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their children is developed and analyzed according to the children＇s ages. The participants were 
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or kindergartens. The factors identified as influencing perceptions of being victimized included 
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問題と目的

子どもの心身の健全な成長にとって親子関係が重
要なことは論を俟たないが，近年，子どもに対する
親の不適切な養育が問題となっている。その中で，
子どもに対する親の認知についての研究が進んでお
り，「被害的認知」（中谷・中谷，2006；西澤・屋内，
2006）という概念が注目されている。被害的認知と
は，親が子どもから被害を受けているかのような認
知をするものであり，虐待傾向を示す親に見出され
る認知として報告されてきた。池田（1987）は，母
親の虐待理由として「叱ったところわざと目をそら
した」「一歳すぎから反抗的になって母親をバカにし
た」などを挙げている。また，西澤（1994）は，あ
る母親が「私をバカにして泣き止まないんだ，私の
育児が下手なのをこの子が責めているんだ，という
考えが浮かんでくるんです」と語った事例を挙げて
いる。一方，こうした被害的認知に対して，臨床事
例だけでなく広く非臨床群の親を対象にした質問紙
調査を用いた研究が行われ，被害的認知が虐待的行
為や不適切な養育に関係していることが示されてい
る（中谷，2016；中谷・中谷，2006；西澤・屋内，
2006）。こうした研究は，虐待防止の観点から意義が
大きいと言える。
しかし，被害的認知は，「母の SOSのサインであ

ると言える」（會田・大河原，2014）という指摘もあ
るように，たとえ虐待に結びつかないとしても重要
な認知であると考えられる。したがって，被害的認
知それ自体に焦点を当てることが必要であると考え
られるが，そのような視点から行われた研究は見当
たらない。中谷・中谷（2006）では，自尊感情と育
児ストレスが被害的認知に影響を及ぼすことが示さ
れているが，考察の主体は被害的認知が虐待的行為
に及ぼす影響であり，自尊感情と育児ストレスは被
害的認知を抑制または促進する要因であるという記
述にとどまっている。また，曾田・大河原（2014）
では，身体感覚否定経験認識（痛みなどの身体感覚
を母親に否定された経験の認識）と育児不安が被害
的認知に影響を及ぼすことが示されている。しかし，
身体感覚否定経験認識については，身体感覚否定経
験の反復によって脳幹が刺激から脅威を感じやすく
なり，わが子の泣き声などの刺激によって脳幹レベ
ルで脅威を感じ，闘争－逃走反応が喚起されて皮質
レベルで被害的認知が生じるという脳機能からの考
察になっている。また，育児不安については，被害
的認知とともに本来感（自尊感情）を低めるという
結果から，本来感（自尊感情）を中心とした考察に
なっている。本研究では，被害的認知を中心に据え

て，それに影響を及ぼす心理的な要因について検討
したい。
そのためには被害的認知の定義・内容を明確にす
ることが必要であるが，先行研究においては，「子ど
もの行動を被害的にとらえる傾向」（西澤・屋内，
2006），「子どもに対する母親の敵意帰属を主たる内
容として」（中谷・中谷，2006）など，研究によって
異なり明確とは言い難い。そこでまず，被害的認知
という概念を明らかにする。
先行研究を精査すると， 被害的認知は以下の 3つ

の特徴を持つことが分かる。第 1の特徴は，被害的
認知が，子どもへの敵意帰属と子どもからの被害感
から成っていることである。この両概念は明確に区
別することが難しく，例えば「子どもに無視された
ように感じる」は被害感を含むと同時に，敵意帰属
も含んでいると言える。したがって，本研究では少
なくとも一方を含んでいるものとする。第 2の特徴
は，被害的認知の主体が親で対象が子どもであるこ
とである。先行研究においては，主体は「保護者」

