＞の 3 つのサブカテゴリーと 25 の意味内容からなる。
【支援者と関係する力】のカテゴリーは、＜支える力を求め、受け入れる力（近
隣の方・ママ友・義母・実家＞の 1 つのサブカテゴリーと 19 の意味内容からなる。
【社会資源を活用する力】のカテゴリーは、＜子育てに必要な社会資源の質と量
を理解し活用することができる＞＜支援の必要時、支援者・資源を調整・活用でき
る＞＜必要な社会資源をつくり出すことができる＞の 3 つのサブカテゴリーと 27
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の意味内容からなる。

３）一歳児を育てる母親の育児力を構成する概念
育児力を構成する概念として、以下のように 8 項目が明らかとなった。
(1)1 日の生活時間を整える力
(2)日常生活を整える力
(3)1 歳児の生活を整える力
(4)健康的な生活を送る力<母>
(5)母として育つ力
(6)夫婦で協力する力
(7)支援者と関係する力
(8)社会資源を活用する力

表 2-2 一歳児を育てる母親に必要な育児力の分析結果
カテゴ

サブカテゴリー

下位カテゴリー

日

１日の生活時間を予測

ほぼ毎日子育てひろばに出かける。

の 生

し、計 画 、行 動 できる

先を予測して行動することが負担なくできる。

活 時

(10)

1 日の中で、自由になる時間を把握している。

リー
１

間 の

1 日の時間で活動できる時間に友人宅へ行ったり、買い物に行ったり、

整え

実家に行ったりする。
生活 時 間の中で家 事

家事の時間配分ができる。

と育児が両立できる

朝、味噌汁を作る時間を確保することができる。

（９）

洗濯と掃除ができる。
家事、洗濯、食器の片付け、掃除が出来る。

家族員の生活時間も

子どもの規則正しい生活習慣のために自身は、寝たくなくても、21 時半

考 えながら生 活 を組 み

か 22 時には子どもと寝るようにしている。

立てられる

家族員の生活時間に合わせて食事ができる。

（９）

家族の状況に合わせて食事が出来る。
夕 食 を作 る時 に、食 べ物 を欲 しがり、対 応 するが、きりがないので、子
どもに合わせて夕ご飯の時間を早める。
日 常

24 時 間 の 生 活 リ ズ ム

起床時間・就寝時間が決まっている。

生 活

が安 定 している・起 床 ・

排泄のリズムがついている。

の 整

昼 寝 ・おやつ・就 寝 ・食

子 どもの食 事 のリズムが確 立 している。子 どもが決 まった時 間 に食 事

え

事 ・ 入 浴 ・排 泄 ・ 運 動 ・

の要求をする。

休息

昼寝は、午後 3 時までに起こす。

（15）
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室 内 での遊 びを楽 しむ

自宅で雤天時に子どもが楽しく遊ぶおもちゃを知っている。

ことができる

雤天時の子どもの遊ばせ方がわかる。

（６）

天気に左右されず気持ちを保つことができる。
屋 外 での遊 びを楽 しむ

子どもの発達や個性に応じた、エネルギーを発散させる遊びができる。

ことができる

子どもと散歩する。

（７）

子 どもの興 味 のある ものを理 解 し、自 然 の 中 で、一 緒 に遊 ぶ（土 いじ
り、葉っぱとりなど）
バランスの良 い食 事 を

バランスの良い食事を準備し、食べさせることができる。

準 備 し、食 べさせられ

母 親 の食 材 への思 いや、技 術 に合 わせて食 材 を準 備 す ることができ

る

る。

（11）

限られた食材で、効率的な食事つくりができる。
働 いているため、食 材 の宅 配 を頼 んで、週 末 に平 日 の食 事 を作 り置 き
する。
一 歳

離 乳 期 にある子 どもの

片付けに手がかかることも、子どもの成長発達を促すために取り組むこ

児 の

発 達 を受 け入 れ、家 族

とができる。

生活

で支 えることができる

離 乳 食 を子 どもの要 求 を受 け入 れ、手 づかみで食 べさせることができ

（５）

る。
夫婦での食事を子どもに邪魔されながらも、耐えながら食事ができる。

母 乳 育 児 の知 識 不 足

母乳育児であり、アルコールを我慢している。

による母乳育児の困

アルコールは飲みたいが、母乳育児のためノンアルコールで我慢してい

難

る。

（６）

お酒が飲めないこと、夜更かしできないことがつらい
他 者 の力 を借 りること

子どもが眠らない時の授乳が一番つらい。

ができる母乳育児（７）

母乳育児でも子どもを預ける工夫ができる。
母乳育児の夜中の授乳に責任が持てる。

危 険 個 所 と子 どもの行

子どもと一緒に歩くとき、危険と判断したら、手をつなぐ。

動を理解

自宅の中の危険な場所・危険用品と子どもの行動がわかっている。

（３）

子 どもの発 達 段 階 と子 どもの思 いを考 えて、事 故 防 止 の制 限 を緩 くし
た。
起こる前の予 防を重 視

賃貸住宅でも可能な、事故防止対策を行うことができる。

（３）

賃貸住宅でも住宅を傷つけない事故防止 対策が工夫できる。
子どもが危険な状態を経験してから、事故防止に取り組む。

目的を持った事故防

子どもがケガをしないように対応することができる。

止

手間をかけても事故防止対策ができる。

（４）

家の中の不注意で、子どもが大けがをした。
怪我しないよう事故防止に取り組むことができる。
子 どもの危 険 な行 動 を

子どもの危険な行動が予測できる。

予 測 することができる

子どもの危険な行動を察知することができる。

（２）
事故防止の具体策
（13）

コードの配線は、子どもが引 っかかって転倒しないように、まとめて壁に
張る。
お風呂の栓は溺死を考え、必ず抜く。
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危険なところは、チャイルドロックをかける。
机の角には、ぶつかってケガをしないようにクッション材を張り付ける。
家族の協 力を得て事

小 さいものや紙 くずは、口 に入 れるので、上 の子 ども達 にも気 を付 ける

故防止

ように話している。

（２）

子 どもが、お風 呂 場 や洗 濯 機 のそばに行 かないように、気 を付 けてい
る。
母 親

母性の育ち

（８）

子どもの寝顔をかわいいと感じることができる。

の 健

子どもが生まれてきたことを喜ぶことができる。

康 生

子どもに作った食 事 を子 どもが「美 味しいね」と食べることを幸せだと感

活

じることができる。
子どもの言語が発達し、自分をよぶことをかわいいと思う。
母親自身の生活リズ

夫 の生 活 時 間 と子 どもとの生 活 時 間 の中 で、母 親 の健 康 を保 てる生

ムを作 り、健 康 管 理 が

活リズムを作ることができる。

できる（心・体） （17）

子 どもが元 気 で自 分 が病 気 の時 、自 分 自 身 の病 気 の回 復 と子 どもの
日常生活がスムースにいくよう対処できる。
自分なりのストレス発散法がある。
子育てひろばに出かけて母親自身が気分転換できる。

理 想 の子 育 て（自 分 、

子どもに手作りのおやつを食べさせたい。

生 活、食事、母 乳、子

母乳育児で頑張って子どもを育てたい。

供への関わり方）（26）

子どもには早寝、早起きをさせたい。
毎日、絵本を読んであげたい。

よりよい母 親 を目 指 し

虫歯予防のポイントを知り、実行できる。

て行動できる

子育て講座で学んだことを家庭生活にいかすことができる。

（９）

母親のための子育て講座に参加することができる
テレビは、見 せないようにと小 児 科 医 に教 えられ、可 能 な限 り見 せない
生活をしている。
子育て困難状況を解

子 育 て困 難 時 、困 難 な状 況 を解 決 するために必 要 な相 談 相 手 がわか

決することができ （４）

る。
自分や子どもの健 康に関 わる心配 事を相談できる場 所を持 ち、相談で
きる。
子育て困難感のあることは、専門家に相談する事ができる。
子育て支援の先生に助けてもらうことができる。

母 とし

自 分のやりたい事が子

子 どもの直 接 ケアの時 、力 任 せにして、感 情 をぶつけて、罪 悪 感 を抱

て の

どもによって制 限 され

く。

育ち

ることへのいら立ち(6)

怒りを感情的に子どもにぶつけた後の対処法がわからない。
家事役割を受け入れることができる。

子 どもをコントロールし
ようとする

あれもだめ、これもだめと言ってしまう。

(1)

自 分のやりたい事が制

子どもが感情をぶつけてくると、自分も感情で叱り付ける。

限 され た 不 満 を 子 ど も

子どもを感情 的に叱り付けてはいけないと頭で理解していても、感情が

にぶつける

抑えきれなくて、大きな声で、叱り付ける。

(2)

子 どもの欲 求 を後 回 し

これまでの趣味の継続への欲求が強いが、我慢する。

にする

くっついて離れない。

(5)
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母親自身の欲求が先にあり、子どもの要求に即対応しない。
自 分 の（やりたい）事 を

自 分 の意 志 を優 先 よりも子 どもの欲 求 を優 先 させて対 応 することがで

我慢できる

きる。

(5)

自分のしたいことよりも子育てを優先することを認められる。
母親自身のリラックスタイムも望んでできた子どものために耐えられる。
母 親 自 身 の マ イナ ス 面 は 覚 悟 の 上 で、 色 々 な とこ ろへ 連 れ て 行 き た
い。
育児を客観 視し自己

子どもの要求に即対応しないことを反省する。

評価できる

私、母親になってないのかな

(15)

他のお母さん方の子育ての仕方に興味を持つ事ができる。
まわりの同じ状況の母親の姿から、頑張る気持ちをもらうことができる。
子どもを観察する力

子どもが眠くなったときの行動をキャッチし、寝室に連れて行き眠る。

（心・身体）

子どもの特 徴は、思い通りにならないと、投げたり泣いたり怒ったり激 し
いと理解している。
歯みがきができるタイミングを知っている。
子どもの喜ぶ遊びや関わり方を知っている。

子どもの欲求をとらえ、

子どもと安定して遊ぶことができる。

それを満 たすための工

子どもの不機嫌に対処できる。

夫ができる

子どもの発達に応じて、子どもの要求に対する対処法を変えることがで
きる。
構ってほしい子どもに対応しながら、夕ご飯の準備ができる。

子 どもの自 立 を支 える

子 どもの行 動 の善 悪 について、子 どもにわかるように、子 どもと向 かい

ために子 どもに教 える

合ってしっかり関わることができる。

という関 わりができる
（自立を支える教え）
子育ての判 断に根 拠

自 分 なりの 子 育 て のやり 方 （ 知 識 と技 術 ）に安 定 感 を 持 つことができ

を持 つ事 で自 分 なりの

る。

育児ができる

離 乳 期にある子どもとの落ち着 かない食 事 を受け入 れ、一 緒に食 事 を
することができる。
自分なりに納得できる根拠を持って育児が出来る。
子どもの成長発達に合わせた歯ブラシを選択することができる。
子どもの発達段階に応じて玩具の準備ができる。
離 乳 食 が進 むように、子 どもの状 況 を考 え、人 工 乳 の与 え方 を工 夫 す
ることができる。

夫 婦

父 親 としての育 ちを支

夫の食習慣を改善することができる。

の 協

えることができる

子育てについて夫と話ができる。

力

夫に就寝時の消灯の協力をもらうことができる。
夫 の特 徴 （状 況 ）を理

夫との関係性を客観視し、関係性を維持することができる。

解 し、協 力 して育 児 が

夫が出来る育児の範囲を理解している。

できる

夫ができる育児範囲の限界の理由を知っている。
夫ができる育児 の範 囲で、育 児を依 頼し、母親 自身の気分 転換を図る
ことができる。

夫 と家 事 ・育 児 の役 割

夕食のとき夫と役割を決めて、ゆっくり食事ができるように工夫する。
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分 担 を協 力 して生 活 で

夫の生活ペースを考えて、子育てに協力してもらう。

きる

夫が育児・家事の役割分担を果たしてくれる。
子どもを寝かすために残った家事は、夫が全部してくれる。

支 援

支える力 を求め、受け

同い年の子どもを持つ友人を自宅に受け入れることができる。

者 と

入れる力

友達が欲しいと思い、母親の交流の場に出かけることができる。

の 関

・近隣の方

子どもを安心して親に預けることができる。

係

・ママ友

義母と良好な関係性を保つことができる。

・義母

夫の実家との生活観の違いを解決して関係性を保つことができる。

・実家

夫 の母 親 の言 葉 に揺 れることなく自 分 たちの判 断 を大 切 にして、安 定
した育児が出来る。
近隣の方と家族のような関係性が築ける

社 会

子育てに必要な社会

自治体の行う保健サービスの量・質を知って活用することができる。

資源

資源の質と量を理解

子 どもを預 けるための社 会 資 源 の質 を考 え優 先 順 位 をつけることがで

し、活 用 することができ

きる。

る

社 会 資 源 の状 況 を把 握 し、安 心 して、社 会 資 源 を利 用 することができ
る。
子 育て支 援スタッフがいる子 育 てひろばの特 徴 を知 り、その利 点 をうま
く活用することができる。

支援の必要時、支援

自分のしたいことができるよう子どもの世話の調整ができる。

者 、資 源 を調 整 、活 用

子 どもが病 気 の時 、自 ら移 動 手 段 の確 保 が必 要 な場 合 、他 者 の力 を

できる

活用できる。
母親が 1 人にならないとできない母親自身のことを行う時、子どもの世
話の調整ができる。

必要な社 会資 源を作り

母 親 たちのニーズを知 り、子 育 てに必 要 な専 門 家 に依 頼 し、自 主 教 室

出すことができる

を開くことができる。
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第４章

母親の育児力の操作的定義と研究の構成概念

「育児力」の文献検討、概念分析、及び「母親の育児力」の予備研究を基に「母親
の育児力」の概念を明らかにしてきた。

Ⅰ．用語の操作的定義
１．母親の育児力
「母親の育児力とは、母親が自分の健康管理を行いながら、日常生活を整えられる
よう、一歳児を捉える力を持ち、子どもと向き合い、子どもを理解し受け入れ、母
として成長しようとする力により、夫と協力し必要な支援を受け入れて、工夫して
子どもに関わる力」と定義する。

２．一歳児
「一歳児とは、一歳の誕生日から二歳の誕生日前日までにあり、地域で生活を送っ
ている特定の病気の診断がついていない児」と定義する。

Ⅱ．研究の構成概念
予備研究の概念分析において、
「一歳児を育てる母親の育児力」の概念として、８
つの属性、５つの先行要件、６つの帰結が抽出された。その結果を踏まえ、一歳児
を育てる母親にグループフォーカスインタビューを行い、
「 一歳児を育てる母親の育
児力」の構成概念を検討した結果、以下の 9 項目を抽出した。
（１）日常生活を整える力
（２）一歳児を捉える力
（３）工夫して子どもに関わる力
（４）子どもに向き合う力
（５）子どもを理解し受け入れる力
（６）母親として成長しようとする力
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（７）夫と協力する力
（８）必要な支援を受け入れる力
（９）母親自身の健康を管理する力

１．構成概念の操作的定義
１）日常生活を整える力
【生活時間の整え】
【日々の子育て】の 2 つの下位概念で構成されるものとした。

母親は、毎日の生活の中で子どもを育てる。24 時間という決まった生活時間の
繰り返しの中で、【生活時間の整え】を行いながら、【日々の子育てを】繰り返し
ていく。

日常生活を整える力
日常生活を整える力とは、
「日々の【生活時間の整え】を行うことによって、家事･
育児の両立をはかり、【日々の子育て】を行っていく力」と定義する。

２）一歳児を捉える力
【一歳児の子ども＜食事・排泄・運動・休息＞】
【一歳児の子どもの発達】の 2 つの下位概念で構成されるものとした。

一歳児としての子どもを捉える力は、母親は、子どもに関わろうとするとき、
【一歳児の子ども＜食事・排泄・運動・休息・言語＞】 の一般的な生活のあり様
と【一歳児の子どもの発達】を捉えることが必要となる。

一歳児を捉える力
一歳児を捉える力とは、「【一歳児の子ども】の一般的な生活の在り方と【１歳児
の子どもの発達】を捉える力」と定義する。
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３）工夫して子どもに関わる力
【子どもに合わせた関わり】
【自分なりの育児方法の工夫】の 2 つの下位概念で構成されるものとした。

母親が子どもに関わる時、子どもの発達を見極め、子ども反忚を見ながら【子ど
もに合わせた関わり】を行っていくこと、また、関わりの方法について【自分なり
の育児方法の工夫】をして関わることが安定した育児へとつながる。

工夫して子どもに関わる力
工夫して子どもに関わる力とは、
「子どもの発達や特徴に合わせて【子どもに合わ
せた関わり】を持ち、子どもの反忚によって育児方法を考え、
【自分なりの育児方法
の工夫】により安定して子どもに関わることができる力」と定義する。

４）子どもに向き合う力
【子育ての不安・負担・困難・制約感】
【我が子に無理解】
【子育てと自己抑制】
の３つの下位概念で構成されるものとした。

母親は日々の子育てにおいて、
【子育ての不安・負担・困難・制約感・我が子に無
理解】から、子育てにマイナスの感情を抱くことがある。しかし、子どもの立場に
立つことができるようになると、
【自己抑制】が働くようになり、子どもに向かい合
うことができるようになる。

子どもに向き合う力
子どもに向き合う力とは、「子育てにおいて、【子育ての不安・負担・困難・制
約感・我が子に無理解】があったものが、子どもの立場に立つことが出来るよう
になることにより、
【自己抑制】が働き、子どもに向き合うことができる力」と定
義する。

39

５）子どもを理解し受け入れる力
【子どもの個性・特徴の受け入れ】
【子育ての受容】
【子どもとの共感性】の 3 つの下位概念から構成されるものとした。
子どもは、一歳を過ぎるころから自我が 芽生え、その子らしさが現れてくる。
母親が、我が子の【子どもの個性・特徴の受け入れ】ができ、
【子育ての受容】が
できることは重要である。

子どもを理解し受け入れる力
子どもを理解し受け入れる力は、「【子どもの個性・特徴を受け入れ】るととも
に、【子育ての受容】ができる力」と定義する。

６）母親として成長しようとする力
【母親としての自己概念の再構築】
【自己客観視】の 3 つの下位概念から構成されるものとした。

母親は、理想の母親像を持ちながら、【母親としての自己概念の再構築】と、
自分自身の育児を振り返る機会を得て、
【自己客観視】ができると母親として成長
していく。

母親として成長しようとする力
母として成長しようとする力とは、「母親が、理想の育児をイメージし、【母親
としての自己概念の再構築】と、育児の【自己客観視】により変化し ようとして
いく力」と定義する。

７）夫と協力する力
【実際的支援】
【夫婦の関係性の満足】
【父親としての育ち】の 3 つの下位概念から構成されるものとした。
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夫がいる場合、母親は、夫からの【実際的支援】な支援を得ることや、【夫婦
の関係性の満足】が得られるような夫婦の協力関係を築くことが求められる。ま
た、家族の中で子どもは育まれるため、父親の状況や特徴を理解した上で、夫が
父親としての育ちを遂げられるように関わることが重要である。なお、ここでい
う夫とは、家族の概念により、婚姻関係にない同居中のパートナーも夫として捉
えることとする。

夫と協力するする力
夫と協力する力とは、「夫からの【実際的支援】を受けながら、【夫婦の関係性
の満足】が得られる協力体制を築き、家族として父親としての育ちを支える力 」
と定義する。

８）必要な支援を受け入れる力
【友人・家族・近所の方との関係】
【義母との関係】
【育児資源の活用】
【専門家の支援】の 4 つの下位概念から構成されるものとした。

母親は、【友人・家族 ・近所の方との関係】に支えられて育児を行っている。
中でも【義母との関係】の良し悪しは、母親の育児に影響を及ぼす。 そして母親
は、自分だけ、また家族の支援だけでは子どもの面倒を見ることができない時、
【育児資源の活用】は必須であり、
【専門家支援】の活用が子育ての充実につなが
る。

必要な支援を受け入れる力
必要な支援を受け入れる力とは、「母親が、その目的に忚じて 【友人・家族・
近所の方々との関係】や【義母との関係】の中で、
【育児資源の活用】や【専門家
の支援】を活用できる力」と定義する。
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９）母親自身の健康を管理する力
【精神的な安定】
【身体的な健康管理】の 2 つの下位概念で構成されるものとした。

母親の健康が保持されないと、子どもの育児が出来ないだけでなく、一般的に
は家族の日常生活の整えもが難しくなると考えられるため、母親自身の【精神的
な安定】と【身体的な健康管理】による母親自身の健康管理力は、育児に必要不
可欠である。

母親自身の健康を管理する力
母親自身の健康を管理する力とは、「母親が、自己の【精神的な安定】をはかり、
【身体的な健康管理】ができる力」と定義する。
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第5章