（西澤・屋内，2006），「母親」（中谷・本城・村瀬・
金子，2007；中谷・中谷，2006），つまり「親」で
あった。対象はすべて「子ども」であった。第 3の
特徴は，被害的認知には親の思い通りにならない場
面が想定されているということである。子どもが反
抗したり言うことをきかない場面を提示している研
究（中谷，2016；中谷・中谷，2006；中谷他，2007）
や，思い通りにならない場面が被害的認知質問項目
の文中に記述されている研究（曾田・大河原，2014）
がある。
以上の特徴を踏まえて，本研究においては被害的
認知を「親が，子どもが自分の思い通りにならない
場面において，子どもが自分に敵意を持っていると
感じたり，子どもから被害を受けていると感じたり
すること」と定義する。
次に，被害的認知に影響を及ぼす要因について，
以上の定義・内容を踏まえて 2つの枠組みから考え
てみる。 1 つ目は，被害的認知が健常者にも見られ
る被害的な観念に近いものではないかという枠組み
である。被害的認知は「非現実的な被害を認知して
しまうということ」（西澤，2010）であり，通常の認
知とは異質なものであると考えられる。しかし，妄
想のように訂正不能な誤った信念とは言えず，健常
者にも見られる被害的な観念に近いものではないか
と考えられ，そうした傾向が被害的認知に影響を及
ぼしているのではないだろうか。 2 つ目は，被害的
認知は子どもに対する親の認知であり，虐待研究の
中で注目されてきた概念であるという枠組みであ
る。虐待傾向のある親の心性も，被害的認知に影響
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を及ぼしているのではないだろうか。
そこでまず第 1の枠組みについて，一般健常者の

被害妄想的な観念を扱った研究を概観すると，金子
（2000）が整理しているように，他者の行動の背後に
悪意を感じるという猜疑心に重点を置いているもの

（大渕，1993；滝村，1991），自分に向けられたので
はないかもしれない出来事に対して，自分がその出
来事の対象ないし被害者であると過剰判断する自己
関係づけに重点を置いているもの（Fenigstein, 
1984），その両方の概念を含むもの（Fenigstein & 
Vanable, 1992; 池田，1997；金子，1999）に大別さ
れる。この分類は，被害的認知が第 1の特徴として
敵意帰属と被害感の少なくとも一方を含むと整理さ
れたことに類似している。そこで，健常者の被害的
な観念の研究を，認知の主体と対象，認知が起こる
場面についても対応させて整理したものをTable 1に
示す。これを見ると，被害的認知に最も近い概念は

「被害的思い込み」（大津・小川，2007）であると考
えられる。被害的思い込みとは，「危害を加えられた
という明らかな証拠は無いが，他者の言動から自分
に対する嫌悪感や悪意などの否定的な意図を感じ取
り，自分が被害者であると思い込むこと」（大津・小
川，2007）であり，例えば「友達からのメールの返
信がそっけないと，自分は嫌われているのではない
かと思う」といったものである。被害的思い込みは
主体と対象は被害的認知と異なっているが，敵意帰
属と被害感を含み，思い通りにならない場面が想定
されていることは類似している。そこで，被害的思
い込みが被害的認知に影響を及ぼす要因であると仮
定する。
次に，第 2の枠組みについて，虐待傾向のある親
の心性の中から，被害的認知に影響を及ぼす要因と
して以下の 4つを仮定する。まずは，自尊感情であ

る。虐待傾向のある親は，自尊感情が低い人が多い
ことが指摘されている（西澤，2010）。また，先に述
べたように，自尊感情が被害的認知に影響を及ぼす
ことを示す研究がある（中谷・中谷，2006）。次に，
親が自分の欲求を満たすことを優先する心性（以下，
親の欲求優先）である。親などの養育者と子どもの
関係の根底には，子どもの身体的あるいは情緒的な
欲求があり，それを親が満たすというのが関係の基
本となる（西澤，2010）。しかし，親が子どもの存在
や子どもとの関係を利用して，自分の抱える心理・
精神的問題を緩和・軽減するようなかかわりの場
合，その基礎には，子どもではなく親の欲求や要求
が存在しているという（西澤，2010）。続いて，子ど
もが思い通りにならないときに親として自信がなく
なる傾向（以下，親としての自信喪失）である。西
澤（1994）の事例研究によると，自信が持てない母
親は，自分の周囲で起こる出来事を自分の責任であ
ると捉える傾向があり，こうした母親は「子どもが
泣き止まないのは自分が悪いためだ」という認知を
持ち，その結果，子どもの泣き声そのものが自分を
責める声に聞こえてしまうのだと考えられるとい
う。最後に，親として完璧であることを自分に課す
こと（以下，親としての完璧志向性）である。西澤