研究方法

本章では、研究デザインと尺度項目の作成過程、調査方法及び尺度開発における
分析方法について述べる。

Ⅰ．研究デザイン
本研究は、
「一歳児を育てる母親の育児力尺度」開発のための、信頼性・妥当性の
検証を行うことである。

Ⅱ．尺度の作成
「一歳児を育てる母親の育児力」尺度は、「第 4 章

Ⅱ.研究の概念枞組み」を基

に、以下の 9 つを下位尺度とした

１）日常生活を整える力
２）一歳児を捉える力
３）工夫して子どもに関わる力
４）子どもに向き合う力
５）子どもを理解し受け入れる力
６）母親として成長しようとする力
７）夫と協力する力
８）必要な支援を受け入れる力
９）母親自身の健康を管理する力

1．尺度項目作成のプロセス
尺度項目は、第 2 章のⅠ．乳幼児を育てる母親の育児力の概念分析と、同じく 第
２章のⅡ.一歳児を育てる母親の育児力の概念に関するサブカテゴリーを基に作成
した。
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１）日常生活を整える力
日常生活を整える力は、
【生活時間の整え】と【日々の子育て】という 2 つの下位
概念から構成される。文献検討から得たキーワードは＜＞、予備研究から得たキー
ワードは≪≫で示し 、斜体は 、逆転項目をである。
【生活時間の整え】の尺度項目は、＜生活への思い＞≪日々の生活時間を予測し、
計画を立てて行動できる≫≪生活時間の中で家事と育児を両立できる≫≪家族員の
生活時間も考えながら、生活を組み立てられる≫から、 以下の 7 項目を尺度項目と
して作成した。

・計画を立てて、1 日をすごしている
・掃除･洗濯をする
・朝食を作って食べる
・決まった時間に起きる
・家事と育児を両立している
・家族みんなの生活リズムを考えて生活している
・子どもを中心に生活している

【日々の子育て】の尺度項目は、＜毎日の育児＞≪ 24 時間の生活リズムが安定し
ている（起床・昼寝・おやつ・就寝・食事・入浴・排泄・運動・休息）≫から、以
下の 10 項目を尺度項目として作成した。

・朝、子どもを決まった時間に起こす
・夜、子どもを決まった時間に寝かす
・決まった時間にお昼寝をさせる

・お昼寝が夕方になることがある
・子どものうんちの回数と固さを見ている
・おやつは決まった時間に食べさせる
・子どもをお風呂に入れる
・夜寝る前に歯の仕上げ磨きをする
・子どもは、１日３回食事を食べている
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・1 日に 1 回は、ご飯と汁物を作って食べさせている
・食事は、栄養のバランスを考えて食べさせている
・子どもに見せるテレビの時間（長さ）を決めている

したがって、日常生活を整える力の項目は、合わせて 17 項目を作成した。

２）一歳児を捉える力は
一歳児を捉える力は、
【一歳児の子ども＜食事・排泄・運動・休息＞】、
【一歳児の
子どもの発達】の２つの下位概念から構成される。
【一歳児の子ども＜食事・排泄・運動・休息＞】の尺度項目は、＜基本的生活習
慣〈食事・排泄・睡眠・清潔〉の獲得＞≪室内外での遊びを楽しむことができる≫
≪バランスの良い食事を準備し食べさせられる≫のキーワードをもとに 以下の６項
目を尺度項目として作成した。

・一歳児の一般的な食事の回数や量、与え方について知っている
・一歳児の一般的なおやつの与え方について知っている
・子どもの一般的なトイレトレーニングについて知っている
・一歳児に必要な遊びを知っている
・一歳児の一般的な虫歯予防の方法を知っている
・テレビやゲームが子どもに与える弊害を知っている

【一歳児の子どもの発達】＜子どもを捉える＞≪危険箇所と子どもの行動の理解
≫≪事故が起こる前の予防を重視≫≪目的を持った事故防止≫≪子どもの危険な行
動を予測することができる≫≪事故防止の具体策≫≪家族の協力を得て事故防止≫
のキーワードから以下の４項目を尺度項目として作成した。

・一般的な一歳児の言葉の発達を理解している
・子どもが歩くまでの一般的な発達を理解している
・家の中の危険な場所を知っている
・子どもが誤って飲み込むものを知っている
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したがって、一歳児を捉える力として１０項目の尺度項目を作成した。

３）工夫して子どもに関わる力
工夫して子どもに関わる力は、
【子どもに合わ せた関わり】、
【自分なりの育児方法
の工夫】の２つの下位概念から構成される。
【子どもに合わせた関わり】は、＜子どもに関わる＞＜育児の力不足＞≪子ども
の欲求を捉え、それを満たすための工夫ができる≫≪自立を支え 、教える関わり≫
のキーワードから以下の７つの尺度項目を作成した。

・食事の時、子どもが自分で食べるようにしている
・子どもに絵本を読んでいる

・子どもは、良くけがをする
・子どもに「教える」という関わりをしている
・子どもにあったやり方を考えることができる
・子どもにあったやり方を工夫している
・子どもの発達に合わせて、関わりを変えている

【自分なりの育児方法の工夫】は、＜自己の育児の客観視＞≪子育ての判断根拠
を持つことで自分なりの育児が出来る≫のキーワードから、 以下の２つの尺度項
目を作成した。

・自分なりの育児の方法で安心して子育てできる
・育児方法に悩んだとき、その育児方法の良さを確認して決めている

したがって、工夫して子どもに関わる力は、８項目を尺度項目として作成した。

４）子どもに向き合う力
子どもに向き合う力は、【子育ての不安・負担・困難・制約感、子どもの無理解】
【子育てと自己抑制】、の２つの下位概念から構成される。
【子育ての不安・負担・困難・制約感】は、＜子育ての不安・困難感＞＜子育ての
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負担感＞＜子育てによる制約感＞＜子どもの無理解と不満足＞≪子どもを観察する
力〈心・体〉≫のキーワードから以下の７つの尺度項目を作成した。

・育児を面倒だと思う
・育児を負担だと感じている
・子どもがいるから自分のやりたいことができないと思う
・子どものことよりも自分のことを優先したいと思う
・育児は自分の時間がなくなるので不満だと思う
・子どもの行動が良くわからないということがある
・子どもの気持ちが良くわからないということがある

【子育てと自己抑制】は、＜子育てのいらだちと子どもへの発散＞ ＜子どもの受け
入れと自己抑制＞≪自分のやりたいことが子どもによって制限されることへのいら
だち≫≪子どもをコントロールしようとする≫≪子どもの欲求を後回しにする≫
≪自分のやりたいことを我慢できる≫≪子どもとの共感性≫ のキーワードから、以
下の 10 の尺度項目を作成した。

・子どもが甘えてくるとイライラする
・自分がやっていることを邪魔されるとイライラする
・子どもが自分の思い通りにならないとイライラする
・子どもの欲求に物を与えて解決しようとする
・イライラすると子どもにあたる
・言うことをきかないとこどもをたたく
・自分の都合で子どもを無視する
・子どもの生理的欲求（授乳・睡眠・食事）を満たすことを自分のことより優先し
ている
・やりたいことが子どものためなら我慢できる
・子どもの立場で子どもの気持ちを考える

したがって、子どもに向き合う力は、17 の尺度項目が作成された。
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５）子どもを理解し受け入れる力
子どもを理解し受け入れる力は、
【子どもの個性・特徴の受け入れ】、
【子育ての受
容】、の２つの下位概念から構成される。
【子どもの個性・特徴の受け入れ】は、＜子どもを捉える＞＜子どもとの共感性
＞≪子どもを観察することができる≫のキーワードから、以下の４つの尺度項目を
作成した。

・自分の子どもの元気な状態がわかる
・自分の子どもがいつもと違う状況に気づくことができる
・子どもの性格や特徴が分かる
・子どもの性格や特徴が受け入れられる
・子どもの行動が予測できる

【子育ての受容】は、＜育児の受容・喜び・生きがい＞≪母性の育ち≫のキーワ
ードから、以下の４つの尺度項目を作成した。

・子どもがうれしそうにしていると自分もうれしいと感じる
・子どもと一緒になって遊ぶことが楽しいと感じる
・育児に喜びを感じる
・育児のストレスはあるが、それも幸せだと感じる

したがって、子どもを理解し受け入れる力は、８つの尺度項目が作成された。

６）母親として成長しようとする力
母として成長しようとする力は、
【 母親としての自己概念の再構築】、
【 自己客観視】
の２つの下位概念から構成される。
【母親としての自己概念の再構築】は、＜母親としての自己概念の再構築＞≪理
想の子育て≫≪よりよい母親役割を目指して行動できる≫のキーワードから、以下
の４つの尺度項目を作成した。
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・目標とする母親のイメージを持っている。
・こんな子どもに育ってほしいという希望を持っている
・母親として成長したいと思う
・自分が母親であることを自覚して行動している

【自己客観視】は、＜自己の育児の客観視＞≪育児を客観視し、自己評価できる≫
のキーワードから、以下の４項つの尺度項目を作成した。

・子どもを育てることに責任を持っている
・母として成長していると感じる
・自分の育児をこれで良いのかと考える
・他人の育児の良いところを取り入れる

したがって、母として成長しようとする力の尺度項目は、８項目作成された。

７）夫と協力する力
夫と協力する力は、【実際的支援】、【夫婦の関係性の満足】、 ２つの下位概念から
構成される。
【実際的支援】では、＜夫からの実際的支援＞＜支援の必要な夫婦関係＞≪夫と家
事・育児の役割分担を協力して生活できる≫≪父親としての育ちを支えることがで
きる≫から、以下の６つの尺度項目を作成した。

・夫と協力して、一緒に子どもを育てていると感じる
・必要時、夫の協力を求めることができる
・夫と毎日の育児の出来事についての話をする
・夫と子どもの育て方についての話をする

・夫のことを自分だけ自由に過ごしていると感じる
・夫は私に、子どもよりも自分（夫）のことを優先するように求める

【夫婦の関係性の満足】は、＜夫婦の調和的関係の効力＞＜夫への愛着＝子どもへ
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の愛着＞＜夫婦から両親への育ち＞＜育児の満足と次の子への期待＞ ≪夫の特徴
（状況）を理解し、協力して育児ができる≫のキーワードから、以下の 11 つの尺度
項目を作成した。

・夫の仕事、身体や心の状況がわかっている
・夫を信頼している
・夫から信頼されている
・夫のことを大切にしている
・夫から大切にされている
・夫に感謝やねぎらいの言葉をかけている
・夫から感謝やねぎらいの言葉を受ける
・夫婦として、スキンシップをとるようにしている
・夫との性生活がうまくいっていると感じている
・夫が親として成長していると感じている
・また次の子を妊娠したいと思う

したがって、夫と協力する力の尺度項目は、17 項目作成された。

８）必要な支援を受け入れる力
必要な支援を受け入れる力は、
【友人・家族・近所の方との関係】、
【義母との関係】、
【育児資源の活用】、【専門家の支援】の 4 つの下位概念から構成される。
【友人・家族・近所の方との関係】は、＜親との関係＞＜家族との関係＞＜友人・
地域の人々との関係＞≪支援者との関係（近隣・ママ友・実家）≫のキーワードか
ら、以下の 4 つの尺度項目を作成した。

・育児上の悩みがあるときは、友人や家族（夫以外）に相談する
・支援が必要なときは、友人や家族（夫以外）の支援を受け入れることができる
・「家族の関係性」や「家族のつながり」に安心感がある
・支援が必要なとき、近所の方に相談できる
【義母との関係】は、＜義母との関係＞≪支援者との関係（義母）≫のキーワード
50

から、以下の３項目を尺度項目として作成した。

・義母と良好な関係を保っている

・義母の育児の考え方や発言が気になる
・できれば、義母とは必要以上に関係を持ちたくない

【育児資源の活用】は、＜母親同士の交流を支援＞≪子育てに必要な社会資源の質
と量を理解し、活用することができる＞＜支援の必要時、支援者・資源を調整・活
用できる＞から、以下の３つの尺度項目を作成した。

・「子育て広場」等に参加して、母親同士で交流している
・母親同士の交流で、育児が楽だと感じる
・日常の生活で支援が必要なときは、必要な支援を見つけて調整できる

【専門家の支援】は、＜子どもを捉え関わることへの支援を受ける＞≪子育て困難
状況を解決することができる≫から、以下の３つの尺度項目を作成した。

・子育ての不安や悩みを相談できる場所を知っている
・「子育て教室」に参加して、子育てについて学んでいる
・子育ての不安や悩みを保健師や助産師などの専門家に相談する

したがって、必要な支援を受ける入れる力は、 13 項目の尺度項目が作成された。

９）母親自身の健康を管理する力
母親自身の健康を管理する力は、【精神的な安定】、【身体的な健康管理】の 2 つ
の下位概念で構成される。
【精神的な安定】は、＜母親自身の健康管理（精神的側面）＞≪母親自身の生活
リズムを作り、健康管理ができる（心）≫のキーワードから、以下の３つの尺度項
目を作成した。
・自分自身のストレスを解消できている
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・気力がないと感じている
・疲れていると感じている

【身体的な健康管理】は、＜母親自身の健康管理（身体的側面）＞≪母親自身の生
活リズムを作り健康管理ができる（身体）≫のキーワードから、以下の 5 つのを尺
度項目を作成した。

・寝不足にならないようにしている
・１日３回食事をしている
・栄養のバランスを考えて食事をしている
・標準体重を維持できている
・朝食を食べる
したがって、自分の健康を管理する力は、8 項目の尺度項目が作成された。

２．尺度項目
尺度項目を以下の 110 項目作成した。尚、 斜体 は、逆転項目を示す

１）日常生活を整える力（19 項目）
・計画を立てて、1 日をすごしている
・掃除･洗濯をする
・朝食を作って食べる
・決まった時間に起きる
・家事と育児を両立している
・家族みんなの生活リズムを考えて生活している
・子どもを中心に生活している
・朝、子どもを決まった時間に起こす
・夜、子どもを決まった時間に寝かす
・決まった時間にお昼寝をさせる

・お昼寝が夕方になることがある
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・子どものうんちの回数と固さを見ている
・おやつは決まった時間に食べさせる
・子どもをお風呂に入れる
・夜寝る前に歯の仕上げ磨きをする
・子どもは、１日３回食事を食べている
・1 日に 1 回は、ご飯と汁物を作って食べさせている
・食事は、栄養のバランスを考えて食べさせている
・子どもに見せるテレビの時間（長さ）を決めている

２）1 歳児を捉える力(10 項目)
・家の中の危険な場所を知っている。
・子どもが誤って待って飲み込むものを知っている
・一般的な一歳児の言葉の発達を理解している
・子どもが歩くまでの一般的な発達を理解している
・一歳児の一般的な食事の回数や量、与え方について知っている
・一歳児の一般的なおやつの与え方について知っている
・子どもの一般的なトイレトレーニングについて知っている
・一歳児に必要な遊びを知っている
・一歳児の一般的な虫歯予防の方法を知っている
・テレビやゲームが子どもに与える弊害を知っている

３）工夫して子どもに関わる力（9 項目）
・子どもに絵本を読んでいる

・子どもは、良くけがをする
・子どもに「教える」という関わりをしている
・子どもにあったやり方を考えることができる
・子どもにあったやり方を工夫している
・子どもの発達に合わせて、関わりを変えている
・自分なりの育児の方法で安心して子育てできる
・育児方法に悩んだとき、その育児方法の良さを確認して決めている
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・食事のとき、子どもが自分で食べるようにしている

４）子どもに向き合う力(17 項目)

・育児を面倒だと思う
・育児を負担だと感じている
・子どもの行動が良くわからないということがある
・子どもの気持ちが良くわからないということがある
・子どもがいるから自分のやりたいことができないと思う
・子どものことよりも自分のことを優先したいと思う
・育児は自分の時間がなくなるので不満だと思う
・子どもが甘えてくるとイライラする
・自分がやっていることを邪魔されるとイライラする
・子どもが自分の思い通りにならないとイライラする
・子どもの欲求に物を与えて解決しようとする
・イライラすると子どもにあたる
・言うことをきかないと子どもをたたく
・自分の都合で子どもを無視する
・子どもの生理的欲求（授乳・睡眠・食事）を満たすことを自分のことより優先し
ている
・やりたいことが子どものためなら我慢できる
・子どもの立場で子どもの気持ちを考える

５）子どもを理解し受け入れる力(9 項目)
・自分の子どもの元気な状態がわかる
・自分の子どもがいつもと違う状況に気づくことができる
・子どもの性格や特徴が分かる
・子どもの性格や特徴が受け入れられる
・子どもの行動が予測できる
・子どもがうれしそうにしていると自分もうれしいと感じる
・子どもと一緒になって遊ぶことが楽しいと感じる
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・育児に喜びを感じる
・育児のストレスはあるが、それも幸せだと感じる

６）母として成長しようとする力（８項目）
・目標とする母親のイメージを持っている
・こんな子どもに育ってほしいという希望を持っている
・母親として成長したいと思う
・自分が母親であることを自覚して行動している
・子どもを育てることに責任を持っている
・母として成長していると感じる
・自分の育児をこれで良いのかと考える
・他人の育児の良いところを取り入れる

７）夫と協力する力（17 項目）
・夫と毎日の育児の出来事についての話をする
・夫と子どもの育て方についての話をする
・必要時、夫の協力を求めることができる
・夫の仕事、身体や心の状況がわかっている

・夫は私に、子どもよりも自分（夫）のことを優先するように求め る
・夫と協力して、一緒に子どもを育てていると感じ る

・夫のことを自分だけ自由に過ごしていると感じる
・夫を信頼している
・夫から信頼されている
・夫のことを大切にしている
・夫から大切にされている
・夫に感謝やねぎらいの言葉をかけている
・夫から感謝やねぎらいの言葉を受ける
・夫婦として、スキンシップをとるようにしている
・夫との性生活がうまくいっていると感じている
・夫が親として成長していると感じている
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・また次の子を妊娠したいと思う

８）必要な支援を受け入れる力

（13 項目）

・育児上の悩みがあるときは、友人や家族（夫以外）に相談する
・支援が必要なときは、友人や家族（夫以外）の支援を受け入れることができる
・「家族の関係性」や「家族のつながり」に安心感がある
・義母と良好な関係を保っている

・義母の育児の考え方や発言が気になる
・できれば、義母とは必要以上に関係を持ちたくない
・支援が必要なとき、近所の方に相談できる
・「子育て広場」等に参加して、母親同士で交流している
・母親同士の交流で、育児が楽だと感じる
・子育ての不安や悩みを相談できる場所を知っている
・日常の生活で支援が必要なときは、必要な支援を見つけて調整できる
・「子育て教室」に参加して、子育てについて学んでいる
・子育ての不安や悩みを保健師や助産師などの専門家に相談 する

９)母親自身の健康を管理する力（８項目）
・自分自身のストレスを解消できている

・気力がないと感じている
・疲れていると感じている
・寝不足にならないようにしている
・１日３回食事をしている
・栄養のバランスを考えて食事をしている
・標準体重を維持できている
・朝食を食べる

３．回答方法
回答方法は、
「頻度」、
「知識」、
「おもい」、
「行動」の質問項目によって以下の４段
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階にした。

「頻度」を問う項目は、「いつも（６～７回/週）」「時々（４～５回/週）」、「ほとん
どない（２～３回/週）」「ない」（０～１回/週）の４段階にした。

「知識」を問う項目は、「よく知っている」「知っている」「ほとんど知らない」「知
らない」の４段階にした。

「おもい」を問う項目は、
「そう思う」
「どちらかというとそう思う」
「どちらかとい
うとそう思わない」「そう思わない」の４段階にした。

「行動」を問う項目は、
「あてはまる」
「どちらかというとあてはある」
「どちらかと
いうとあてはまらない」
「あてはまらない」または、実際の行動を示し、4 段階でそ
れぞれに回答を求めた。

Ⅲ．分析方法
１．尺度の内容妥当性の検討
１）検討内容
①評価者
母性看護学専攻の大学の教員２名、地域で働く助産師２名、地域看護学専攻の大
学の教員２名、保健所で母子保健業務に従事して 10 年以上の保健師２名の計８名に
より、各項目が尺度として適当かを下記の基準で評価を受ける。
②評価方法
尺度の質問項目について、①関連がない、②あまり関連がない、③やや関連があ
る、④かなり関連がある、で評価された結果から、内容妥当性係数（CVI）を計算し、
CVI が 0.8 以上を基準とし、取捨選択、または、尺度の修正を行う。
③検討期間
プレテスト終了後～平成 24 年８月
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２．プレテスト
１）プレテストの方法
①対象者
一歳児を育てる母親

20 名

②調査期間
倫理審査会終了後～平成 24 年 8 月

③調査方法
1.6 歳児健康診査にて『一歳児を育てる母親の育児力尺度」
（添付資料９）を配布
し、回答していただく。

④調査内容
『一歳児を育てる母親の育児力尺度』の調査表について、回答に要した時間、質
問内容のわかりにくさ、答えにくさの有無、実際に回答してみての感想と意見。

２）倫理的配慮
研究の趣旨について口頭で説明し、同意が得られた母親に回答していただ き、記
載後の調査票は、回収箱に投函していただく。

３．尺度の信頼性及び妥当性の検証
１）研究方法
①対象
一歳児を育てる母親

450 名

調査対象数は、尺度項目（110 項目）の約４倍とした。調査の回収率を５割とし、
最終的に尺度項目数の２倍のデータ数が確保できるようにした。

②研究期間
倫理審査会承認後～平成 24 年 11 月

③調査場所
A 市保健所

1.6 歳児健康診査
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④調査協力の依頼の手順
A 市保健所の 1.6 歳児健康診査にて、調査依頼書「一歳児を育てるお母さんへ

研

究協力のお願い」（添付資料８）と調査票を配布し、1.6 歳児健康診査終了後に回
収する。

４．尺度の信頼性の検討
尺度の下位尺度項目毎に、SPSS 解析ソフト ver.20 にて

主成分分析を行い各項

目の負荷量を確認する。その後、因子分析（主因子法、プロマックス回転）により
IT 相関を求め、項目の取捨選択の検討をする。下位尺度毎にクロンバックのα係数
及びθ係数を算出して内的一貫性を評価する。

５．妥当性の検討
１）尺度の基準関連妥当性の検証
『1 歳児を育てる母親の育児力尺度』の妥当性を検証するために、
「育児に対する自
己効力感尺度」(金岡、2011)及び首尾一貫感覚尺度「Sense of Coherence(SOC-13)
尺度（山崎、2008）」の相関をみる。

２）構成概念妥当性の検討
『一歳児を育てる母親の育児力尺度』の構成概念妥当性を検討するために、尺度
全体及び９つの下位尺度の内的一貫性について検討する。尺度全体と下位尺度間の
相関について検討する。
『一歳児を育てる母親の育児力尺度』の下位尺度と「育児に
対する自己効力感尺度」の相関関係、
『一歳児を育てる母親の育児力尺度』の下位尺
度と「首尾一貫感覚尺度(SOC-13)尺度」の尺度全体との相関関係を検討する。下位
尺度の因子分析を行い、下位尺度の共通性について検討 する。下位尺度間の関係に
ついて Amos ver.21 にて推定モデルを用いて検討する。

Ⅳ．倫理的配慮
本研究は、東邦大学看護学部倫理審査委員会（承認番号：24010）の承認を得て
実施した。
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１．協力者のプライバシーおよび個人情報の保護
１）データ処理・解析は、パスワード設定のある専用のパソコンで管理する。
２）アンケートは無記名とし、研究で得た情報は、本研究の目的以外に使用しな
いことを、文書にて協力者にて説明する。
３）研究参加への承諾は、アンケート用紙への記入によって得たものとする。
４）アンケートに協力しないことによる不利益がないことを文書にて協力者に説
明する。
５）研究で得た情報は、論文投稿後 5 年間厳重に保管し、その後速やかに破棄す
る。
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第６章

結果

Ⅰ．信頼性と妥当性の検証
１．内容妥当性の検討
１）専門家による評価
『一歳児を育てる母親の育児力尺度』
（案）の項目が、測定しようとしている「一
歳児を育てる母親の育児力」の概念として適切な尺度項目として選定されているか
を検討するために、内容妥当性の検討を行った。調査期間は、2012 年 8 月から 2012
年 9 月で、評価者は、母性看護学専攻の大学教員

2 名、地域で働く助産師

2 名、

保健所で母子保健業務に従事して 10 年以上の保健師 2 名の計 8 名であった。実施方
法は、研究者が、
「一歳児を育てる母親の育児力」の概念について説明し、尺度項目
ごとに①関連がない、②あまり関連がない、③やや関連がある、④かなり関 連があ
る、で評価された結果から、内容妥当性係数（ CVI）を計算した。内容妥当性指数
（content

validity

index：CVI）として、0.8 以上を基準とし、取捨選択または、

尺度の修正を行った。
評価の結果、CVI が基準以下だった項目は、「『子育て広場』等に参加して、母親
同士交流している」と、「『子育て教室』に参加して、子育てについて学んでいる」
の 2 項目であった。評価者の意見として、働いている母親は、
「子育て広場」や「子
育て教室」に参加したくてもできない状況にあるので、場を限定しないほうが良い
というものであった。
質問項目は、必要な支援を活用する力の項目として作成したものであったので、
働いている母親にもその力が測定できる項目になるよう 、
「 子育てをしている母親と
交流している」、「子育てについて学ぶ機会を持つようにしている」に修正した。

２）一歳児を育てる母親による評価
専門家による評価を基に内容妥当性を検討し、尺度項目を修正した後、
「 一歳児を
育てる母親」にプレテストとして評価を求めた。
したがって、一歳児を育てる母親に調査用紙を渡し、回答してもらい、調査に要
した時間、負担感、わかりにくい表現の有無について記述してもらった。
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プレテスト参加者は、20 名であった。参加者の基本属性は、30 代が 16 人（80.0%）
で、20 代と 40 代が各々2 人（各 10.0%）であった。最終学歴は、大学が 12 人（60.0%）
で、専門学校が４人（20.0%）、高校と短大が各々2 人（10.0%）であった。自然妊娠
の人は 18 人（90.0%）で、自然妊娠ではない人が 2 人（10.0%）であった。就業形態
は、専業主婦が 14 人（70.0%）フルタイム、パートタイム、育児休業中の人が 各々2
人（10.0%）であった。初・経産婦別では、初産婦が 16 人（80.0%）で、経産婦が 4
人（20.0%）であった。夫と生活している人は 18 人（90.0%）であった。
調査回答後の意見は、項目数は多いものの、質問は答えやすいとのことで、回答
に要する時間は 10 分前後であった。子どもが走り回ると回答に時間がかかることが
考えられるため、一歳児が眠った後に集中して回答すると負担感がないとの意見を
得ることができた。

２．本調査の概要

内容妥当性の検討を行い、尺度項目を一部修正した「一歳児を育てる母親の育児
力」尺度（110 項目）を用いて、2012 年から 9 月から 2012 年 11 月まで、宮崎県内
の保健センター5 か所（10 回）で調査を行った。
調査表の配布人数は、502 人であり、そのうち 342 人（68.1%）の回収を得た。こ
のうち有効回答数は、267 人（78.1%）であった。

１）対象者の基本属性
①母親の年齢を年代別にみると、30 代が最も多く、163 人（61.0%）で、あり、次
が 20 代 82 人（30.7%）で、40 代は、17 人（6.4%）であった。
②結婚した年齢は、20 代が最も多く、197 人（73.8%）で、次に 30 代 61 人（22.8%）、
10 代で結婚した人は、8 人（3.0%）であった。
③最終学歴は、高校が最も多く 80 人（30.0%）で、次が、専門学校の 70 人（26.2%）、
短大と大学以上は、各々53 人（19.9%）であった。
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表6-1 基本属性
項目

内訳

④対象となる児が自然妊娠か否かでは、
人数

割合（％）

20代

82

30.7

30代

163

61.0

40代

17

6.4

未記入

5

1.9

10代

8

3.0

20代

197

73.8

30代

61

22.8

1

0.4

① 母親の年齢

② 結婚した年齢

未記入
中学校

9

3.4

高校

80

30.0

専門学校

70

26.2

短大

53

19.9

大学以上

53

19.9

2

0.7

252

94.4

15

5.6

253

94.8

13

4.9

1

0.4

フルタイ ム

58

21.7

パートタイ ム

55

20.6

5

1.9

③ 最終学歴

その他
④ 自然妊娠か

はい
いいえ
とてもうれしかった
⑤ 出産時の気持ち

ど ち らかというとうれしかった
ど ち らかというと嬉しくなかった

アルバイ ト
内職
⑥ 現在の仕事

自営業
その他
育児休業中
専業主婦
未記入

1

0.4

11

4.1

1

0.4

21

7.9

113

42.3

2

0.7

111

41.6

48

18.0

108

40.4

60

22.5

130

48.7

76

28.5

未記入

1

0.4

⑨ 家族 に介 護や お世 はい
話の必要ながいる か
いいえ

11

4.1

256

95.9

初産婦

130

48.7

経産婦

137

51.3

同居

252

94.4

7

2.6

はい

⑦ 3 歳ま では 、母 親が
育てる のが良い と思 って いいえ
いる か？
ど ち らともいえない
はい
⑧ 経 済的 な困 りご とが いいえ
ある か

ど ち らともいえない

10 初産婦か経産婦か

11 夫

単身赴任中
いない/未記入

12 夫の年代

8

3.0

20代

61

22.8

30代

161

60.3

40代

35

13.1

50代

1

0.4

未記入

13 子ど もの数

9

3.4

1人

116

43.4

2人

97

36.3

3以上

54

20.2

252 人（94.4%）が自然妊娠であり、そう
でない人は、15 人（5.6％）であった。
⑤出産時の気持ちでは、とてもうれしか
ったが 253 人（94.8%）であるが、どちら
かというとうれしかった 13 人（4.9%）、
どちらかというとうれしくなかったとい
う人も 1 人（0.4%）いた。⑥就業形態で
は、専業主婦と答えた人が最も多く 113
人（42.3%）で、次が、フルタイム 58 人
（21.7%）、パートタイム 55 人（20.6%）
で あ っ た 。 育 児 休 業 中 の 人 は 、 21 人
（7.9％）であった。
⑦三歳児までは母親が育てた方が良いと
思いますか?の問いに「はい」と答えた人
は、111 人（41.6%）であり、「いいえ」
と答えた人は、48 人（18.0%）で、
「どち
らともいえない」と答えた人は、108 人
（40.4%）であった。
⑧ 経 済 的 な 困 り ご と が あ り ま す か ?の 問
いには、
「いいえ」と答えた人は、130 人
（48.7％）であり、
「 どちらともいえない」
と答えた人は、76 人（28.5%）、「はい」
と答えた人は、60 人（22.5%）であり、
経済的に不安のない人は、半数以下であ
った。
⑨家族に介護の必要な人がいるか否かで
は、
「いる」と答えた人が、11 人（4.1%）
であり、
「いない」と答えた人は、256 人
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（95.9%）であった。
⑩母親の初産・経産別では、「初産婦」と答えた人が 130 人（48.7%）「経産婦」
と答えた人が 137 人（51.3%）であった。
⑪夫の状況は、
「同居している」人が 252 人（94.4%）であり、夫が「単身赴任中」
の人が 7 人（2.6%）であり、夫が「いない、未記入」の人が 8 人（3.0%）であっ
た。
⑫夫の年齢は、30 歳代が最も多く 161 人（60.3％）であり、次いで 20 歳代の 61
人（22.3％）であった。
⑬子どもの数は、「1 人」と答えた人が 116 人（43.4%）「2 人」と答えた人が 97
人（36.3%）「3 人以上」の人が 54 人（20.2%）であった。

３．本調査の尺度項目選定
本研究は、
「一歳児を育てる母親の育児力」を測定する尺度の開発を目的としてい
る。予備研究で、
「育児力」の概念分析を行った結果を基に尺度の項目を選定してい
く。これまで行われてきた尺度開発の先行研究では、探索的因子分析を用いて尺度
項目を取捨選択するという方法で尺度項目を選択している研究が多い。しかし、探
索的因子分析では、一つの因子に相関する項目を限定させて分類することとなり、
調査対象者の多様な概念に影響されることが考えられる。このため、概念分析で得
られた 9 つの下位尺度別に尺度項目の重みづけをする主成分分析を行った。そして、
因子負荷量が 0.3 未満の項目を確認し、尺度の信頼性分析により I-T 相関の低い項
目（項目を削除した時、クロンバックのα係数が最も高い項目）を変数減尐法によ
って削除していった。

１）日常生活を整える力
「日常生活を整える力」の下位項目は 19 項目であり、19 項目の主成分分析を行
った。その結果、6 つの成分が抽出され、第 1 主成分寄与率は、20.753％であった。
第 1 主成分の負荷量は、0.627～0.224 であった（表 6-2）。
クロンバックのα係数は、19 項目では、0.769 であったが、I-T 相関の低い項目
を見ながら削除していくと、11 項目削除すると、すべての I-T 相関が 0.3 を超えた。
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クロンバックのα係数は、12 項目で、0.753、11 項目では、0.747 であった（表 6-3）。
項目数と I-T 相関、寄与率、クロンバックのα係数を見ながら、11 項目～15 項目の
間で決定するのが妥当と考えられた。
表6-2 日常生活を整える力
I-T相関

ｱﾙﾌｧ*

負荷量

夜子どもを決まった時間に寝かす

.489

0.741

.627

朝子どもを決まった時間に起こす

.452

0.743

.586

家族みんなの生活リズムを考えて生活している

.442

0.747

.545

子どもに見せるテレビの時間を決めている

.417

0.748

.537

決まった時間に起きる

.415

0.751

.527

決まった時間にお昼寝をさせる

.409

0.747

.517

食事は栄養のバランスを考えて食べさせている

.405

0.749

.498

朝食を作って食べる

.401

0.751

.523

おやつは決まった時間に食べさせる

.394

0.749

.481

計画を立てて1日をすごしている

.382

0.751

.489

子どもは1日3回食事を食べている

.359

0.758

.460

子どもを中心に生活している

.284

0.757

.373

子どものうんちの回数と固さを見ている

.280

0.757

.373

家事と育児を両立している

.273

0.758

.364

子どもをお風呂に入れる

.268

0.758

.372

1日に1回はご飯と汁物を作って食べさせている

.268

0.758

.347

夜寝る前に歯の仕上げ磨きをする

.242

0.760

.321

お昼寝が夕方になることがある

.174

0.768

.244

掃除洗濯をする

.142

0.765

.224

*Cronbachのアルファ係数

表 6-3 日常生活を整える力：α係数と寄与率のプロセス
項目数

α係数

寄与率

削除項目

19

0.769

20.753

掃除、洗濯をする

18

0.765

21.698

お昼寝が夕方になる事がある

17

0.769

22.699

夜寝る前に歯の仕上げ磨きをする

16

0.767

23.622

1 日に 1 回は、ご飯と汁物を作って食べさせている

15

0.763

26.897

子どもをお風呂に入れる

14

0.759

28.524

子どもは、1 日 3 回食事を食べている

13

0.755

29.835

子どものうんちの回 数と固さを見ている

12

0.753

31.728

子どもを中心に生活している

11

0.747

31.728

65

２）一歳児を捉える力
「一歳児を捉える力」の下位項目は 10 項目であり、10 項目の主成分分析を行っ
た。その結果、２つの成分が抽出され、第 1 主成分寄与率は、51.196％であった。
第 1 主成分の負荷量は、0.878～0.412 であった。（表 6-4）
分析は、下位尺度の項目毎に（1）主成分分析を行い、因子負荷量が 0.3 未満
の項目を確認し、
（2）尺度の信頼性分析を行った結果、10 項目から５項目まで削
除しても、クロンバックのα係数は 0.904 で高値を示した。（表 6-5）このため、
５～10 項目で決定するのが妥当と考えた。

表6-4 一歳児を捉える力
I-T相関

ｱﾙﾌｧ*

負荷量

1歳児の一般的なおやつの与え方について知っている

.813

0.863

.878

1歳児の一般的な食事の回数や量与え方について知っている

.781

0.866

.855

１歳児に必要な遊びを知っている

.750

0.867

.816

子どもの一般的なトイレトレーニングについて知っている

.712

0.871

.790

1歳児の一般的な虫歯予防の方法を知っている

.689

0.872

.762

子どもが歩くまでの一般的な発達を理解している

.640

0.877

.730

一般的な1歳児の言葉の発達を理解している

.583

0.880

.681

テレビやゲームが子どもに与える弊害を知っている

.499

0.888

.581

子どもが誤って飲み込むものを知っている

.431

0.888

.493

家の中の危険な場所を知っている

.346

0.894

.412

*Cronbachのアルファ係数

表 6-5 一歳児を捉える力 ：α係数と寄与 率のプロセス
項目数

α係数

寄与率

削除項目

10

0.888

51.196

家の中の危険な場所を知っている

9

0.894

55.334

子どもが誤って飲み込むものを知っている

8

0.900

60.127

テレビやゲームが子どもに与える弊害を知っている

7

0.905

64.521

一般的な 1 歳児の言葉の発達を理解している

6

0.904

68.180

子どもが歩くまでの一般的な発達を理解している

5

0.904

72.993
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３）工夫して子どもに関わる力
「工夫して子どもに関わる力」の下位項目は 9 項目であり、9 項目の主成分分析
を行った。その結果、３つの成分が抽出され、第 1 主成分寄与率は、39.620％であ
った。第 1 主成分の負荷量は、0.879～-0.004 であった。（表 6-6）
分析は、下位尺度の項目毎に（1）主成分分析を行い、因子負荷量が 0.3 未の項目
を確認し、（2）尺度の信頼性分析を行った結果、９項目から６項目まで削除しても
５項目まで削除したも、クロンバックのα係数は 0.853 で高値を示した。（表 6-7）
このため、５～６項目で決定するのが妥当と考えた。

表6-6 工夫して子どもに関わる力
I-T相関

ｱﾙﾌｧ*

負荷量

子どもにあったやり方を工夫している

.738

0.628

.879

子どもの発達に合わせて関わりを変えている

.639

0.648

.796

子どもにあったやり方を考えられる

.624

0.655

.810

自分なりの育児の方法で安心して子育てできる

.565

0.663

.735

育児方法に悩んだときその育児方法の良さを確認して決めている

.532

0.666

.692

子どもに教えるという関わりをしている

.459

0.682

.626

食事のとき子どもが自分で食べるようにしている

.156

0.732

.234

子どもに絵本を読んでいる

.116

0.749

.190

子どもは良くけがをする＊

-.028

0.777

- .004

*Cronbachのアルファ係数

表 6-7 工夫して子どもに関わる力 ：α係数と寄与率のプロセス
項目数

α係数

寄与率

削除項目

9

0.718

39.620

子どもは、良くけがをする

8

0.777

44.572

子どもに絵本を読んでいる

7

0.815

50.565

食事のとき子どもが自分で食べるようにしている

6

0.853

58.344

子どもに「教える」という関わりをしている

5

0.853

63.624
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４）子どもに向き合う力
「子どもに向き合う力」の下位項目は 17 項目であり、17 項目の主成分分析を行
った。その結果、４つの成分が抽出され、第 1 主成分寄与率は、34.168％であった。
第 1 主成分の負荷量は、0.744～0.128 であった。（表 6-8）
析は、下位尺度の項目毎に（1）主成分分析を行い、因子負荷量が 0.3 未満の項目
を確認し、
（ 2）尺度の信頼性分析を行った結果、17 項目から６項目まで削除しても、
クロンバックのα係数は、0.854 で高値を示した。（表 6-9）このため、6～12 項目
で決定するのが妥当と考えた。

表6-8 子どもに向き合う力
I-T相関

ｱﾙﾌｧ*

負荷量

育児を負担だと感じている＊

.639

0.843

.744

自分がやっていることを邪魔されるとイライラする＊

.637

0.842

.724

育児を面倒だと思う＊

.634

0.843

.736

育児は自分の時間がなくなるので不満である＊

.588

0.846

.687

子どもが甘えてくるとイライラする＊

.586

0.848

.677

子どもがいるから自分のやりたいことができないと思う＊

.507

0.849

.610

子どものことよりも自分のことを優先したいと思う＊

.480

0.851

.570

子どもの欲求にものを与えて解決しようとする＊

.316

0.858

.368

子どもが自分の思い通りにならないとイライラする＊

.686

0.840

.756

イライラするとこどもにあたる＊

.568

0.846

.627

自分の都合で子供を無視する＊

.521

0.849

.583

子どもの行動が良くわからないということがある＊

.488

0.850

.582

子どもの気持ちがよくわからないということがある＊

.452

0.852

.536

子どもの立場で子どもの気持ちを考える

.419

0.853

.461

言うことをきかないと子どもをたたく＊

.351

0.857

.396

やりたいことが子どものためなら我慢出来る

.298

0.858

.333

子どもの生理的欲求を満たすことを自分のことより優先している

.122

0.874

.128

*Cronbachのアルファ係数
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表 6-9 子どもに向き合う力
項目数

α係数

寄与率

削除項目

17

0.858

34.168

子どもの生理的欲求を満たすことを自分のことより優先している

16

0.874

36.220

やりたいことが子どものためなら我慢できる

15

0.846

38.033

子どもの欲求にものを与えて解決しようとする

14

0.878

39.902

言う事をきかないと子どもをたたく

13

0.881

42.020

子どもの立場で子どもの気持ちを考える

12

0.882

44.206

自分の都合で子どもを無視する

11

0.878

45.860

イライラするとこどもにあたる

10

0.874

47.591

子どもの気持ちが良く分からないということがありますか

9

0.870

49.955

子どもの行動が良く分からないということがありますか

8

0.867

52.680

子どもの事より自分のとこを優先したいですか

7

0.862

55.567

子どもがいるから自分のやりたい事ができないと思いますか

6

0.854

58.310

５）子どもを理解し受け入れる力
「子どもを理解し受け入れる力」の下位項目は 9 項目であり、9 項目の主成分分
析を行った。その結果、２つの成分が抽出され、第 1 主成分寄与率は、35.277％で
あった。第 1 主成分の負荷量は、0.700～0.378 であった。（表 6-10）
析では、下位尺度の項目毎に（1）主成分分析を行い、因子負荷量が 0.3 未満の項
目を確認し、（2）尺度の信頼性分析を行った。９項目では、クロンバックのα係数
が 0.750 であり、8 項目で最高値の 0.754 を示した。I-T 相関 7 項目に削除するとク
ロンバックのα係数が 0.732 に下がった。（表 6-11）このため、第 5 因子は、7～9
項目で決定するのが妥当と考えた。