（1997）の事例研究によると，親が自らに完璧な親に
なることを課しても，思い通りには動いてくれない
子どもたちを目の前にしたとき，子どもが悪意を
もって自分の完璧性を否定しているかのようにみえ
てしまうという。
以上，被害的認知を定義し，健常者の被害的な観
念，虐待傾向のある親の心性の 2つの枠組みから被
害的認知に影響を及ぼすであろう要因を仮定した。
本研究では，母親を分析対象とし，まず 5つの要因
がすべて被害的認知に影響を及ぼすというモデルを

Table 1
一般健常者の被害的な観念の先行研究と被害的認知

概念 著者（年） 敵意帰属 被害感 主体と対象 場面
パラノイド傾向 滝村（1991） ○ × 自分と他者 なし

被害妄想的心性 金子（1999） △ △ 自分と他者 自己とは無関係かもしれない
出来事

被害妄想的観念 森本・丹野・坂本・石垣
（2002） △ △ 自分と他者 なし

被害的思い込み 大津・小川（2007） ○ 〇 自分と他者 他者の言動
（自分に否定的な結果）

　↕ 最も近い

被害的認知 中谷・中谷（2006） ○ 〇 親と子ども 子どもの反抗
（親の思い通りにならない）

注）○は含む，△は一部含む，×は含まないを示す。
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想定して，その妥当性を検討する。モデルの妥当性
が低い場合には，より妥当性が高いモデルを探索的
に構築し，被害的認知に影響を及ぼす要因について
のモデルを提示する。
ここで，子どもに対する親の認知については，子
どもの発達段階を考慮した検討が必要だという知見
がある（中谷，2013）。例えば，子どもが泣くという
同じ場面でも，乳児の場合と，言語を介したやりと
りが可能な幼児期の場合では，親の解釈は異なって
くると考えられるという（中谷，2013）。そこで，本
研究では，子どもの言語的な発達という観点から子
どもの年齢を区分し，子どもの年齢区分で対象の親
を群分けして，各群によって被害的認知に影響を及
ぼす要因のモデルに違いがみられるかを検討した
い。
言語の発達についてであるが，郷式（2009）は，
幼児期を 1歳半ごろから 4歳までの前半と， 4 歳か
ら小学校入学までの後半に分け，前半の子どもは言
語的な思考を行わないのに対し，後半はそれを行う
ようになるとしている。また，幼児期前半の 1歳半
ごろから 2， 3 歳にかけて，急速な語彙の拡大が起
こり， 4 歳ごろまでには日常生活に困らないくらい
の会話能力を発達させるという（郷式，2009）。ま
た，天野（1990）によれば，調音は 5歳代でほとん
ど成人に近くなるという。これらのことから， 4 歳
頃を境に前半が言語を介したやりとりが難しい時
期，後半は言語を介したやりとりが可能な時期であ
り， 4 歳はその移行期であると考えられる。
以上より，本研究では子どもの年齢を 2～ 6 歳に
設定し， 2～ 4 歳の子どもを持つ母親を年少群，
5～ 6 歳の子どもを持つ母親を年長群として，各年
齢群におけるモデルの相違を検討する。また分析結
果から，被害的認知を抑制するための支援について
も考察する。

方　　法

調査対象者と調査時期
保育園または幼稚園に通う 2～ 6 歳の子どもを持
つ保護者を対象とした。協力を依頼したのは，調査
の実施に積極的な姿勢を示したA県内の保育園 3園
と幼稚園 1園，B 県内の保育園 1園の合計 5園で
あった。調査の時期は2017年 6 月下旬～ 7 月上旬
で，調査用紙は園から園児を経由して保護者に配布
された。園の事情により家庭数または園児数での配
布が行われたが，提出は 1家庭 1部のみとした。配
布依頼数は，家庭数配布 3園の合計が372，園児数配
布 2園の合計が120の合計492であった。園児が欠席