表

第５因子
表6-10 子どもを理解し受け入れる力
I-T相関

ｱﾙﾌｧ*

負荷量

子どもの性格や特徴が受け入れられる

.528

0.712

.700

自分の子どもの元気な状態がわかる

.514

0.719

.694

自分の子どもがいつもと違う状況に気づく

.497

0.719

.687

育児に喜びを感じる

.451

0.725

.547

子どもと一緒になって遊ぶことが楽しいと感じる

.438

0.726

.568

育児のストレスはあるがそれも幸せだと感じる

.432

0.734

.525

子どもの行動が予測できる

.430

0.728

.568

子どもの性格や特徴がわかっている

426

0.728

.607

子どもがうれしそうにしていると自分もうれしいと感じる

.242

0.754

.378

*Cronbachのアルファ係数
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表 6-11 子どもを理解し受け入れる力 ：α係数と寄与率のプロセス
項目数

α係数

寄与率

削除項目

9

0.750

35.277

子どもがうれしそうにしていると自分もうれしいと感じる

8

0.754

38.422

子どもの行動が予測できる

7

0.732

40.178

６）母として成長しようとする力
「母として成長しようとする力」の下位項目は 8 項目であり、8 項目の主成分分
析を行った。その結果、２つの成分が抽出され、第 1 主成分寄与率は、35.960％で
あった。第 1 主成分の負荷量は、0.671～0.224 であった。（表 6-12）
分析では、下位尺度の項目毎に（1）主成分分析を行い、因子負荷量が 0.3 未満の
項目を確認し、（2）尺度の信頼性分析を行った結果、９項目のクロンバックのα係
数は、0.717 であり、「自分の育児をこれで良いのかと考える」を削除し、8 項目に
したときにクロンバックのα係数が 0.746 で最高値を示し、I-T 相関も 0.383 であ
った。続けて７項目に削除すると、クロンバックのα係数は下がっていくことが確
認された。（表 6-13）このため、7～9 項目で決定するのが妥当と考えた。

表6-12 母として成長しようとする力
I-T相関

ｱﾙﾌｧ*

負荷量

母親として成長したいと思う

.530

0.667

.671

こんな子どもに育ってほしいという希望をもっている

.517

0.665

.660

目標とする母親のイメージを持っている

.481

0.673

.660

子どもを育てることに責任を持っている

.446

0.690

.625

自分が母親であることを自覚して行動している

.437

0.686

.657

他人の育児の良いところを取り入れている

.431

0.685

.581

母として成長していると感じる

.383

0.696

.589

自分の育児をこれでよいのかと考える

.146

0.746

.224

*Cronbachのアルファ係数
表 6-13 母として成長しようとする力 ：α係数と寄与率のプロセス
項目数

α係数

寄与率

削除項目

8

0.717

35.960

自分の育児をこれでよいのかと考える

7

0.746

40.634

他人の育児の良いところを取り入れている

6

0.727

43.415
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７）夫と協力する力
「夫と協力する力」の下位項目は 17 項目であり、17 項目の主成分分析を行った。
その結果、４つの成分が抽出され、第 1 主成分寄与率は、64.258％であった。第 1
主成分の負荷量は、0.898～0.479 であった。（表 6-14）
分析では、下位尺度の項目毎に（1）主成分分析を行い、因子負荷量が 0.3 未満の
項目を確認し、
（2）尺度の信頼性分析を行った結果、17 項目から 6 項目まで削除し
ても、クロンバックのα係数は、0.956 で高値を維持した。（表 6-15）このため、6
～12 項目で決定するのが妥当と考えた。

表6-14 夫と協力する力
I-T相関

ｱﾙﾌｧ*

負荷量

夫から大切にされている

.878

0.956

.898

夫を信頼している

.877

0.956

.898

夫のことを大切にしている

.877

0.956

.900

必要時夫の協力を求めることができる

.854

0.956

.878

夫が親として成長していると感じる

.840

0.957

.867

夫と協力して一緒に子どもを育てていると感じる

.837

0.957

.865

夫と子どもの育て方についての話をする

.822

0.957

.851

夫と毎日の育児の出来事についての話をする

.807

0.957

.837

夫から信頼されている

.808

0.957

.840

夫の仕事や身体や心の状況がわかっている

.794

0.957

.830

夫婦としてスキンシップをとるようにしている

.774

0.958

.803

夫に感謝やねぎらいの言葉をかけている

.745

0.958

.776

夫との性生活がうまくいっていると感じている

.698

0.959

.737

夫のことを自分だけ自由に過ごしていると感じる

.672

0.959

.706

夫から感謝やねぎらいの言葉を受ける

.665

0.959

.697

夫は私に子どもよりも自分のことを優先するよう求める ＊

.597

0.961

.637

また次の子を妊娠したいと思う

.445

0.965

.479

*Cronbachのアルファ係数
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表 6-15 夫と協力する力 ：α係数と寄与 率のプロセス
項目数

α係数

寄与率

削除項目

17

0.960

64.258

また次の子を妊娠したいと思う

16

0.965

66.942

夫は私に、子どもより自分（夫）のことを優先するように求める

15

0.966

68.853

夫から感謝やねぎらいの言葉を受ける

14

0.966

70.478

夫のことを自分だけ自由に過ごしていると感じる

13

0.967

72.363

夫との性生活がうまくいっていると感じている

12

0.967

73.863

夫に感謝やねぎらいの言葉をかけている

11

0.967

75.388

夫婦として、スキンシップをとるようにしている

10

0.966

76.945

夫の仕事、身体や心の状況が分かっている

9

0.964

77.867

夫から信頼されている

8

0.961

78.840

夫と子どもの育て方についての話をする

7

0.958

80.028

夫と毎日の育児の出来事についての話をする

6

0.956

81.964

８）必要な支援を受け入れる力
「必要な支援を受け入れる力」の下位項目は 13 項目であり、13 項目の主成分分
析を行った。その結果、３つの成分が抽出され、第 1 主成分寄与率は、31.352％で
あった。第 1 主成分の負荷量は、0.764～0.142 であった。（表 6-16）
分析では、下位尺度の項目毎に（1）主成分分析を行い、因子負荷量が 0.3 未満の
項目を確認し、
（2）尺度の信頼性分析を行った結果、13 項目から 6 項目まで削除し
ても、クロンバックのα係数は、0.8 代を維持していたが、6 項目まで削除すると、
「育児上の悩みがある時は友人や家族に相談する」の負荷量が 0.293 を示すため、
７～９項目で決定するのが妥当と考えた。（表 6-17）
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表6-16 必要な援助を受け入れる力
I-T相関
日常の生活で支援が必要な時は必要な支援を見つけて調整でき

ｱﾙﾌｧ*

負荷量

0.591

0.753

.764

子育ての不安や悩みを相談できる場所を知っている

0.569

0.754

.758

支援が必要なとき近所の方に相談できる

0.488

0.759

.621

母親同士の交流で育児が楽だと感じる

0.453

0.764

.664

子育てについて学ぶ機会を持つようにしている

0.428

0.766

.628

子育てをしている母親と交流している

0.427

0.766

.643

支援が必要なときは友人や家族の支援を受け入れることができる

0.421

0.769

.578

育児上の悩みがあるときは友人や家族に相談する

0.380

0.772

.581

出来れば義母とは必要以上に関係を持ちたくない＊

0.447

0.765

.300

義母と良好な関係を保っている

0.422

0.768

.280

家族の関係性や家族のつながりに安心感がある

0.351

0.774

.447

義母の育児の考え方や発言が気になる＊

0.281

0.785

.142

0.257

0.782

.471

る

子育ての不安や悩みを保健師や助産師などの専門家に相談す
る
*Cronbachのアルファ係数

表 6-17 必要な援助を受け入れる力 ：α係数と寄与率のプロセス
項目数

α係数

寄与率

削除項目

13

0.782

31.352

子育ての不安や悩みを保健師や助産師などの専門家に相談する

12

0.782

32.531

義母の育児の考え方や発言が気になる

11

0.782

35.254

義母と良好な関係を保っている

10

0.783

38.223

できれば、義母とは必要以上に関係を持ちたくない

9

0.819

42.063

「家族の関係性」や「家族のつながり」に安心感がある

8

0.819

45.411

支援が必要なとき、近所の方に相談できる

7

0.816

47.702

6

0.814

51.956

5

0.818

支援が必要なときは、友人や家族（夫以外）の支援を受け入れるこ
とができる
育児上の悩みがあるときは、友人や家族（夫以外）に相談する
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９）母親自身の健康を管理する力
「母親自身の健康を管理する」の下位項目は 8 項目であり、8 項目の主成分分析
を行った。その結果、２つの成分が抽出され、第 1 主成分寄与率は、30.810％であ
った。第 1 主成分の負荷量は、0.694～0.360 であった。（表 6-18）
分析では、下位尺度の項目毎に（1）主成分分析を行い、因子負荷量が 0.3 未満の
項目を確認し、（2）尺度の信頼性分析を行った結果、8 項目から 6 項目まで削除し
多段階で、I-T は、0.3 以上となった。６項目での寄与率は 36．965%、クロンバッ
クのα係数は、0.651 であった。
（表 6-19）このため、
「標準体重を維持できている」
の負荷量とクロンバックのα係数を確認しながら、 ６～７項目で決定するのが妥当
と考えた。

表6-18 母親自身が健康を管理する力
I-T相関

ｱﾙﾌｧ*

負荷量

1日3回食事をしている

0.424

0.614

.689

朝食を食べる

0.417

0.614

.694

栄養のバランスを考えて食事をしている

0.403

0.616

.610

自分自身のストレスを解消できている

0.380

0.622

.530

気力がないと感じている＊

0.371

0.624

.511

疲れていると感じている＊

0.336

0.633

.471

標準体重を維持できている

0.307

0.646

.494

寝不足にならないようにしている

0.225

0.663

.360

*Cronbachのアルファ係数
表 6-19 母親自身が健康を管理する力 ：α係数と寄与 率 のプロセス
項目数

α係数

寄与率

削除項目

8

0.660

30.810

寝不足にならないようにしている

7

0.663

34.062

標準体重を維持できている

6

0.651

36.965
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４．尺度項目の決定
１．の尺度項目の選定において、下位尺度別に主成分分析を行い、因子負荷量、
寄与率、I-T 相関の低い項目（クロンバックのα係数）を確認しながら、尺度項目
の選定についてみてみると、「日常生活を整える力」の尺度項目は、10 項目を越え
るが、その他の下位尺度は、６～８項目で選定できるものと判断された。このため、
各因子の削除される項目と下位概念を確認し、尺度項目を決定した。

１）日常生活を整える力
日常生活を整える力の尺度項目は、19 項目であった。因子負荷量については、特
に低い項目はなかった。クロンバックのα係数が最も高値を示したのは、17 項目の
0.769 であったが、I-T 相関の低い値を削除していった。その結果、12 項目に削除
されたため、この時点の下位概念を確認すると、
【生活時間の整え】が 6 項目、
【日々
の子育て】が 6 項目であり下位概念の構成も保つことが出来るため、総合的に判断
して 12 項目とした。（表 6-20）
表 6-20 日常生活を整える力 （α 0.753）
I-T 相関

ｱﾙﾌｧ*

負荷量

夜子どもを決まった時間に寝かす

.510

0.721

.675

朝子どもを決まった時間に起こす

.480

0.724

.645

子どもに見せるテレビの時間を決めている

.445

0.733

.556

決まった時間に起きる

.439

0.735

.586

決まった時間にお昼寝をさせる

.428

0.731

.562

家族みんなの生活リズムを考えて生活している

.420

0.734

.539

計画を立てて 1 日をすごしている

.397

0.738

.518

おやつは決まった時間に食べさせる

.395

0.736

.491

朝食を作って食べる

.382

0.740

.518

食事は栄養のバランスを考えて食べさせている

.325

0.743

.424

子どもは 1 日 3 回食事を食べている

.303

0.750

.435

子どもを中心に生活している

.280

0.747

.380

*Cronbach のアルファ係数

２）一歳児を捉える力
一歳児を捉える力の尺度項目は、10 項目であった。因子負荷量については、特に
低い項目はなく、寄与率も 50.0％を超えていた。このため、I-T 相関の低い項目を
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見ながら削除してき、クロンバックのα係数が最も高値を示す項目数を確認しする
と、7 項目であり、この時のクロンバックのα係数は、0.905 であった。7 項目に削
除された時の下位概念についてみると、
【一歳児の子ども＜食事・排泄・運動・休息
>】が 5 項目、【一歳児の子どもの発達】が 2 項目であり、下位概念も維持できるこ
とが確認できたため、7 項目とした。（表 6-21）

表 6-21 一歳児を捉える力 （α 0.905）
I-T 相関

ｱﾙﾌｧ*

負荷量

1 歳児の一般的なおやつの与え方について知っている

.834

0.878

.893

1 歳児の一般的な食事の回数や量与え方について知っている

.809

0.881

.874

１歳児に必要な遊びを知っている

.748

0.888

.819

子どもの一般的なトイレトレーニングについて知っている

.724

0.893

.802

1 歳児の一般的な虫歯予防の方法を知っている

.680

0.895

.763

子どもが歩くまでの一般的な発達を理解している

.666

0.897

.755

一般的な 1 歳児の言葉の発達を理解している

.597

0.904

.700

*Cronbach のアルファ係数

３）工夫して子どもに関わる力
工夫して子どもに関わる力の尺度項目は、9 項目であった。因子負荷量について
は、特に低い項目はなかった。このため、I-T 相関の低い項目を見ながら削除して
いき、クロンバックのα係数が最も高い値を示す項目数を確認すると 6 項目であり、
クロンバックのα係数は、0.853 であった。6 項目に削除された場合の、下位概念に
ついて確認すると、
【子どもに合わせた関わり】が 4 項目、
【自分なりの育児の工夫】
2 項目で、下位概念を維持することが出来ているため、6 項目とした。（表 6-22）

表 6-22 工夫して子どもに関わる力 （α 0.853）
I-T 相関

ｱﾙﾌｧ*

負荷量

子どもにあったやり方を工夫 している

.779

0.800

.877

子どもにあったやり方を考えられる

.699

0.818

.816

子どもの発達に合わせて関わりを変えている

.675

0.821

.799

自分なりの育児の方法で安心して子育てできる

.627

0.830

.742

育児方法に悩んだときその育児方法の良さを確認して決めている

.569

0.843

.693

子どもに教えるという関わりをしている

.499

0.853

.630

*Cronbach のアルファ係数
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４）子どもに向き合う力
子どもに向き合う力の尺度項目は、17 項目であった。因子負荷量に特に低い項目
はなかった。このため、信頼性分析を行い I-T 相関の低い項目を確認しながら、変
数減尐法にて項目削除をしていくと、クロンバックのα係数が最も高値を示したの
は、尺度項目数が 12 項目の 0.878 であった。
しかし、項目数を 7 項目まで減らしても、クロンバックのα係数は、0.862 を維
持していた。このため、下位概念【子育ての不安・負担・困難・制約感 、無理解】、
【子育てと自己抑制】の尺度項目数を確認し、
【子育ての不安・負担・制約感・無理
解】が 5 項目、
【子育てと自己抑制】が 3 項目の 8 項目に決定した。8 項目でのクロ
ンバックのα係数は、0.867 であった。（表 6-23）

表6-23 子どもに向き合う力 （α 0.867）
I-T 相関

ｱﾙﾌｧ*

育児を負担だと感じている ＊

.701

0.841

負荷量
.804

育児を面倒だと思う ＊

.680

0.844

.781

育児は自分の時間がなくなるので不満である ＊

.677

0.845

.778

子どもの欲求にものを与えて解決しようとする ＊

.637

0.849

.103

自分がやっていることを邪魔されるとイライラする ＊

.627

0.850

.695

子どもが甘えてくるとイライラする ＊

.599

0.856

.707

子どもがいるから自分のやりたいことができないと思う ＊

.568

0.859

.691

子どものことよりも自分のことを優先したいと思う ＊

.511

0.862

.631

*Cronbach のアルファ係数

５）子どもを理解し受け入れる力
子どもを理解し受け入れる力の尺度項目は、8 項目であった。因子負荷量を見る
と、特に低い項目はなかった。したがって、I-T 相関の低い項目を確認しながら変
数減尐法で項目の削除を行っていった。その結果、8 項目まで削除した時点で、ク
ロンバックのα係数の値が最も高く 0.754 であった。
【子どもの個性・特徴の受け入
れ】、【子育ての受容】の下位概念の項目も保持されていることが確認できた。この
ため子どもを理解し受け入れる力は、8 項目とした。（表 6-24）
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表 6-24 子どもを理解し受け入れる力 （α 0.754）
I-T 相関

ｱﾙﾌｧ*

負荷量

子どもの性格や特徴が受け入れられる

.524

0.716

.704

自分の子どもの元 気な状態がわかる

.504

0.724

.685

自分の子どもがいつもと違う状況に気づく

.494

0.723

.693

育児に喜びを感じる

.447

0.730

.546

育児のストレスはあるがそれも幸せだと感じる

.442

0.736

.550

子どもの行動が予測できる

.434

0.732

.587

子どもと一緒になって遊ぶことが楽しいと感じる

.426

0.733

.551

子どもの性格や特徴がわかっている

.425

0.733

.616

*Cronbach のアルファ係数

６）母として成長しようとする力
母として成長しようとする力の尺度項目は、8 項目であった。因子負荷量では、
0.3 以下の項目はなかった。このため、信頼性分析にて、I-T 相関の低い項目を確認
し、変数減数法にて項目を削除していくと、項目を 7 項目にした時点のクロンバッ
クのα係数が 0.746 で最も高かった。項目は、1 項目のみの削除であるため、下位
概念の【母親としての自己概念の再構築】と【自己客観視】は保持できる。このた
め、母として成長しようとする力は、7 項目とした。（表 6-25）

表 6-25 母として成長しようとする力 （α 0.746）
I-T 相関

ｱﾙﾌｧ*

負荷量

目標とする母親のイメージを持っている

.511

0.705

.666

母親として成長したいと思う

.501

0.708

.658

自分が母親であることを自覚して行動している

.495

0.710

.678

こんな子どもに育ってほしいという希望をもっている

.485

0.709

.646

子どもを育てることに責任を持っている

.452

0.723

.629

母として成長していると感じる

.431

0.723

.607

他人の育児の良いところを取り入れている

.412

0.727

.572

*Cronbach のアルファ係数

７）夫と協力する力
夫と協力する力の尺度項目は、17 項目であった。因子負荷量を確認すると、「ま
た、次の子を任したいと思う」の項目が 0.23 であり、0.3 以下であった。このため
この項目に着目しながら、I-T 相関を確認すると、I-T 相関の最も低い項目も「また、
次の子を妊娠したいと思う」の 0.445 であった。このため、この項目を削除した。
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同様に、変数減尐法により、項目を削除すると、7 項目に削除した段階でもクロン
バックのα係数は、0.958 と高値を示した。そこで、下位概念の【実際的支援】、
【夫
婦の関係性の満足】を確認すると、
【実際的支援】が４項目、
【夫婦の関係性の満足】
が４項目となった。このため、夫と協力する力を 8 項目とした。（表 6-26）
表 6-26 夫と協力する力 （α 0.958）
I-T 相関

ｱﾙﾌｧ*

負荷量

夫を信頼している

.885

0.954

.915

夫から大切にされている

.866

0.955

.900

必要時夫の協力を求めることができる

.864

0.955

.897

夫と協力して一緒に子どもを育てていると感じる

.856

0.956

.892

夫のことを大切にしている

.853

0.956

.890

夫が親として成長していると感じる

.846

0.956

.884

夫と毎日の育児の出来事についての話をする

.823

0.958

.864

夫と子どもの育て方についての話をする

.818

0.958

.860

*Cronbach のアルファ係数

８）必要な支援を受け入れる力
必要な支援を受け入れる力の尺度項目は、13 項目であった。因子負荷量は、特に
低い項目はなかった。このため信頼性分析にて、I-T 相関の低い項目を 1 項目ずつ
削除していき、クロンバックのα係数を確認すると、9 項目と 8 項目の段階で、0.819
最高値を示した。このため、下位概念の【友人・家族・近所の方との関係】、【義母
との関係】、
【育児資源の活用】、
【専門家の支援】について確認すると、
【義母との関
係】の尺度項目がすべて削除され、【友人・家族・近所の方との関係】 3 項目、【育
児資源の活用】３項目、
【専門家の支援】2 項目の 8 項目となった。
【義母との関係】
の 3 つの尺度項目は、I-T 相関も低く、早い段階で削除される項目であった。この
ため、義理の母の尺度項目を残すことなく、8 項目とした。（表 6-27）
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表 6-27 必要な支援を受け入れる力 （α 0.819）
I-T 相関
日常の生活で支援が必要な時は必要な支援を見つけて調整でき