した場合など配布が行われない場合もあり，実際の
配布数は不明であった。本研究に同意した保護者
は，調査用紙に回答し， 7～10日後までに園に提出
することとした。提出された回答用紙は提出期限ま
で園にて保管をお願いし，後日筆者が園に取りに
行って回収した。

倫理的配慮
調査にあたっては，研究協力園の園長に書面およ
び口頭で研究についての説明を行い，書面で研究へ
の協力の同意を得た。また，保護者には「子育てや
自分自身に対する気持ちについてのアンケート調査
のお願い」という文書により調査についての説明が
なされた。参加は任意であること，無記名で行いプ
ライバシーは守られること，参加しなかったり途中
で止めたりしても不利益を受けることがないことな
どが明記された。また，提出されたアンケート回答
用紙は園の先生が見ることはないことが明記され
た。

調査内容
子どもおよび回答者の属性　調査用紙をもらって
きた子どもの年齢，性別について回答を求めた。保
護者については，子どもとの関係，年齢について回
答を求めた。

子どもが思い通りにならない場面の提示　中谷・
中谷（2006）の「子どもの行動に対する認知尺度」
で提示された食事場面（子どもが食事を食べない場
面）と買物場面（子どもが買物で駄々をこねる場面）
を使用し，それぞれ文章およびイラストで提示した。

被害的認知尺度　中谷・中谷（2006）の「子ども
の行動に対する認知尺度」の，被害的認知10項目を
使用した（「子どもの悪意を感じる」「子どもにバカ
にされた気がする」など）。また，被害的認知項目は
不快な内容を含んでいるため，中谷・中谷（2006）
の否定的認知項目（「どうしてよいか分からず困って
しまう」など）と，肯定的認知項目（「子どもが成長
している証拠だと受け止める」など）のうち，当該
因子に高い負荷を示す 3項目ずつ，計 6項目をダ
ミー項目として使用した。食事・買物の各場面にお
いて，被害的認知項目とダミー項目を合わせた16項
目について， 1（全然あてはまらない）～ 5（非常に
よくあてはまる）の 5件法で回答を求めた。得点は，
それぞれ 1～ 5 点を与えた。

被害的思い込みへのとらわれやすさ尺度　大津・
小川（2007）の被害的思い込みへのとらわれやすさ
尺度15項目について体験頻度を問い， 1（一度も体
験したことがない）～ 6（よくある）の 6件法で回
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答を求めた。得点は，それぞれ 1～ 6 点を与えた。
自尊感情尺度　Rosenberg自尊感情尺度（山本・
松井・山成，1982邦訳）10項目について， 1（あて
はまらない）～ 5（あてはまる）の 5件法で回答を
求めた。得点は，それぞれ 1～ 5 点を与えた。逆転
項目の点数は反転させた。

親の欲求優先尺度，親としての自信喪失尺度，親
としての完璧志向性尺度　西澤・屋内（2006）の虐
待心性尺度の下位尺度である「自己の欲求優先」5
項目（「子どものことより自分の楽しみを優先した
い」など），「自信喪失」4 項目（「子どもが泣き止ま
ないと，親として自信がなくなる」など），「完璧志
向性」3 項目（「子育てを完璧にこなすのは，親の義
務」など）について， 0（まったく当てはまらな
い）～ 3（非常に当てはまる）の 4件法で回答を求
めた。得点は，それぞれ 0～ 3 点を与えた。なお，
尺度の各項目は，西澤・屋内（2006）の虐待心性尺
度内での提示順序に従って，項目番号 1～12として
提示した。