.660

る

ｱﾙﾌｧ*
0.781

負荷量
.768

子育ての不安や悩みを相談できる場所を知っている

.652

0.782

.773

母親同士の交流で育児が楽だと感じる

.590

0.791

.714

子育てをしている母親と交流している

.580

0.792

.699

子育てについて学ぶ機会を持つようにしている

.499

0.804

.640

支援が必要なとき近所の方に相談できる

.477

0.816

.605

育児上の悩みがあるときは友人や家族に相談する

.473

0.808

.597

支援が必要なときは友人や家族の支援を受け入れることができる

.445

0.811

.562

*Cronbach のアルファ係数

９）母親自身の健康を管理する力
母親自身の健康を管理する力の尺度項目は、8 項目であった。寄与率は、30.810％
であったものの、因子負荷量に 0.3 以下の項目があった。
「寝不足にならないように
している」の 0.140 と「標準体重を維持できている」の 0.244 であった。この２つ
の項目に着目しながら、信頼性分析を行うと、I-T 相関の最も低い値も「寝不足に
ならないようにしている」であったた。したがって、まず、この項目を削除した。
同様に変数減尐法で、尺度項目を削除すると、クロンバックのα係数は、 低いなが
らも、7 項目目で最も高い値を示した。
「標準体重を維持できている」の項目は、負
荷量が 0.3 以下の項目であったが、7 項目で主成分分析を行うと、0.274 となったた
め、この「標準体重を維持できている」の項目は残すこととした。したがって、 削
除項目は 1 項目であるため、
【精神的な安定】、
【身体的な安定】の下位概念は保持で
きることとなる。このため、母親自身の健康を管理する力は 7 項目とした。
（ 表 6-28）

表 6-28 母親自身の健康を管理する力
I-T 相関

ｱﾙﾌｧ*

負荷量

朝食を食べる

.435

0.610

.720

1 日 3 回食事をしている

.429

0.613

.707

気力がないと感じている＊

.381

0.625

.512

自分自身のストレスを解消できている

.379

0.625

.528

栄養のバランスを考えて食事をしている

.378

0.625

.601

疲れていると感じている＊

.320

0.643

.456

標準体重を維持できている

.318

0.651

.506

*Cronbach のアルファ係数
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これより、「一歳児を育てる母親の育児力」尺度は、次に示す 71 項目とした。

１）日常生活を整える力（12 項目）
・計画を立てて、1 日をすごしている
・朝食を作って食べる
・決まった時間に起きる
・家事と育児を両立している
・家族みんなの生活リズムを考えて生活している
・子どもを中心に生活している
・朝、子どもを決まった時間に起こす
・夜、子どもを決まった時間に寝かす
・決まった時間にお昼寝をさせる
・おやつは決まった時間に食べさせる
・食事は、栄養のバランスを考えて食べさせている
・子どもに見せるテレビの時間（長さ）を決めている

２）一歳児を理解する力(７項目)
・一般的な一歳児の言葉の発達を理解している
・子どもが歩くまでの一般的な発達を理解している
・一歳児の一般的な食事の回数や量、与え方について知っている
・一歳児の一般的なおやつの与え方について知っている
・子どもの一般的なトイレトレーニングについて知っている
・一歳児に必要な遊びを知っている
・一歳児の一般的な虫歯予防の方法を知っている

３）工夫して子どもに関わる力（６項目）
・子どもに「教える」という関わりをしている
・子どもにあったやり方を考えることができる
・子どもにあったやり方を工夫している
・子どもの発達に合わせて、関わりを変えている
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・自分なりの育児の方法で安心して子育てできる
・育児方法に悩んだとき、その育児方法の良さを確認して決めている

４）子どもに向き合う力(８項目)

・育児を面倒だと思う
・育児を負担だと思う
・子どもがいるから自分のやりたいことができないと思う
・子どものことよりも自分のことを優先したいと思う
・育児は自分の時間がなくなるので不満だと思う
・子どもが甘えてくるとイライラする
・自分がやっていることを邪魔されるとイライラする
・子どもが自分の思い通りにならないとイライラする

５）子どもを理解し受け入れる力(８項目)
・自分の子どもの元気な状態がわかる
・自分の子どもがいつもと違う状況に気づくことができる
・子どもの性格や特徴が分かる
・子どもの性格や特徴が受け入れられる
・子どもの行動が予測できる
・子どもと一緒になって遊ぶことが楽しいと感じる
・育児に喜びを感じる
・育児のストレスはあるが、それも幸せだと感じる

６）母として成長しようとする力（７項目）
・目標とする母親のイメージを持っている。
・こんな子どもに育ってほしいという希望を持っている
・母親として成長したいと思う
・自分が母親であることを自覚して行動している
・子どもを育てることに責任を持っている
・母として成長していると感じる
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・他人の育児の良いところを取り入れる

７）夫と協力する力（８項目）
・夫と毎日の育児の出来事についての話をする
・夫と子どもの育て方についての話をする
・必要時、夫の協力を求めることができる
・夫と協力して、一緒に子どもを育てていると感じる
・夫を信頼している
・夫のことを大切にしている
・夫から大切にされている
・夫が親として成長していると感じている

８）必要な支援を受け入れる力

（８項目）

・育児上の悩みがあるときは、友人や家族（夫以外 ）に相談する
・支援が必要なときは、友人や家族（夫以外）の支援を受け入れることができる
・支援が必要なとき、近所の方に相談できる
・子育てをしている母親と交流している
・母親同士の交流で、育児が楽だと感じる
・子育ての不安や悩みを相談できる場所を知っている
・日常の生活で支援が必要なときは、必要な支援を見つけて調整できる
・子育てについて学ぶ機会を持つようにしている

９)母親自身の健康を管理する力（７項目）
・自分自身のストレスを解消できている

・気力がないと感じている
・疲れていると感じている
・１日３回食事をしている
・栄養のバランスを考えて食事をしている
・標準体重を維持できている
・朝食を食べる
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５．『一歳児を育てる母親の育児力尺度』の概要

１）尺度得点
『一歳児を育てる母親の育児力尺度』の合計点数は、163 点から 280 点の範囲で
平均値は、236.92±20.78 であった。（表 6-29）

表 6-29

「一歳児を育てる母親の育児力」尺度得 点（71 項目）
平均値

SD

最小値

最大値

25

48

日常生活を整える力

41.36

4.23

一歳児を捉える力

22.46

3.96

9

28

工夫して子どもに関わる力

18.95

2.90

10

24

子どもに向き合う力

26.11

4.14

14

32

子どもを理解し受け入れる力

29.19

2.42

20

32

母として成長しようとする力

23.54

3.04

12

28

夫と協力する力

26.67

6.82

0

32

必要な支援を受け入れる力

25.55

4.73

8

32

母親自身の健康を管理する力

23.09

3.14

12

28

236.92

20.78

163

280

尺度合計

下位尺度間の相関では、
「母親自身の健康を管理する力」と「子どもに向き合う力」
の相関が 0.788（P＜0.01）と強い正の相関を示した。相関係数が 0.4 以上を示した
のは、「一歳児を捉える力」と「工夫して子どもに関わる力」 0.575（P＜0.05）、同
じく「一歳児を捉える力」と「子どもを理解し受け入れる力」0.466（P＜0.01）、同
様に、「一歳児を捉える力」と「母として成長しようとする力」0.433（P＜0.01）、
「工夫して子どもに関わる力」と「子どもを理解し受け入れる力」0.565（P＜0.01）、
「工夫して子どもに関わる力」と「母として成長しようとする力」0.415（P＜0.01）、
「工夫して子どもに関わる力」と「必要な支援を受け入れる力」 0.461（P＜0.01）、
「子どもに向き合う力」と「子どもを理解し受け入れる力」 0.466（P＜0.01）、「子
どもを理解し受け入れる力」と「母として成長しようとする力」 0.457（P＜0.01）、
「子どもを受け入れる力」と「母親自身の健康を管理する力」0.424（P＜0.01）、
「母
として成長しようとする力」と「必要な支援を受け入れようとする力」 0.409（P＜
0.01）であった。
逆に、下位尺度間の相関関係のある項目が最も尐なかったのは、
「 夫と協力する力」
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であった。「夫と協力する力」が弱いながらも正の相関を示した下位尺度は、「工夫
して子どもと子どもに関わる力」0.148（P<0.05）と「母として成長しようとする力」
0.126(P＜0.05)と「必要な支援を受け入れる力」0.194(P＜0.05)であった。下位尺
度間ですべての下位尺度と相関係数が 0.4 未満（P＜0.01）の低い相関を示したのは
「日常生活を整える力」であった。（表 6-30）

表 6－ 30

「一歳児 を捉える 母親の育 児力」尺 度の下 位 尺度相関 の
日常
生活 を
整える
力

日 常 生
活 を整 え
る力
一 歳 児
を捉 える
力
工 夫 して
子 どもに
関 わ る
力
子 どもに
向 き合 う
力
子 どもを
理 解 し
受 け 入
れる力
母として
成 長 しよ
うとする
力
夫 と 協
力 す る
力
必 要 な
支 援 を
受 け 入
れる力
母 親 自
身 の 健
康 を 管
理 す る
力

一歳
児を捉
える力

工夫 し
て子 ど
もに関
わる力

子ども
に向き
合う力

子ども
を理 解
し受 け
入れる
力

母とし
て成 長
しよう
とする
力

夫と協
力する
力

必要 な
支援 を
受け
入れる
力

Pearson の相 関係 数
有意 確 率 (両 側)
Pearson の相 関係 数
有意 確 率 (両 側)

.342 **
.000
.360 **

.575 **

.000

.000

.163 **

.249 **

.363 **

.007

.000

.000

.290 **

.466 **

.565 **

.466 **

.000

.000

.000

.000

.235 **

.443 **

.415 **

.195 **

.457 **

有意 確 率 (両 側)

.000

.000

.000

.001

.000

Pearson の相 関係 数

.081

.027

.039

.067

.148 *

.126 *

有意 確 率 (両 側)

.185

.660

.525

.277

.015

.039

.281 **

.338 **

.461 **

.224 **

.375 **

.409 **

.194 **

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.001

.198 **

.144 *

.297 **

.788 **

.424 **

.263 **

.104

.154 *

.001

.018

.000

.000

.000

.000

.091

.012

Pearson の相 関係 数
有意 確 率 (両 側)
Pearson の相 関係 数
有意 確 率 (両 側)
Pearson の相 関係 数
有意 確 率 (両 側)
Pearson の相 関係 数

Pearson の相 関係 数
有意 確 率 (両 側)
Pearson の相 関係 数

有意 確 率 (両 側)

**. P＜ 0.01
*.
P＜0.05
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母親
自身
の健
康を管
理する
力

４．尺度の信頼性の検討
尺度の信頼性については、α係数及びθ係数を算出して内的一貫性を検討した。
尺度全体のクロンバックのα係数は 0.921 と高かった。
（表 6-31）下位尺度別では、
クロンバックのα係数が 0.9 を超えたのは、第 2 因子の「一歳児を捉える力」と第
7 因子の「夫と協力する力」であった。また、0.8 を超えたのは、第 3 因子の「工夫
して子どもに関わる力」、第 4 因子の「子どもに向き合う力」、第 8 因子の「必要な
支援を受け入れる力」であった。0.7 代であったのは、第 1 因子の「日常生活を整
える力」。第 5 因子の「子どもを理解し受け入れる力」、第 6 因子の「母として成長
しようとする力」であった。クロンバックのα係数が 0.6 代にとどまったのは、第
9 因子の「母親自身の健康を管理する力」であった。
θ係数もα係数と同様の結果であり、0.9 を超えたのは、第 2 因子の「一歳児を
捉える力」と第 7 因子の「夫と協力する力」であった。また、0.8 を超えたのは、
第 3 因子の「工夫して子どもに関わる力」、第 4 因子の「子どもに向き合う力」、第
8 因子の「必要な支援を受け入れる力」であった。0.7 代であったのは、第 1 因子の
「日常生活を整える力」、第 5 因子の「子どもを理解し受け入れる力」、第 6 因子の
「母として成長しようとする力」であった。クロンバックのα係数が 0.6 代にとど
まったのは、第 9 因子の「母親自身の健康を管理する力」であった。（表 6-31）

表 6-31

『一歳児 の子どもを 育てる母 親の育児 力尺度』 の信頼性 係数

α

θ

差

尺度全体（Ⅰ～Ⅸ）

0.921

0.933

0.012

Ⅰ日常生活を整える力

0.753

0.772

0.019

Ⅱ一歳児を捉える力

0.905

0.908

0.003

Ⅲ工夫して子どもに関わる力

0.853

0.857

0.004

Ⅳ子どもに向き合う力

0.867

0.871

0.004

Ⅴ子どもを理解し受け入れる力

0.754

0.772

0.018

Ⅵ母として成長しようとする力

0.746

0.756

0.010

Ⅶ夫と協力する力

0.961

0.962

0.001

Ⅷ必要な支援を受け入れる力

0.819

0.828

0.009

Ⅸ母親自身の健康を管理する力

0.663

0.678

0.015

６．基準関連妥当性の検討
『一歳児を育てる母親の育児力尺度』の妥当性を検討するために、
「育児に対する
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自己効力感尺度」(金岡
尺度」
（山崎、

2011)及び「首尾一貫感覚尺度 Sense of Coherence(SOC-13)

2008）」の相関関係について検討した。その結果、
「育児に対する自

己効力感尺度」と「一歳児を育てる母親の育児力尺度」間にはピアソンの相関係数
は、0.617（P<0.01）であり、比較的強い相関がみられた。また、同様に「首尾一貫
感覚尺度 Sense of Coherence(SOC-13)尺度」と「一歳児を育てる母親の育児力尺度」
のピアソンの相関係数は、0.503(P<0.01)であり、比較的強い正の相関がみられた。
（表 6-32）
表 6-32 尺度全体と SOC 尺度育児に対する自己肯定感尺度の相関
尺度全体
尺度全体

SOC 尺度

育児に対す
る自己肯定
感尺度

-

首尾一貫感覚（SOC）尺度

Pearson の相関係数

.503 **

-

育児に対する自己肯定感尺度

Pearson の相関係数

.617 **

.537 **

‐

７．構成概念妥当性の検討
１）尺度項目 71 項目の構成概念と 9 つの下位概念の構成概念について
「一歳児を育てる母親の育児力」は、9 つの下位概念で構成されている。この概
念に基づき作成した「一歳児を育てる母親の育児力」尺度（71 項目）の尺度全体の
クロンバックのα係数は、0.921 であった。9 つの下位尺度のクロンバックのα係数
は 0.961～0.663 であった。
尺度全体と 9 つの下位尺度間の相関についてみると、「日常生活を整える力」は
0.54(P＜0.01)、「一歳児を捉える力」は 0.617(P＜0.01)、「工夫して子どもに関わ
る力」は、0.684（P＜0.01）、「子どもに向き合う力」は、0.605（P＜0.01)、「子ど
もを理解し受け入れる力」0.701（P＜0.01）、
「母として成長しようとする力」0.603
（P＜0.01）、夫と協力する力 0.464（P＜0.464）、必要な支援を受け入れる力 0.649
（P＜0.01）、母親自身の健康を管理する力 0.574（P＜0.01）であった。
下位尺度間の相関では、
「母親自身の健康を管理する力」と「子どもに向き合う力」
の相関が 0.788（P＜0.01）と強い正の相関を示した。相関係数が 0.4 以上を示した
のは、「一歳児を捉える力」と「工夫して子どもに関わる力」 0.575（P＜0.05）、同
じく「一歳児を捉える力」と「子どもを理解し受け入れる力」0.466（P＜0.01）、同
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様に、「一歳児を捉える力」と「母として成長しようとする力」0.433（P＜0.01）、
「工夫して子どもに関わる力」と「子どもを理解し受け入れる力」0.565（P＜0.01）、
「工夫して子どもに関わる力」と「母として成長しようとする力」0.415（P＜0.01）、
「工夫して子どもに関わる力」と「必要な支援を受け入れる力」 0.461（P＜0.01）、
「子どもに向き合う力」と「子どもを理解し受け入れる力」 0.466（P＜0.01）、「子
どもを理解し受け入れる力」と「母として成長しようとする力」 0.457（P＜0.01）、
「子どもを受け入れる力」と「母親自身の健康を管理する力」0.424（P＜0.01）、
「母
として成長しようとする力」と「必要な支援を受け入れようとする力」 0.409（P＜
0.01）であった。
逆に、下位尺度間の相関関係のある項目が最も尐なかったのは、
「 夫と協力する力」
であった。「夫と協力する力」が弱いながらも正の相関を示した下位尺度は、「工夫
して子どもと子どもに関わる力」0.148（P<0.05）と「母として成長しようとする力」
0.126(P＜0.05)と「必要な支援を受け入れる力」0.194(P＜0.05)であった。下位尺
度間ですべての下位尺度と相関係数が 0.4 未満（P＜0.01）の低い相関を示したのは、
「日常生活を整える力」であった。（表 6-34）

２）『一歳児を育てる母親の育児力尺度』の下位 尺度と「育児に対する自己肯
定感尺度」の相関

『一歳児を育てる母親の育児力尺度』の下位尺度と「育児に対する自己肯定感尺
度」の相関についてみると、
『一歳児を育てる母親の育児力尺度』の 9 つの下位尺度
は、
「育児に対する自己肯定感尺度」と、有意な正の相関があった。相関係数が 0.40
を超えた下位尺度は、
「工夫して子どもに関わる力」0.418（P＜0.01）、
「子どもを理
解し受け入れる力」0.457（P＜0.01）、「母として成長しようとする力」0.414（P＜
0.01）、
「必要な支援を受け入れる力」0.597（P＜0.01）の４つの下位尺度であった。

３）「 一歳 児 を 育て る 母親 の 育 児力 」 尺 度の 下位 尺 度 と「 首 尾 一貫 感覚 尺 度
(SOC-13)尺度」の尺度全体との相関

「一歳児を育てる母親の育児力」尺度の下位尺度と「首尾一貫感覚尺度 (SOC-13)
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尺度」の尺度全体の相関についてみると、９つの下位尺度全てと有意な正の相関が
あった。相関係数が、0.40 を超えた下位尺度は、
「子どもに向き合う力」0.449(P＜
0.01)、「母親自身の健康を管理する力」0.426(P＜0.01)であった。
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表 6-34 「一歳児を育てる母親の育児力」尺度尺度全体と下位尺度の相関
日常生
活を整
える力
日常生活を
整える力

Pearson の相関係数

一歳児を捉え
る力

Pearson の相関係数

工夫して子ど
もに関わる力

Pearson の相関係数

子どもに向き
合う力

Pearson の相関係数

子どもを理解
し受け入れる
力
母として成長
しようとする
力
夫と協力する
力

Pearson の相関係数

必要な支援を
受け入れる
力
母親自身の
健康を管理
する力
尺度全体

一歳児
を捉え
る力

工夫し
て子ど
もに関
わる力

子ども
を理解
し受け
入れる
力

子ども
に向き
合う力

母とし
て成長
しようと
する力

夫と協
力する
力

必要な支
援を受け
入れる力

母親自
身の健
康を管
理する
力

有意確率 (両側)
有意確率 (両側)
有意確率 (両側)
有意確率 (両側)

.342**
.000
.360**

.575**

.000

.000

.163**

.249**

.363**

.007

.000

.000

.290**

.466**

.565**

.466**

.000

.000

.000

.000

.235**

.443**

.415**

.195**

.457**

有意確率 (両側)

.000

.000

.000

.001

.000

Pearson の相関係数

.081

.027

.039

.067

.148*

.126*

有意確率 (両側)

.185

.660

.525

.277

.015

.039

**

**

**

**

**

.409**

.194**

有意確率 (両側)
Pearson の相関係数

Pearson の相関係数
有意確率 (両側)
Pearson の相関係数
有意確率 (両側)
Pearson の相関係数
有意確率 (両側)

.281

.338

.461

.224

.375

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.001

.198**

.144*

.297**

.788**

.424**

.263**

.104

.154*

.001

.018

.000

.000

.000

.000

.091

.012

.540**

.617**

.684**

.605**

.701**

.603**

.464**

.649**

.574**

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

**. 相関係数は 1% 水準で有意 (両側) です。*. 相関係数は 5% 水準で有意 (両側) です。
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尺度
全体

表 6-35

『一歳児を育てる母親の育児力尺度』尺度全体・下位尺度と育児に対する自己肯定感の相関
日常生活を
整える力

日常生活を整える力

一歳児を捉
える力

工夫して子
どもに関わ
る力

子どもに
向き合う
力

子どもを理
解し受け入
れる力

母として成
長しようと
する力

夫と協力
する力

必要な支
援を受け入
れる力

母親自身
の健康を管
理する力

育児力

Pearson の相関係数
有意確率 (両側)

一歳児を捉える力

Pearson の相関係数
有意確率 (両側)

工夫して子どもに関わる力

Pearson の相関係数
有意確率 (両側)

子どもに向き合う力

Pearson の相関係数
有意確率 (両側)

子どもを理解し受け入れる力

Pearson の相関係数
有意確率 (両側)

母として成長しようとする力
夫と協力する力
必要な支援を受け入れる力

Pearson の相関係数

.000

.000

**

.249**

.363**

.007

.000

.000

**

**

.565**

.466**

.000

.000

.000

.000

**

**

**

.195**

.163
.290
.235

.466
.443

.415

.457**

.000

.000

.000

.001

.000

.081

.027

.039

.067

.148*

.126*

有意確率 (両側)

.185

.660

.525

.277

.015

.039

**

**

**

**

**

.409**

.194**

Pearson の相関係数
Pearson の相関係数
Pearson の相関係数
有意確率 (両側)

育児に対する自己肯定感

.575**

Pearson の相関係数

有意確率 (両側)
育児力

.000
.360**

有意確率 (両側)

有意確率 (両側)
母親自身の健康を管理する力

.342**

Pearson の相関係数
有意確率 (両側)

.281

.338

.461

.224

.375

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.001

**

*

**

**

**

**

.104

.154*

.198

.144

.297

.788

.424

.263

.001

.018

.000

.000

.000

.000

.091

.012

**

**

**

**

**

**

**

.649**

.540

.617

.684

.605

.701

.603

.464

.574**

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.194**

.253**

.418**

.349**

.457**

.414**

.312**

.597*

.323**

.617**

.002

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

**. 相関係数は 1% 水準で有意 (両側) です。*. 相関係数は 5% 水準で有意 (両側) です。
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育児に対
する自己
肯定感

表 6-36 『一歳児を育てる母親の育児力尺度』尺度全体・下位尺度と SOC 尺度の相関
日常生活を整
える力

日常生活を整える力

子どもを理解
一歳児を捉え 工夫して子ども 子どもに向き合
母として成長し
し受け入れる
る力
に関わる力
う力
ようとする力
力

夫と協力す
る力

必要な支援を 母親自身の健
受け入れる力 康を管理する力

育児力

Pearson の相関係数
有意確率 (両側)

一歳児を捉える力

Pearson の相関係数
有意確率 (両側)

工夫して子どもに関わる
力
子どもに向き合う力

Pearson の相関係数
有意確率 (両側)
Pearson の相関係数
有意確率 (両側)

子どもを理解し受け入れ
る力
母として成長しようとする
力
夫と協力する力

必要な支援を受け入れる
力
母親自身の健康を管理す
る力
育児力

Pearson の相関係数
有意確率 (両側)
Pearson の相関係数

.000
.360**

.575**

.000

.000

.163**

.249**

.363**

.007

.000

.000

**

**

.565**

.466**

.000

.000

.000

.000

**

**

**

.195**

.290

.235

.466

.443

.415

.457**

有意確率 (両側)

.000

.000

.000

.001

.000

Pearson の相関係数

.081

.027

.039

.067

.148*

.126*

有意確率 (両側)

.185

.660

.525

.277

.015

.039

**

**

**

**

**

.409**

.194**

Pearson の相関係数
有意確率 (両側)
Pearson の相関係数
有意確率 (両側)
Pearson の相関係数
有意確率 (両側)

soc 尺度

.342**

Pearson の相関係数
有意確率 (両側)

.281

.338

.461

.224

.375

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.001

**

*

**

**

**

**

.104

.198

.144

.297

.788

.424

.263

.154*

.001

.018

.000

.000

.000

.000

.091

.012

.540**

.617**

.684**

.605**

.701**

.603**

.464**

.649**

.574**

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

**

**

**

**

**

**

**

**

.426**

.503**

.000

.000

.000

.167

.006

.203

.001

.303

.000

.449

.000

**. 相関係数は 1% 水準で有意 (両側) です。*. 相関係数は 5% 水準で有意 (両側) です。
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.344

.000

.212

.000

.291

.000

.299

soc 尺度

４）９つの下位尺度の因子分析
９つの下位尺度の共通性を確認するために因子分析を行っところ、下位尺度に 3 つのま
とまりがあることが確認された。一つ目のまとまりは、
「一歳児を捉える力」、
「工夫して子
どもに関わる力」、
「子どもを理解し受け入れる力」「母として成長しようとする力」「必要
な支援を受け入れる力」「日常生活を整える力」で、二つ目のまとまりは、「母親自身の健
康を管理する力」「子どもに向き合う力」で、三つ目は「夫と協力する力」であった。
３つの因子の相関を見ると、「第 1 因子」と「第 2 因子」は 0.443、「第 1 因子」と「第
3 因子」は 0.409、
「第 2 因子」と「第 3 因子」は 0.268 でいずれも正の相関があった。

表 6-37 下位尺度（９つ）の因子分析
因子
1

2

3

一歳児を捉える力

.850

-.097

-.191

工夫して子どもに関わる力

.815

.050

-.115

子どもを理解し受け入れる力

.556

.242

.076

母として成長しようとする力

.530

-.020

.190

必要な支援を受け入れる力

.480

-.083

.327

日常生活を整える力

.430

.005

.032

-.081

.926

.058

.062

.865

-.069

-.057

.008

.442

母親自身の健康を管理する力
子どもに向き合う力
夫と協力する力
因子抽出法: 主因子法
回転法: Kaiser の正規化を伴うﾌﾟﾛﾏｯｸｽ法

表 6-38
因子

下位尺度の因子分析による因子の相関
1

2

3

1
2

.443

3

.409

.268

因子抽出法: 主因子法
回転法: Kaiser の正規化を伴うﾌﾟﾛﾏｯｸｽ法
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５）『一歳児を育てる母親の育児力尺度』の下位尺度間の推定モデル図
「一歳児を育てる母親の育児力」尺度の下位尺度間の関係性については確認できたが、
その下位尺度間の関連を検討するためにパス解析を行った。その結果、推定モデルの適合
度指標は、GFI（適合度指標;goodness
adjusted
square

goodness
error

of

criterion）78.082

図 6-1

of

fit

of

fit

index）0.980、AGFI（修正適合度指標：

index）0.950、RMSEA（平均二乗誤差平方根：root

approximation）0.036、AIC（赤池情報量基準：akaike‘ｓ

information

ｶｲ 2 乗 = 24.082、自由度 = 18、有意確率 = .152 であった。

『一歳児を育てる母親の育児力』尺度の下位尺度間推定モデル
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mean

８．基本属性が「一歳児を育てる母親の育児力」尺度の尺度合計と下位尺度に
及ぼす影響
基本属性が、「一歳児を育てる母親の育児力」尺度の尺度合計と下位尺度に及ぼす影響
についてＴ検定を行った。

表 6-39 現在の年齢

日常生活を整える力
一歳児を捉える力
工夫して子どもに関わる力
子どもに向き合う力
子どもを理解し受け入れる力
母として成長しようとする力
夫と協力する力
必要な支援を受け入れる力
母親自身の健康を管理する力
尺度全体
P<0.05*

P<0.01**

年齢

N

平均(SD)

35 歳未満
35 歳以上
35 歳未満
35 歳以上
35 歳未満
35 歳以上
35 歳未満
35 歳以上
35 歳未満
35 歳以上
35 歳未満
35 歳以上
35 歳未満
35 歳以上
35 歳未満
35 歳以上
35 歳未満
35 歳以上
35 歳未満
35 歳以上

175
86
175
86
175
86
175
86
175
86
175
86
175
86
175
86
175
86
175
86

40.91（4.18）
42.13（4.30）
22.29（3.89）
22.81（3.99）
18.92（2.90）
18.95（2.94）
26.04（4.19）
26.19（4.02）
29.22（2.42）
29.13（2.38）
23.71（2.90）
23.37（3.02）
26.87（6.6）
26.71（6.64）
25.50（4.80）
25.67（4.28）
22.85（3.09）
23.49（3.19）
236.31（19.88）
238.45（21.43）

有意確率
（両側）
0.03*
0.31
0.93
0.79
0.77
0.39
0.86
0.77
0.12
0.43

P<0.001***

１）現在の年齢
対象の母親の現在の年齢を 35 歳未満と 35 歳以上の 2 群に分けＴ検定を行った結果、
「日
常生活を整える力」において 35 歳未満の母親は、40.91±4.18 点、35 歳以上の母親は、42.13
±4.30 点となり、35 歳以上の母親の得点が有意に高い傾向が認められた。（P<0.05）（表
6-39）

２）結婚した年齢
対象の母親の結婚した年齢を 35 歳未満と 35 歳以上の 2 群に分けＴ検定を行った結果、
「母として成長しようとする力」において 35 歳未満の母親は、23.68±2.88 点、35 歳以上
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の母親は、21.62±4.03 点となり、35 歳未満の母親の得点が有意に高い傾向が認められた。
（P<0.01）逆に「母親自身の健康を管理する力」において 35 歳未満の母親は、22.97±3.16
点、35 歳以上の母親は、24.48±2.69 点であり、35 歳以上の母親の得点が有意に高い傾向
が認められた。
（P<0.05）（表 6-40）
表 6-40 結婚した年齢

日常生活を整える力
一歳児を捉える力
工夫して子どもに関わる力
子どもに向き合う力
子どもを理解し受け入れる力
母として成長しようとする力
夫と協力する力
必要な支援を受け入れる力
母親自身の健康を管理する力
尺度全体
P<0.05*

P<0.01**

年齢

N

平均(SD)

35 歳未満
35 歳以上
35 歳未満
35 歳以上
35 歳未満
35 歳以上
35 歳未満
35 歳以上
35 歳未満
35 歳以上
35 歳未満
35 歳以上
35 歳未満
35 歳以上
35 歳未満
35 歳以上
35 歳未満
35 歳以上

245
21
245
21
245
21
245
21
245
21
245
21
245
21
245
21
245
21

41.53（4.03）
39.57（5.90）
22.57（3.86）
20.95（4.77）
18.94（2.86）
18.81（3.31）
26.00（4.14）
27.43（3.99）
29.26（2.39）
28.48（2.77）
23.68（2.88）
21.62（4.03）
26.99（6.35）
24.29（9.19）
25.67（4.61）
24.29（5.95）
22.97（3.16）
24.48（2.69）

35 歳未満

245

237.60（19.89）

35 歳以上

21

29.90（28.93）

有意確率
（両側）
0.15
0.07
0.84
0.13
0.16
0.003**
0.07
0.20
0.035*
0.25

P<0.001***

３）最終学歴
対象の母親の最終学歴を中・高・専門学校と短大・大学以上の 2 群に分けＴ検定を行っ
た結果、
「夫と協力する力」において中・高・専門学校卒の母親は、25.87±7.65 点、短大・
大学卒以上母親は、27.77±5.22 点となり、短大・大学卒以上母親の得点が有意に高い傾
向が認められた。（P<0.05）
（表 6-41）

４）自然妊娠か人工妊娠か
対象の母親が自然妊娠か人工妊娠かの 2 群に分けＴ検定を行った結果、「母として成長
しようとする力」
において自然妊娠の母親 23.44±3.07 点、人工妊娠の母親は、25.20±1.82
点となり、人工妊娠の母親の得点が有意に高い傾向が認められた。（P<0.01）（表 6-42）
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表 6-41 最終学歴
学歴

N

平均(SD)

中・高・専門学校
短大・大学以上
中・高・専門学校
短大・大学以上
中・高・専門学校
短大・大学以上
中・高・専門学校
短大・大学以上
中・高・専門学校
短大・大学以上
中・高・専門学校
短大・大学以上
中・高・専門学校
短大・大学以上
中・高・専門学校
短大・大学以上
中・高・専門学校
短大・大学以上
中・高・専門学校
短大・大学以上

159
106
159
106
159
106
159
106
159
106
159
106
159
106
159
106
159
106
159
106

41.18（4.36）
41.67（4.01）
22.27（3.97）
22.82（3.86）
19.03（2.75）
18.85（3.10）
26.38（4.18）
25.74（4.06）
29.22（2.36）
29.21（2.49）
23.53（3.06）
23.59（3.00）
25.87（7.65）
27.77（5.22）
25.72（4.27）
25.23（5.36）
22.97（3.28）
23.26（2.95）
236.18（20.31）
238.14（21.42）

妊娠

N

平均(SD)

自然妊娠
人工妊娠
自然妊娠
人工妊娠
自然妊娠
人工妊娠
自然妊娠
人工妊娠
自然妊娠
人工妊娠
自然妊娠
人工妊娠
自然妊娠
人工妊娠
自然妊娠
人工妊娠
自然妊娠
人工妊娠
自然妊娠
人工妊娠

252
15
252
15
252
15
252
15
252
15
252
15
252
15
252
15
252
15
252
1500%

41.28（4.15）
42.60（5.42）
22.43（3.93）
22.93（4.54）
18.93（2.93）
19.27（2.34）
26.10（4.08）
26.27（5.13）
29.20（2.45）
29.07（1.98）
23.44（3.07）
25.20（1.82）
26.67（6.92）
26.67（5.12）
25.63（4.70）
24.27（5.18）
23.00（3.16）
24.47（2.56）
236.69（20.69）
240.73（22.51）

日常生活を整える力
一歳児を捉える力
工夫して子どもに関わる力
子どもに向き合う力
子どもを理解し受け入れる力
母として成長しようとする力
夫と協力する力
必要な支援を受け入れる力
母親自身の健康を管理する力
育児力
P<0.05*

P<0.01**

P<0.001***

表 6-42 自然妊娠か人工妊娠か

日常生活を整える力
一歳児を捉える力
工夫して子どもに関わる力
子どもに向き合う力
子どもを理解し受け入れる力
母として成長しようとする力
夫と協力する力
必要な支援を受け入れる力
母親自身の健康を管理する力
尺度全体
P<0.05* P<0.01** P<0.001***
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有意確率
（両側）
0.24
0.64
0.66
0.88
0.83
0.003**
1.00
0.28
0.08
0.47

有意確率
（両側）
0.36
0.27
0.62
0.22
0.97
0.86
0.017*
0.43
0.46
0.45

５）出産時の気持ち
対象の母親が出産時の気持ちについて「うれしかった」と回答した群と「どちらかとい
うとうれしかった/どちらかというとうれしくなかった」
の 2 群に分けＴ検定を行った結果、
「子どもを理解し受け入れる力」において「うれしかった」と回答した群は、29.29±2.36
点、
「どちらかというとうれしかった/どちらかというとうれしくなかった」と回答した母
親は、27.50±2.95 点となり、
「うれしかった」と回答した母親の得点が有意に高い傾向が
認められた（P<0.01）。
「夫と協力する力」においても「うれしかった」と回答した群 26.89
±6.65 点、
「どちらかというとうれしかった/どちらかというとうれしくなかった」と回答
した母親は、22.86±8.82 点となり、
「うれしかった」と回答した母親の得点が有意に高い
傾向が認められた（P<0.05）。また「母親自身の健康を管理する力」においても「うれしか
った」と回答した群 23.19±3.04 点、「どちらかというとうれしかった/どちらかというと
うれしくなかった」と回答した母親は、21.29±4.27 点となり、
「うれしかった」と回答し
た母親の得点が有意に高い傾向が認められた（P<0.05）。尺度全体の平均値においても「う
れしかった」と回答した群は、237.70±20.58 点であり、
「どちらかというとうれしかった
/どちらかというとうれしくなかった」と回答した母親は、222.79±19.81 点であり、
「う
れしかった」と回答した母親の得点が有意に高い傾向が認められた（P<0.01）
。（表 6-43）

６）経済的な困りごと
対象の母親が経済的な困りごとは「ない」と回答した群と、経済的な困りごとが「ある
/どちらでもない」と回答した 2 群に分けＴ検定を行った結果、「夫と協力する力」におい
て経済的な困りごとは「ない」と回答した母親 25.82±7.86 点、経済的な困りごとが「あ
る/はどちらでもない」と回答した母親は、27.78±4.88 点となり、経済的な困りごとが「あ
る/どちらでもない」と回答した母親の得点が有意に高い傾向が認められた。
（P<0.05）
（表
6-44）

７）初産婦か経産婦か
対象の母親が初産婦か経産婦かの 2 群に分けＴ検定を行った結果、「日常生活を整える
力」において「初産婦」40.76±4.47 点、
「経産婦」41.93±3.92 点となり、
「経産婦」の得
点が有意に高い傾向が認められた。
（P<0.05）「一歳児を捉える力」においても「初産婦」
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21.47±3.98 点、
「経産婦」23.42±3.70 点となり、
「経産婦」の得点が有意に高い傾向が認
められた。
（P<0.001）「母として成長しようとする力」においても「初産婦」23.11±3.19
点、「経産婦」23.94±2.83 点となり、「経産婦」の得点が有意に高い傾向が認められた。
（P<0.05）
「必要な支援を受け入れる力」においても「初産婦」24.83±5.13 点、
「経産婦」
26.24±4.21 点となり、
「経産婦」の得点が有意に高い傾向が認められた（P<0.05）が、
「母
親自身の健康を管理する力」においては、
「初産婦」23.70±2.87 点、
「経産婦」22.49±3.28
点であり、「初産婦」の得点が有意に高い傾向が認められた。（P<0.01）（表 6-45）

表 6-43 出産時の気持ち

日常生活を整える力

一歳児を捉える力

工夫して子どもに関わる力

子どもに向き合う力

子どもを理解し受け入れる力

母として成長しようとする力

夫と協力する力

必要な支援を受け入れる力

母親自身の健康を管理する力

尺度全体

気持ち

N

平均(SD)

うれしかった

253

41.4（4.23）

どちらかというとうれしかった
どちらかというとうれしくなかった

14

40.64（4.31）

うれしかった

253

22.53（3.96）

どちらかというとうれしかった
どちらかというとうれしくなかった

14

21.14（3.88）

うれしかった

253

18.96（2.91）

どちらかというとうれしかった
どちらかというとうれしくなかった

14

18.64（2.82）

うれしかった

253

26.23（4.07）

どちらかというとうれしかった
どちらかというとうれしくなかった

14

24.07（4.86）

うれしかった

253

29.29（2.36）

どちらかというとうれしかった
どちらかというとうれしくなかった

14

27.50（2.95）

うれしかった

253

23.62（2.95）

どちらかというとうれしかった
どちらかというとうれしくなかった

14

21.93（4.10）

うれしかった

253

26.89（6.65）

どちらかというとうれしかった
どちらかというとうれしくなかった

14

22.86（8.82）

うれしかった

253

25.60（4.79）

どちらかというとうれしかった
どちらかというとうれしくなかった

14

24.71（3.54）

うれしかった

253

23.19（3.04）

どちらかというとうれしかった
どちらかというとうれしくなかった

14

21.29（4.27）

うれしかった

253

237.70（20.58）

どちらかというとうれしかった
どちらかというとうれしくなかった

14

222.79（19.81）

P<0.05*P<0.01**P<0.001***
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有意確率
（両側）
0.52

0.20

0.69

0.06

0.007**

0.04

0.031*

0.50

0.027*

0.009**

表 6-44 経済的な困りごと

日常生活を整える力
一歳児を捉える力
工夫して子どもに関わる力
子どもに向き合う力
子どもを理解し受け入れる力
母として成長しようとする力
夫と協力する力
必要な支援を受け入れる力
母親自身の健康を管理する力
尺度全体

経済的な困りごと

N

平均(SD)

ない
ある/どちらでもない
ない
ある/どちらでもない
ない
ある/どちらでもない
ない
ある/どちらでもない
ない
ある/どちらでもない
ない
ある/どちらでもない
ない
ある/どちらでもない
ない
ある/どちらでもない
ない
ある/どちらでもない
ない
ある/どちらでもない

136
130
136
130
136
130
136
130
136
130
136
130
136
130
136
130
136
130
136
130

41.10（3.95）
41.61（4.51）
22.29（4.07）
22.62（3.85）
18.66（2.93）
19.21（2.82）
25.93（4.07）
26.25（4.20）
29.16（2.41）
29.22（2.45）
23.46（3.31）
23.59（2.73）
25.82（7.86）
27.78（4.88）
25.21（4.85）
25.91（4.61）
22.83（3.06）
23.33（3.21）
234.46（21.04）
239.52（20.34）

P<0.05* P<0.01** P<0.001***

表 6-45 初産婦か経産婦か

日常生活を整える力
一歳児を捉える力
工夫して子どもに関わる力
子どもに向き合う力
子どもを理解し受け入れる力
母として成長しようとする力
夫と協力する力
必要な支援を受け入れる力
母親自身の健康を管理する力
尺度全体

初産婦か経産婦か

N

平均(SD)

初産婦
経産婦
初産婦
経産婦
初産婦
経産婦
初産婦
経産婦
初産婦
経産婦
初産婦
経産婦
初産婦
経産婦
初産婦
経産婦
初産婦
経産婦
初産婦
経産婦

131
136
131
136
131
136
131
136
131
136
131
136
131
136
131
136
131
136
131
136

40.76（4.47）
41.93（3.92）
21.47（3.98）
23.42（3.70）
18.89（2.88）
19.00（2.93）
26.53（4.16）
25.71（4.09）
29.03（2.58）
29.35（2.26）
23.11（3.19）
23.94（2.83）
26.42（7.52）
26.92（6.09）
24.83（5.13）
26.24（4.21）
23.70（2.87）
22.49（3.28）
234.76（21.83）
239.00（19.56）