分析方法
統計解析　分析には，統計ソフト SPSS Statistics 

Ver.25，SPSS Amos Ver.25を使用した。
被害的認知尺度得点の ₂ 場面加算の妥当性検討の

手続き　食事・買物 2場面は，子どもが親の思い通
りにならない場面として使用したため，被害的認知
尺度について，食事・買物 2場面の得点を加算する
ことの妥当性の検討を行った。まず，場面ごとに被
害的認知10項目の合計得点を算出し， 2 場面の相関
係数を算出した。次に，場面ごとの各項目の得点を
算出し，対応する同じ項目ごとに相関係数を算出し
た。

各尺度の信頼性の検討による項目の決定　各尺度
について，クロンバックのα係数を算出して信頼性
の検討を行い，α係数を最大にする項目群を選定し，
各変数とした。

各変数の基礎統計量と相関係数の算出　各変数に
ついて，平均値，標準偏差，各変数間のピアソンの
積率相関係数を算出した。

被害的認知に影響を及ぼす要因の分析　被害的認
知を従属変数，他を独立変数とし，独立変数間に相
関が見られるものには共分散を仮定したモデルを構
成してパス解析を実施し，モデルの妥当性を調べた。
このモデルの妥当性が低い場合には，より妥当性の
高いモデルを探索的に構成した。構成された妥当性
が高いモデルについて，年少群，年長群ごとにパス
解析を実施し，モデルの妥当性を検討した。
次に，年少群，年長群における多母集団同時分析

を実施した。多母集団同時分析は，各集団間で母数
に制約条件を課した上でモデル適合度を確認するこ
とで，集団間で等しいか異なるかを検討する手法で
ある（朝野・鈴木・小島，2005）。基本的な制約から
出発して適合度を確認しながら次第に強い制約を課
していくという手順が一般的である（朝野他，2005）。
本研究では以下の 4つのモデルについて適合度の比
較を行った。モデル 0は群間で等値制約を課さない
モデル，モデル 1は年少群，年長群ともに有意で
あったパス係数が両群で等しいという等値制約を課
すモデル，モデル 2はすべてのパス係数が両群で等
しいという等値制約を課すモデル，モデル 3はすべ
てのパス係数，誤差分散，外生変数の分散が両群で
等しいという等値制約を課すモデルであった。モデ
ル 0～ 3 のうち最も適合度が高かったモデルに基づ
いて，被害的認知に影響を及ぼす要因について検討
した。

結　　果

分析対象
配布された調査用紙のうち回収されたのは289名
であった。実際の配布数は園児の欠席等もあり不明
であったが，家庭数配布 3園は配布依頼数の合計
372のうち回収数が234，回収率の概算は62.9％で
あった。園児数配布 2園は配布依頼数の合計120の
うち回収数が55，回収率の概算は45.8％であった（回
収は家庭数で行われた）。回収された289名のうち回
答に不備があった20名を除外し，有効回答は269名
となった（有効回答率93.1％）。有効回答の内訳は，
母親254名，父親15名であった。今回は母親を分析対
象とするため，父親のデータは除外した。
調査用紙をもらってきた子どもの年齢を考慮した
分析を行うため，母親254名のうち，子どもの年齢の
記載のないもの 1名，子どもの年齢について複数の
記載があるもの36名を除外した。その結果，分析対
象は母親217名となった。217名のうち母親の年齢不
明の 5名を除いた212名の平均年齢は37.5歳（SD＝
4.70）であった。母親の年齢不明の 5名のデータも
分析に使用した。 子どもの年齢は， 2 歳が16名

（7.4％），3 歳が48名（22.1％），4 歳が68名（31.3％），
5 歳が65名（30.0％）， 6 歳が20名（9.2％）であっ
た。子どもの性別は，男が115名（53.0％），女が102
名（47.0％）であった。
母親を子どもの年齢によって 2群に分けたとこ
ろ，年少群（ 2～ 4 歳）が132名（年齢不明の 2名を
除く130名の平均年齢36.9歳，S＝4.67），年長群（ 5～
6 歳）が85名（年齢不明の 3名を除く82名の平均年
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齢38.6歳，SD＝4.57）であった。子どもの性別は，年
少群が，男71名（53.8％），女61名（46.2％），年長群
は，男44名（51.8％），女41名（48.2％）であった。