P<0.05* P<0.01** P<0.001***

100

有意確率
（両側）
0.024*
0.00***
0.76
0.10
0.28
0.026*
0.55
0.015*
0.002**
0.10

有意確率
（両側）
0.33
0.50
0.12
0.53
0.84
0.72
0.015*
0.23
0.20
0.05

８）子どもは笑うか
「あなたのお子さんはよく笑いますか?」の問いに対して「とてもよく笑う」と回答し
た群と、「どちらかというと笑う/どちらかというと笑わない」と回答した 2 群に分けＴ検
定を行った結果、
「日常生活を整える力」において「とてもよく笑う」と回答した群 41.55
±4.14 点、
「どちらかというと笑う/どちらかというと笑わない」と回答した群 38.90±4.69
点（P<0.01）。
「工夫して子どもに関わる力」において「とてもよく笑う」と回答した群 19.11
±2.80 点、
「どちらかというと笑う/どちらかというと笑わない」と回答した群 17.00±3.46
点（P<0.01）。
「子どもに向き合う力」において「とてもよく笑う」と回答した群 26.34±
4.06 点、「どちらかというと笑う/どちらかというと笑わない」と回答した群 23.30±4.09
点（P<0.001）
。
「子どもを理解し受け入れる力」において「とてもよく笑う」と回答した群
29.32±2.34 点、
「どちらかというと笑う/どちらかというと笑わない」と回答した群 27.65
±2.94 点（P<0.01）。
「母親自身の健康を管理する力」において「とてもよく笑う」と回答
した群 23.28±3.10 点、「どちらかというと笑う/どちらかというと笑わない」と回答した
群 20.75±2.77 点（P<0.001）。
「尺度全体」においても「とてもよく笑う」と回答した群
238.15±20.67 点、「どちらかというと笑う/どちらかというと笑わない」と回答した群
221.65±15.7 点（P<0.001）で、
「とてもよく笑う」と回答した母親の得点が有意に高い傾
向が認められた。（表 6-46）
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表 6-46 子どもは笑うか

日常生活を整える力

一歳児を捉える力

工夫して子どもに関わる力

子どもに向き合う力

子どもを理解し受け入れる力

母として成長しようとする力

夫と協力する力

必要な支援を受け入れる力

母親自身の健康を管理する力

尺度全体

笑うか

N

平均(SD)

とてもよく笑う

247

41.55（4.14）

どちらかというと笑う
どちらかというと笑わない

20

38.9（4.69）

とてもよく笑う

247

22.56（3.96）

どちらかというと笑う
どちらかというと笑わない

20

21.25（3.82）

とてもよく笑う

247

19.11（2.80）

どちらかというと笑う
どちらかというと笑わない

20

17.00（3.46）

とてもよく笑う

247

26.34（4.06）

どちらかというと笑う
どちらかというと笑わない

20

23.30（4.09）

とてもよく笑う

247

29.32（2.34）

どちらかというと笑う
どちらかというと笑わない

20

27.65（2.94）

とてもよく笑う

247

23.51（3.03）

どちらかというと笑う
どちらかというと笑わない

20

23.80（3.19）

とてもよく笑う

247

26.83（6.56）

どちらかというと笑う
どちらかというと笑わない

20

24.80（9.53）

とてもよく笑う

247

25.66（4.70）

どちらかというと笑う
どちらかというと笑わない

20

24.2（5.03）

とてもよく笑う

247

23.28（3.10）

どちらかというと笑う
どちらかというと笑わない

20

20.75（2.77）

とてもよく笑う

247

238.15（20.67）

どちらかというと笑う
どちらかというと笑わない

20

221.65（15.70）

P<0.05* P<0.01** P<0.001***
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有意確率
（両側）
0.007**

0.16

0.002**

0.001***

0.003**

0.69

0.20

0.19

0.00***

0.001***

第7章

考察

本研究は、「一歳児を育てる母親の育児力」尺度の開発における信頼性と妥当性の検討
を行った。

Ⅰ．信頼性の検討
信頼性(reliability)とは、測定値の安定性や一貫性のこと（村上、2006）であり、信頼
性の評価方法には、同一テストを同一の被験者に一定期間を空けて繰り返し実施し、得ら
れた 2 回の測定値の相関係数を求める再テスト法、1 回のテストを等質な 2 組に分け、そ
の相関係数を求める折半法などがあるが、内的一貫性の指標であるクロンバックのα係数
（Cronbach、1995）が信頼性の指標として多くの研究で用いられている。それに加えて、
本研究では、主成分分析をもとに尺度構成を行っていることから、尺度項目に最適な重み
づけをした信頼性を検証するためにθ係数を用いて信頼性の検討を行った（高木、2006）
。
「一歳児を育てる母親の育児力」尺度全体のクロンバックのα係数は、0.922 であり、
高値を示した。下位尺度のついては、0.961～0.663 であった。このクロンバックのα係数
の信頼性の値について、信頼性係数は、0.90 以上が理想であるが、一般的な心理テストの
場合は 0.80 以上が妥当である（高木・林、2006）（村上、2007）といわれている一方で、
Polit

&

る（Polit

Hungler は、内部一貫性 0.60 以上をグループの測定用として活用可能としてい
&

Hungler：近藤訳、1994）
。（表 7-1）

また、θ信頼性係数は、クロンバックのα係数との差が近いほど尺度化が最適に行われ
ていると判断するが、
本研究においてその差は、0.001～0.015 の範囲内であった。
（表 6-31）
クロンバックのα係数及びθ信頼性係数の値が最も低い値を示した下位尺度は、第 9 因
子の「母親自身の健康を管理する力」であった。この下位尺度と尺度全体とのピアソンの
相関係数についてみてみると、0.574 であり、強い相関を示していた。
このことから、「一歳児を育てる母親の育児力」尺度の内的一貫性は支持されたと考え
る。
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Ⅱ．妥当性の検討
１．尺度の基準関連妥当性の検証
「一歳児を育てる母親の育児力尺度」の妥当性を検証するために、「育児に対する自
己効力感尺度」(金岡、2011)及び「首尾一貫感覚尺度 Sense of Coherence(SOC-13)尺度」
（山崎、2008）
」の相関関係について検討した。
その結果、「育児に対する自己効力感尺度」と「一歳児を育てる母親の育児力尺度」
間にはピアソンの相関係数は、0.617（P<0.01）であり、比較的強い相関がみられた。
また、同様に「首尾一貫感覚尺度 Sense of Coherence(SOC-13)尺度」と「一歳児を育て
る母親の育児力尺度」のピアソンの相関係数は、0.503(P<0.01)であり、比較的強い相
関がみられた。（表 6-35）
「育児に対する自己効力感尺度」は、Bandura の考えをもとに、
「育児に対する自己効
力感」とは、「育児で直面する経験的あるいは未経験な新しい状況に遭遇した際に臨機
忚変に対処できるという確信の程度」とする（金岡、2011）。とした尺度であり、乳幼
児期の育児期にある母親を対象とし、育児に対する自己効力感が高いほど、育児の満足
感が得られ、育児により派生するストレスが低減すると仮定している。これは、育児に
対する自己効力感の高い母親は、育児に対して臨機忚変に対忚できることを意味するた
め、育児力が高い母親であると捉えることが出来る。本研究において、「一歳児を育て
る母親の育児力尺度」と「育児に対する自己効力感尺度」のピアソンの相関係数によっ
て比較的強い相関があることが確認できたことから、「育児に対する自己効力感尺度」
を外的基準とした基準関連妥当性は、支持されたといえる。
「首尾一貫感覚尺度 Sense of Coherence(SOC-13)尺度」は、Aaron

Antonovsky によ

り提唱されたもので、ストレッサ―やライフクライシスに成功的に対処し、それらがも
つ人間の成長促進可能性を現実のものとする個人あるいは集団の能力であるとされて
いる（Aaron

Antonovsky、1979

1987）。この SOC は、Aaron

Antonovsky により提示

されたその形成と健康への影響に関する理論モデル(健康生成モデル)により構造が仮
説的に 明らか にな って いるも のであ る。 その 構造は 、その 人の 人生 志向性 （ life
orientation)､すなわち､生活世界に対する見方･向き合い方･関わり方における三つの
確信で構成される感覚から成り立つとされている。一つ目が、把握可能感 (sense of
comprehensibility)であり、自分の内外で生じる環境刺激は､秩序づけられ､予測と説明
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が可能なものであるという確信である。二つ目は、処理可能感(sense of manageability)
と呼ばれるその刺激がもたらす要求に対忚するための資源はいつでも得られるという
確信、そして三つ目は、有意味感(meaningfulness)であり、そうした要求は挑戦であり､
心身を投入し関わるに値するという確信である。この 3 つの概念をもつ「首尾一貫感覚
尺度 Sense of Coherence(SOC-13)尺度」について、子育てをしている母親で考えるなら
ば、出産・子育てという人生におけるストレッサ―に対して、母親が子どもを持ち育て
る生活に納得し、そこで生じるさまざまな出来事は解決できるものと確信しそこに身を
投じること、つまり、母親として生きていくことの価値を見い出すことが出来ることだ
と考えられる。本研究において、「一歳児を育てる母親の育児力尺度」と「首尾一貫感
覚尺度 Sense of Coherence(SOC-13)尺度」は、比較的強い相関があることが確認できた
ため、「首尾一貫感覚尺度 Sense of Coherence(SOC-13)尺度」を外的基準とした基準関
連妥当性は、支持されたといえる。

２．構成概念妥当性の検討
構成概念妥当性（construct

validity）とは、測定尺度に必要とされる最も重要な

特性のひとつうちのひとつ(Fayers

&

Machin、

2000)とされ、信頼できる基準との

相関や因子分析、構造方程式モデリング等によって検証するものとされている。
本研究では、
『一歳児を育てる母親の育児力尺度』の構成概念妥当性を検証するために、
①尺度 71 項目の尺度全体および、9 つの下位尺度の内的一貫性の検討、②尺度全体と下
位尺度間の相関についての検討、③下位尺度間の概念関係について、④『一歳児を育て
る母親の育児力尺度』の下位尺度と「育児に対する自己肯定感尺度」の相関、⑤『一歳
児を育てる母親の育児力尺度』の下位尺度と「首尾一貫感覚尺度(SOC-13)尺度」との相
関、⑥『一歳児を育てる母親の育児力尺度』9 因子についてパス解析による推定モデル
を用いて検討した。
「一歳児を育てる母親の育児力尺度」71 項目の尺度全体のクロンバックのα係数は、
0.921 であり、9 つの下位尺度のクロンバックのα係数は、0.961～0.663 であり、尺度
の内的一貫性も十分な値を示した。（表 6-33）
さらに、尺度全体と下位尺度間の相関についても、
「日常生活を整える力」は 0.540(P
＜0.01)、「一歳児を捉える力」は 0.617(P＜0.01)、「工夫して子どもに関わる力」は、
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0.684（P＜0.01）、
「子どもに向き合う力」は、0.605（P＜0.01)、「子どもを理解し受け
入れる力」0.701（P＜0.01）、「母として成長しようとする力」0.603（P＜0.01）、夫と
協力する力 0.464（P＜0.464）、必要な支援を受け入れる力 0.649（P＜0.01）、母親自身
の健康を管理する力 0.574（P＜0.01）であり、9 つの下位概念と尺度全体は、すべて比
較的強い正の相関であった。（表 6-34）
9 つの下位尺度間の相関では、
「母親自身の健康を管理する力」と「子どもに向き合う
力」の相関が 0.788（P＜0.01）と強い正の相関を示した（表 6-30）が、「母親自身の健
康を管理する力」の下位概念は、母親自身のことについての尺度項目で構成されている
のに対し、「子どもに向き合う力」は、母親自身が子どもに向かい合った時の感情とそ
れに伴う行動についての尺度項目で構成されていることから、高い正の相関を示してい
るものの別の概念であるといえる。
『一歳児を育てる母親の育児力尺度』と「育児に対する自己肯定感尺度」では、やや
強い正の相関があった。また、『一歳児を育てる母親の育児力尺度』の下位尺度と「育
児に対する自己肯定感尺度」の相関関係も有意な正の相関があった。
次に、
『一歳児を育てる母親の育児力尺度』の下位尺度と「首尾一貫感覚尺度(SOC-13)
尺度」との相関を見ると、
『一歳児を育てる母親の育児力尺度』9 つの下位尺度の全てに
おいて、有意な正の相関があった。
推定モデルの適合度指標は、GFI（適合度指標;goodness
AGFI（修正適合度指標：adjusted
乗誤差平方根：root
報量基準：akaike‘ｓ

mean

goodness

square

information

error

of
of

fit

of

fit

index）0.980、

index）0.950、RMSEA（平均二

approximation）0.036、AIC（赤池情

criterion）78.082

ｶｲ 2 乗 = 24.082、自由度 =

18、有意確率 = .152 で、適合は高かった。
このことから、「一歳児を育てる母親の育児力尺度」の構成概念妥当性は、支持され
たといえる。
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Ⅲ．基本属性が「一歳児を育てる母親の育児力尺度」に及ぼす影響

Ｔ検定による基本属性などの「一歳児を育てる母親の育児力尺度」及び下位尺度への影
響力の結果をもとに考察する。
出産時の気持ちが「うれしかった」と言えない母親、自分の子どものことを「良く笑う」
と回答していない母親の「一歳児を育てる母親の育児力尺度」の尺度合計点は低いことが
確認できた。
また、現在の年齢が３５歳以上の母親、経産婦の方が、「日常生活を整える力」の得点
が高いことがわかった。これは、年齢を重ねている母親は、経産婦の母親が多いというこ
とが考えられ、子どもを育てる養育期の生活がうまくできるようになっていることが考え
られる。また、経産婦の母親は、
「一歳児を捉える力」の得点が高いことから、一人目の子
育てではない母親は、
「一歳児を捉える力」は高いのだと考える。
「工夫して子どもに関わる力」の得点が高かったのは、自分の子どもは「とてもよく笑
う」と答えた母親であった。これは、逆を考えれば、子どもに工夫して関わっているから、
子どもはよく笑うのだとも考えられる。
「子どもに向き合う力」の得点に影響を与えていた
のも、自分の子どもは「とてもよく笑う」と答えた母親であり、同様に、
「子どもを理解し、
受け入れる力」に影響を与えていたのも、自分の子どもは「とてもよく笑う」と答えた母
親であった。つまり、
「子どもに向き合い」
「子どもを理解して受け入れ」
「工夫して子ども
に関わる」という、母と子の関わり方の関係が形成されていれば、子どもは、
「とてもよく
笑う」のだと考えられる。そして、母親自身が笑顔であるから、子どもも笑顔なのだと考
える。これは、育児に関する母子相互関係を整える看護の構造として、①「母の判断する
力」
、②「母から子に働きかける力」
、③「子の反忚する力」、④「母がこの反忚を読み取る
力」に重なると言える。河野は、「母親の育児力とは、①～④の力を総合したものであり、
その循環から大きく育つものであると考えられる。」と述べている（河野、2001）。
「母として成長しようとする力」の得点は、「人工妊娠」で「経産婦」の方が高かった。
「人工妊娠」で授かった子どものために「母として成長したい」という気持ちの高まりが
あるのだと考えた。そして、
「母として成長しようとする力」が初産婦より経産婦の方が高
かった。これは、母親という経験値を重ねていくことが、母としての自己概念の再構築の
機会を得ていることにつながるのではないかと考えた。
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「夫と協力する力」の得点が高かった基本属性は、「経済的不安」が「ある/どちらでも
ない」と答えた母親と学歴が「短大以上」の母親、そして、出産時の気持ちが「うれしか
った」と答えた母親であった。このことから、経済的不安のある母親は、社会資源に頼る
ことなく、夫婦で協力して子育てをしていかなくてはならないことが考えられるのではな
いだろうか。また、学歴が「短大以上」の母親は、
「夫と協力する力」の得点が高く、これ
は、夫婦として立場が対等であり、夫と協力し合える関係にあるのではないかと考えられ
た。育児期の夫婦関係における「対等性」の認知の変化の研究において、
「夫婦は、妊娠・
出産によって、家庭内の役割が、夫は仕事で、女性は家庭の中にいるのだから家事・育児
をになうものという『認知』の変化が『対等』から『非対等』になる」ことが報告されて
いる（庭野、2010）。夫婦関係で、この「非対等」の認知に至らず、夫婦平等であり育児は
夫婦が協力し行うものという認識が持てるのが高学歴な母親だと考えられた。
「必要な支援を受け入れる力」の得点が高かった基本属性は、
「経産婦」であった。これ
は、経産婦の子育てが大変であるために必要な支援を受け入れる必要があることや子育て
の経験から、必要な社会資源について理解していることが考えられる。
「母親自身が健康を管理する力」の得点が高かったのは、「結婚した年齢」が 35 歳以上
の母親、出産した時の気持ちが「うれしかった」と回答した母親、
「初産婦」で、自分の子
どもは、「とてもよく笑う」と答えた母親であった。
このことから、
「結婚した年齢」が 35 歳以上の母親は、自分なりの健康を管理しながら、
妊娠・出産を経て子育てをしていると考えられ、まずは、母親自身が自分の健康管理をし
なければ、体力的にも育児が大変な状況になるのではないかと考えた。また、出産時の気
持ちが「うれしかった」と答えた母親は、母親自身の精神面が安定しているため、精神面
の尺度得点を押し上げていることが推測できる。
「初産婦」の母親は、ひとりの子どもと一
対一の子育てが出来るため、
「経産婦」の母親に比べ時間的な余裕があり、自分自身の健康
管理が行えるのだと考えられる。そして、自分の子どもは「とてもよく笑う」と答えた母
親が、自分自身の健康を管理する力が高いのは、身体的・精神的な安定が、日ごろの母親
の笑顔につながり、母親と向かい合っている子どもが笑顔になるのだと考えた。
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Ⅳ．「一歳児を育てる母親の育児力」尺度の活用について

「一歳児を育てる母親の育児力」尺度は、尺度合計点及び 9 つの下位尺度得点ごとの活
用方法について考察する。

１．尺度全体の合計点
尺度合計点では、総合的に一歳児を育てる母親の育児力について捉えることが出来る。
また、下位尺度の得点のバランスから、育児力のどの部分でサポートを必要としているの
かを捉えることが出来る。

２．下位尺度毎の合計点
１）日常生活を整える力
「日常生活を整える力」は、下位尺度の中で、その他の下位尺度との相関係数が最も低
い下位尺度であった。このことから、
「一歳児を育てる母親の育児力」を捉えようとすると
き、尺度全体の点数に関わらず、意識してこの下位尺度を確認することが重要となる。特
に、一歳児は生活リズムをつけていくスタートラインであり、子どもと家族の 24 時間の安
定した生活が子どもの自律神経を整えることにつながる。このため、人の身体の生理学的
仕組みからは、日常生活を整えることが非常に重要であるため、推定モデルが示している
ように、母親の「日常生活を整える力」の得点が高くなるよう、
「一歳児を捉える力」、
「工
夫して子どもに関わる力」、
「必要な支援を受け入れる力」の得点を確認しながら、活用し
ていくことができると考える。

２）一歳児を捉える力
「一歳児を捉える力」は、母親が、一般的な一歳児の子どもの生活と発達についてどの
程度理解しているかを捉えることができる。育児力の合計点数が低い場合、母親が子ども
と生活する時に必要な子どもを捉える知識を持ち合わせているかをこの下位尺度で確認す
ることができる。母親が子どもに関わるためには、まず、自分の子どもが一般的な一歳児
が送る日常の生活を過ごすことが出来ているのかまた、一歳児の発達を知っているのか確
認しなければ、
母親の関わりの良し悪しにはつながっていかないため、
「一歳児を捉える力」
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を確認して、子どもに向かうための基盤をつくるために活用できると考える。

３）工夫して子どもに関わる力
「工夫して子どもに関わる力」は、母親が一方的な子どもへの関わりを行っていないか、
子どもの発達や反忚を見極め、自分なりに育児を工夫できているのかを捉えることが出来
る。推定モデルからは、この「工夫して子どもに関わる力」は、その他の下位尺度ととて
も関係が強く、この力が「日常生活を整える力」
「必要な支援を受け入れる力」へと関係し
ていくためこれらの下位尺度の得点と合わせて見ていくことが出来る。

４）子どもに向き合う力
「子どもに向き合う力」は、母親が我が子に向き合えているのかという、母親として

の

ベースを捉えることが出来る。また、「子どもに向き合う力」の得点が低い母親は、なぜ、
子どもに向き合うことが出来ていないのかということを確認する、という、次の関わりの
必要性について判断する材料となる尺度である。この下位尺度は、母親の育児力が虐待へ
とつながる可能性について捉えることが出来る。

５）子どもを理解し受け入れる力
「子どもを理解し受け入れる力」は、一般的な一歳児のあり様ではなく、母親が我が子
のことをしっかりと観察し、理解して捉えた我が子を受け入れているかを確認することが
出来る。「子どもを理解し受け入れる力」は、推定モデルから、「工夫して子どもに関わる
力」
、「子どもに向き合う力」
、「母として成長しようとする力」、「一歳児を捉える力」から
つながる下位尺度であるため、
「子どもを理解し受け入れる力」の得点の高さを確認するこ
とで、母親の我が子に対するおもいと一歳児を捉える知識と関わる力について捉えること
が出来る。

６）母として成長しようとする力
「母として成長しようとする力」は、母親が母親として生きていく上で、目標となる母
親像を持ちながら、自分自身を振り返り、母親としての自己を作り変えながら生きている
かということを捉えることができる。これは、人が行動しようとするときに、その目的、
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目標が明確でないと行動かできないため、尺度得点に低い項目があったときに、母親がど
の程度支援者の関わりに耳を傾ける準備ができているかということを捉えることができる。
この下位尺度の得点が低い場合は、母親としての自分をどの程度認識できているのかを捉
えることができるため、母親の支援をする立場にある人の介入の受け入れ、行動変容への
期待も同時に捉えることができる。

７）夫と協力する力
「夫と協力する力」は、夫の実際的な支援を得られているか、夫婦関係に満足している
かについて捉えることができる。夫婦関係と育児困難感、育児不安については、父親が育
児に参加するかどうか，夫婦の会話が多いかどうかという夫婦関係が母親の育児不安研究
で扱われている。それによると、父親が子育てに参加することが多いかどうか、あるいは、
父親が子どもと接する時間が長いかどうかは育児不安とは関係しないことが明らかになっ
ている（牧野、1982；牧野・中西、1985；住田・中田、1999）。それに対して，父親が子育
てに責任を感じていると母親が思えている場合（牧野、1982）、父親の育児への分担意識を
母親が好意的に受けとめている場合（牧野・中西、1985）、そして夫婦の会話が多い場合（牧
野、1982；住田・中田、1999）に育児不安が低いことが明らかになっている。なお、夫婦
の会話に関しては、夫婦のコミュニケーションにおいて、表現的なスキルが高い母親は父
親からのサポートを多く受けており、さらに、夫婦のコミュニケーションを母親がコント
ロールできている場合に、育児不安が低いとする報告もある（石・桂田、2006）ことから、
母親が不安定である場合は、その原因が、子どもや母親自身でないのに育児力の尺度得点
の高い場合は、育児環境のひとつとして、夫の関係を捉えることができる。

８）必要な支援を受け入れる力
「必要な支援を受け入れる力」は、友人・家族・近所の方々との関係、育児資源の活用
状況、専門家の支援を受けているかという母親のソーシャ・ルサポートの状況を捉えるこ
とができる。ソーシャル・サポートは、直接ストレス反忚を軽減するのではなく、自己効
力感を介してストレス反忚を軽減するといわれていることから（金ら、1998）も、母親の
育児力尺度得点が低い場合は、その育児環境を捉えることができる。

９）母親自身の健康を管理する力
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「母親自身の健康を管理する力」は、母親の健康観とセルフケアできる力がどの程度あ
るかということを、精神面・身体面から捉えることができる。そして、今回の研究結果か
らは、
「母親自身の健康を管理する力」と「子どもに向き合う力」の相関係数が最も高かっ
たことから、母親の育児力全体の基本となる潜在力を捉えることができるといえる。

３．9 つの下位尺度の因子分析を踏まえた「一歳児を育てる母親の育児力」尺
度モデルの活用
『一歳児を育てる母親の育児力尺度』9 つの下位尺度の因子分析から、下位尺度は、そ
の共通性により、3 つのグループに類別された。一つ目は、
「一歳児を捉える力」、
「子ども
に工夫して関わる力」
「子どもを理解して受け入れる力」、
、
「母として成長しようとする力」、
「必要な支援を受け入れる力」、
「日常生活を整える力」で、二つ目は、
「母親の健康を管理
する力」
、「子どもに向き合う力」、そして 3 つ目が、「夫と協力する力」であった。
また、
『一歳児を育てる母親の育児力尺度』の 9 つの下位概念によるパス解析によって、
図６－１に示す推定モデルとして 9 つの下位尺度の関係性を示すことができた。
推定モデルの適合度指標は、GFI（適合度指標;goodness

fit

index）0.980、AGFI

（修正適合度指標：adjusted

goodness

of

平方根：root

error

approximation）0.036、AIC（赤池情報量基準：

akaike‘ｓ

mean

square

information

of

fit

of

criterion）78.082

index）0.950、RMSEA（平均二乗誤差

ｶｲ 2 乗 = 24.082、自由度 = 18、有意確

率 = .152 で、適合度は高く、関係性の高い下位尺度を読み取ると、「母として成長しよう
とする力」
、「一歳児を捉える力」、「子どもに工夫して関わる力」、「子どもを理解して受け
入れる」
、「必要な支援を受け入れる力」、「日常生活を整える力」に高い関係性があること
が示された。また、
「母親の健康を管理する力」、
「子どもに向き合う力」に向かう影響力の
強さも確認できた。これに対し、
「夫と協力する力」と影響し合っている下位尺度はないこ
とが確認され、この結果は 9 つの下位尺度の因子分析と全く同じ結果であった。これによ
り、母親の育児力は、
【一歳児を捉え、我が子の特徴を重ね、母として成長したい気持ちを
持ちながら、毎日の生活を送っていくという育児の根幹となる力】と【行動範囲が広がり
個性が出てくる 1 歳児に、母親が心身共に良い状態で向かい合う力】と【夫と協力する力】
という大きな三つの力だと捉えることが出来る。
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４．「一歳児を育てる母親の育児力」尺度の活用
１）一歳児を育てる母親
母親は、妊娠・出産を経て、新生児期、乳児期の子育てで、お世話をしないと生命維持
ができないという子どもの特徴に忚じて、母親として成長している。ところが、子どもは
一歳を過ぎると、一人歩きができるようになるとともに、精神面でも発達し、人としての
個別性が現れてくる。このため、それまで果たしていた母親役割とは違い、自分の子ども
でありながら、自分の思うようにならない子どもを目の前にして、さまざまな思いを抱く
時期となる。
つまり、母親として、次の段階へ上ることが必要なのである。このような時、『一歳児
を育てる母親の育児力尺度』の質問に答えることで、一歳児を育てる母親に必要な知識や
スキル、他者との関係の持ち方を振り返る機会になる。実際に、本研究の本調査のときに
も、母親から「このアンケートに答えながら、いろいろ反省しました」とか、
「私の子育て
はこれでよいのだなぁ。と思えました。」という声があった。
このことから、この尺度を用いることで、母親が自分自身の育児力を自己評価すること
ができると考える。

２）一歳児を育てる母親の支援者
我が国における子育て支援の対策の現状から、母子に直接支援をしているのは、子育て
支援センターのスタッフや指導員であり、その現場に看護職は不在である。実際に、支援
者が子育て支援活動の中で困っていることとして、
「困難ケースへの対忚」、
「関係機関との
連携」をあげているほか、支援者自身の課題を「技術や知識を高める研修」、「カウンセリ
ングやソーシャルワーク」、
「虐待対忚」としている（社会福祉法人

日本保育協会

2010）。

これらの課題を解決する際に、
「一歳児を育てる母親の育児力尺度」を使用して、母親の
育児力の全体を捉え、下位尺度の「子どもに向き合う力」の得点が低い場合は、早急に保
健師につなぐという、関係機関の連携の必要性の把握と、機会につながると考える。また、
下位尺度項目別の得点によって、何を支援していくことが必要かを捉えることができるた
め、看護の専門家でなくても関わる方向性を見出して自信を持って関わることにつながっ
ていく可能性があると考える。
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３）地域で「一歳児を育てる母親」を支援する看護職
地域で「一歳児を育てる母親」を支援する看護職は、尺度の合計得点だけでなく、この
尺度を下位尺度別に活用して、母親の全体像を捉えることができる。
「日常生活を整える力」は、毎日の 24 時間の生活が規則正しく営まれているかという
事が捉えることができる。人間の免疫力は、毎日の生活の繰り返しの中でつくられるもの
であるため、子どもの情緒の安定や病気のかかりやすさなど全ての基本となる項目として
母子を捉えることに活用できる。
「一歳児を捉える力」は、母親が一歳児に対する知識があるかどうかを捉えることがで
きるため、この尺度得点が低い場合は、知識を伝えることができる。また、尺度を活用し
て、どの項目に対する知識が低いかを捉えることができれば、地域全体の課題として、知
識の普及に活かしていくことができる。
「子どもに向き合う力」は、子どもに向き合うことができない母親の育児に対する困難
な状況が捉えられるため、母親への早期介入が可能になる。。今回の調査結果から、「子ど
もに向き合う力」と「母親自身の健康を管理する力」には共通性があり、二つの下位尺度
間には、強い正の相関があることが確認されていた。このため、
「子どもに向き合う力」へ
の支援が必要な母親は、
「母親の健康を管理する力」の尺度項目を細かく確認し、母親の身
体的・精神的なセルケアへの支援を行うことができる。
「子どもを理解し受け入れる力」は、母親が、我が子の成長発達をどのように見つめ、
我が子として受け入れられているかが捉えられるため、下位尺度の合計得点が低い場合は、
個別の対忚の必要性が把握できる。一歳児を過ぎて、その子らしさが芽生えてくるとき、
例えば、母親は、
「自分に似ているから」とか「夫に似ているから」という理由や「おとな
しいから」
、「言うことをきかないから」などという理由で我が子を受け入れられなくなる
ケースもあるため、我が子を受け入れることへの支援につながる。
「母親として成長しようとする力」は、母としての準備性を捉えることが出来る。人間
は、何か行動を起こそうとするとき、まず、意志が働く。このため、母親の育児力を高め
る介入をしようとする時、その母親に認識面での親としての準備性がどの程度あるかを「母
として成長しようとする力」で確認することが出来る。母としての準備性が低い母親の場
合は、個別の介入をして母親としての自立を支援しながら、その他の下位尺度の支援を並
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行して行うことで、母親への支援効果を高めることが出来る。
「夫と協力する力」は、母親の精神的な安定の程度を重ねあわせて見ていくことで、母
親が「子どもに向き合う力」の得点とどうつながっているかを捉えることが出来る。今回
の調査結果では、
「夫と協力する力」は、他の下位尺度との関係性が低かった。しかし、基
本属性が及ぼす影響としては、母親の学歴を「中・高・専門学校」と「短大・大学」のグ
ループに分け T 検定を行った結果、
「短大・大学」卒業の母親は、「中・高・専門学校」卒
業の母親よりも「夫と協力する力」の得点が有意に高かった。また、経済的に不安が「あ
る/どちらともいえない」と答えた母親も「夫と協力する力」の点数が有意に高かった。こ
のため、母親が夫との関係性において対等性が持てず、
「夫と協力する力」が低いことが考
えられる場合には、個別の関わりをすることで、夫婦で協力する力は高まり、母親の精神
的な安定への支援が可能になる。
「必要な支援を受け入れる力」は、「孤育て」（孤独な子育て）をしていないかを捉える
ことが出来る。児童虐待の増加の原因の一つに、家族・地域の養育力の低下があげられて
いる。これは、核家族化が進み地域社会とのつながりがなくなり、子育ての悩みを解決で
きない母親は育児力が低いことを指摘しているものである。これまで、女性は、子どもを
産むと母親になるものという考えであったが、母親になることと、育児ができることは別
問題である。女性が母親として育つためには、
「親の育ち」を支援していくことが求められ
ているのである（千葉ら、2005）。これらのことからも、
「必要な支援を受け入れる力」は、
母親の育児力を高めるために、具体的にどのような支援を必要とするのかを考えるきっか
けを与えるものである。
「母親の自分自身の健康を管理する力」は、母親が子育てに対して、身体的、精神的に
ゆとりがあるかどうかを捉えることが出来る。「母親の自分自身の健康を管理する力」は、
「子どもに向き合う」力と有意な正の相関があったことからも、子どもにしっかり向き合
うことの母親自身の準備ができているかを捉えることができる。その一方で、9 つの下位
尺度による因子分析を行ったとき、
「母親の自分自身の健康を管理する力」は、育児力のベ
ースとなると思われる、
「一歳児を捉える力」、
「子どもを理解し受け入れる力」、
「母として
成長しようとする力」、
「必要な資源を受け入れる力」、
「工夫して子どもに関わる力」や「日
常生活を整える力」とは、マイナスの負荷率を示していた。このため、
「母親の自分自身の
健康を管理する力」が高いことは、自分自身の生活を整えることに重きがおかれ、子ども
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との日々の生活がなおざりになっていることも考えられる。つまり、
「母親の自分自身の健
康を管理する力」は、プラスとマイナスの両側面から捉え、母親の育児力を高める支援に
使うことが出来る。

５．『一歳児を育てる母親の育児力尺度』の特性
『一歳児を育てる母親の育児力尺度』は、地域で一歳児を育てる母親の育児力を総合的
に捉え、母親に的確な育児支援を行うことを目的として開発した。
これまでに開発されてきた母親の尺度として、産褥期における母親役割の自信尺度と母
親であることの満足度尺度がある（前原ら、2005）。この尺度は、出産後の退院時と産褥 1
か月時の母親を対象としていた。母親の適忚を評価する尺度には様々なものがあるが、母
親役割の獲得にあたっては、対象や時期を考慮する必要があることを前提とし、産褥期の
母親の適忚を評価する尺度である。本研究の『一歳児を育てる母親の育児力尺度』とは、
子どもの対象月例は違うものの、この尺度は、母親役割獲得の主観的評価を測定するため
に[母親役割の自信尺度]と[母親であることの満足度尺度]について測定するものである。
[母親役割自信尺度]の下位尺度は、
「知識・技術の自信」、
「合図の読み取り」、
「要求への忚
答」
、「自分と我が子に合ったやり方の確立」で、[母親であることの満足度尺度]の下位尺
度は、
「相互作用の楽しみ」
、
「母としての自己肯定感」であった。この尺度のように母親の
育児力は、
「母親役割の自信」と「母親であることの満足感」とも共通する。しかし、地域
で生活する母親は、自分自身が果たせない母親役割は、他者や資源を活用してその役割を
果たすことも求められる。このため、
「夫と協力する力」、
「必要な資源を受け入れる力」は
『一歳児を育てる母親の育児力』の下位尺度になくてはならない下位尺度である。また、
地域で子育てをする母親は、産褥１か月までのように、専門家や家族と手厚いサポートの
時期を過ぎ、母親自身のセルフケアが求められるため、
「日常生活を整える力」や「母とし
て成長しようとする力」が母親の育児力を測定するために必要で特徴的な下位尺度である。
「１歳 6 か月児を持つ母親への支援に向けた社会的健康度尺度」
（大野ら、2010）は、家
族保健機能の中心的存在であり、子どもの社会的自立を支える大きな役割を果たしている
子育て中の母親のサポートを探るために開発されたものである。尺度項目は、
「社会への関
心」
、「地域、社会参加」「他者との関わり、社交性」「自己調整・意識」の５つの側面から
作成され、下位尺度は、
「家族以外との交流・社交性」
「子育てに伴う制約感」
「地域・社会
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との関わり」「社会生活における自己効力感」であった。『一歳児を育てる母親の育児力尺
度』も母親への的確な支援のために開発したが、
「１歳 6 か月児を持つ母親への支援に向け
た社会的健康度尺度」が、母親の社会的健康の側面にのみ焦点が当てられているのに対し、
『一歳児を育てる母親の育児力尺度』は、母親自身の育児に対するおもい、育児に関する
知識や関わり方、母親と子どもの関係、母親の健康管理、母子を含む家族の日常生活
についても測定する。社会的健康への支援という母親支援の一部分ではなく、一歳児、母
親、母子関係、夫婦関係、社会関係を総合的に捉え、支援することを目的としているのが
この尺度の特徴である。
「育児幸福感尺度」（清水ら、2007）
、「育児幸福感尺度短縮版」（清水ら、2010）は、育
児中に感じる肯定的な情動を「育児幸福感」として捉え、育児中の幸福感を多面的に捉え、
育児によってもたらされる母親の幸福感を高める支援のために開発されたものである。
「育
児幸福感尺度」の下位尺度は、「子どもの成長」、「希望と生きがい」、「親としての成長」、
「子どもに必要とされること」、
「夫への感謝の念」、「新たな人間関係」、「子どもからの感
謝と癒し」
「出産と子育ての意義」の 8 つであった。「育児幸福感尺度」の尺度項目は、育
児中に感じる「安心」
「希望」
「喜び」
「感情」
「同情」
「誇り」といった情動から作成されて
いる。このため、母親自身の育児ができているかを測定するものではなく、母親の主観的
な幸福感を測定するものであり、
『一歳児を育てる母親の育児力尺度』とは、性質の異なる
ものであると言える。
その他、育児不安や育児ストレスの測定尺度に関する論文は多数ある（川崎ら、2003）。
このような尺度は、児童虐待の早期発見や育児不安支援の必要な母親を早期発見し、対忚
するために必要な尺度である。しかし、地域で生活する母親を支援するためには、問題の
ある母親だけに支援を行うのではなく、核家族化、尐子化が進み、子どもの面倒を見たこ
とのない女性が子どもを産み母親へと成長できる支援を行う必要があるのである。そのた
めに、
『一歳児を育てる母親の育児力尺度』のように母親が母親として成長できるための的
確な支援を行うために、母親の育児力を総合的に捉えることが出来るという特徴を持った
この尺度が必要となるのである。
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第８章

結論

本研究では、以下の５つの結論を得た。

１．
『一歳児を育てる母親の育児力尺度』は、９つの下位尺度「日常生活を整える力（１２
項目）」
、
「一歳児を捉える力（７項目）」、
「工夫して子どもに関わる力（６項目）」、
「子ども
に向き合う力（８項目）」
、「子どもを理解し受け入れる力（８項目）」、「母として成長しよ
うとする力（７項目）
」
、「夫と協力する力（８項目）」、「必要な支援を受け入れる力（８項
目）
」
、
「母親自身の健康を管理する力（７項目）」からなる全 71 項目の一次元構造の尺度で
ある。

２．
「一歳児を育てる母親の育児力」尺度全体のクロンバックのα係数は、0.921 であり、
高値を示した。下位尺度のついては、0.961～0.663 であった。θ信頼性係数とクロンバッ
クのα係数との差は、0.001～0.015 の範囲であり、信頼性の高い尺度であることが確認さ
れた。

３．
「育児に対する自己効力感尺度」と「一歳児を育てる母親の育児力尺度」間のピアソン
の相関係数は、0.617（P<0.01）、
「首尾一貫感覚尺度 Sense of Coherence(SOC-13)尺度」
と「一歳児を育てる母親の育児力尺度」のピアソンの相関係数は、0.503(P<0.01)であり、
比較的強い正の相関がみられ、基準関連妥当性が支持された。

４．
『一歳児を育てる母親の育児力尺度(71 項目)』の尺度全体のクロンバックのα係数は、
0.921 であった。また、9 つの下位尺度のクロンバックのα係数は、0.961～0.663 であっ
た。尺度全体と 9 つの下位尺度間の相関は、すべて比較的強い正の相関があった。
『一歳児
を育てる母親の育児力尺度』の下位尺度と「一歳児を育てる母親の育児力尺度」の相関関
係は、有意な正の相関があった。「
『一歳児を育てる母親の育児力尺度』の下位尺度と「首
尾一貫感覚尺度(SOC-13)尺度」の尺度全体の相関では、有意な正の相関があった。9 つの
下位尺度を因子分析の結果、9 つの下位尺度は、3 つのまとまりになることが確認された。
9 つの下位尺度によるパス解析では、推定モデルの適合度指標は高く、GFI
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0.980、AGFI

0.950、RMSEA

0.036、AIC

78.082

ｶｲ 2 乗 = 24.082、自由度 = 18、有意確率 = .152

であった。
これらの結果から、『一歳児を育てる母親の育児力尺度』の構成概念妥当性は支持され
た。

５．
『一歳児を育てる母親の育児力尺度』の特性から、１）地域で生活する母親の育児力を
総合的に捉え、２）尺度全体の得点、下位尺度の得点の結果を把握することにより、３）
下位尺度間の関係性を確認しながら関わることが可能になり、母親の育児力を高めるた
めの的確な支援に活用できる。
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本研究の限界と課題
本研究は、我が国の母子保健の課題のひとつである「母親と子どもの心の安らかな発達
の促進と育児不安の軽減」を目指し、地域で生活する母親の育児力を総合的に捉え、的確
な支援ができる尺度の開発を目的として行われた。今回の研究では、
「母親の育児力」の概
念を保持しながらの初めての研究であったため、完成した尺度項目が 71 項目となった。現
場で実際にこの尺度を活用するためには、母親に負担の尐ない簡便な尺度開発が求められ
る。今後は、地域の母子保健活動で活用可能な『一歳児を育てる母親の育児力尺度』短縮
版の開発を行っていきたい。また、尺度全体の点数や下位尺度の点数別の保健指導マニュ
アルの作成も行い、地域保健活動の質の向上も目指したい。
さらに、母親の育児力は、子どもの成長発達によって求められる力が違うため、対象の
健康度別や発達段階別の尺度開発も課題としたい。
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