被害的認知尺度得点の ₂ 場面加算
食事・買物 2場面の得点には高い相関が見られた

（r＝.750，p＜.01）。また，各場面の各項目ごとの得
点にはすべて中程度の相関が見られた（r
＝.480～.619，p＜.01）。そこで， 2 場面における得
点を同じ項目ごとに加算した得点を算出した。

各尺度の信頼性の検討による項目の決定
被害的認知尺度は， 2 場面を加算した得点につい
て，「子どもがわざと自分を困らせているように感じ
る」「子どもの意図的な行為だと感じる」の 2項目を
削除するとα係数が最大となり，高い内的一貫性を
有していた（α＝.939）。よって， この 8項目（ 2 場
面加算）を本研究における「被害的認知」として使
用することにした。
被害的思い込みへのとらわれやすさ尺度は，15項

目でα係数が最大となり，高い内的一貫性を有して
いた（α＝.932）。よって，本研究ではこの15項目の
合計得点を「被害的思い込み」として使用すること
にした。
自尊感情尺度は，「もっと自分自身を尊敬できる

ようになりたい」の 1項目を削除するとα係数が最
大となり，高い内的一貫性を有していた（α＝.865）。
よって， 9 項目の合計得点を「自尊感情」として使
用することにした。
親の欲求優先尺度は，「子どもが自分の思い通り

に動いてくれないと腹が立つ」「子どもさえいなけれ
ば私の人生はもっといい方向に進んでいると思う」
の 2項目を削除するとα係数が最大となり，高い内
的一貫性を有していた（α＝.762）。よって， 3 項目
の合計得点を「親の欲求優先」として使用すること

にした。
親としての自信喪失尺度は， 4 項目でα係数が最
大となり，高い内的一貫性を有していた（α＝.829）。
よって，4 項目の合計得点を「親としての自信喪失」
として使用することにした。
親としての完璧志向性尺度は，「子どもが自分の思

い通りに動いてくれないと不安」の 1項目を削除す
るとα係数が最大となったが，内的一貫性が低かっ
た（α＝.593）。これは項目数の少なさも一因である
と考えられ，項目数を増やすなどの改定を行う必要
がある（西澤・屋内，2006）が，本研究では被害的
認知に影響を及ぼす要因として探索的に使用するこ
とにした。 2 項目の合計得点を「親としての完璧志
向性」とした。

各変数の基礎統計量と相関係数の算出
各変数の平均値，標準偏差，各変数間の相関係数
を算出した（Table 2）。被害的認知の平均値は25.19

（SD＝9.53）であった。各変数間の相関係数の値に
ついて見ると，中程度以上の相関が見られたのは，
被害的認知と親としての自信喪失（r＝.433，p＜.01），
親としての完璧志向性と親としての自信喪失（r
＝.406，p＜.01）であった。

被害的認知に影響を及ぼす要因の分析
被害的認知を従属変数，他を独立変数としたモデ
ルを構成した。独立変数間の相関係数の値などから，
一部の独立変数間に共分散を仮定した（被害的思い
込みと自尊感情，被害的思い込みと親の欲求優先，
被害的思い込みと親としての自信喪失，自尊感情と
親としての自信喪失，親としての自信喪失と親とし
ての完璧志向性）。このモデルについてパス解析を実
施した結果，モデルが正しいという仮説が棄却され

（χ2（5）＝19.576，p＜.01），このモデルは妥当性が低
いことが示された。

Table 2
各変数の基礎統計量と相関係数（n＝217）

尺度 平均値 標準偏差
相関係数

被害的
思い込み 自尊感情 親の

欲求優先
親としての
自信喪失

親としての
完璧志向性

被害的
認知

被害的思い込み 28.34 9.01 1.000
自尊感情 30.74 6.53 －.251＊＊ 1.000
親の欲求優先 02.85 1.94 .242＊＊ －.024 1.000
親としての自信喪失 03.86 2.78 .349＊＊ －.315＊＊ .192＊＊ 1.000
親としての完璧志向性 01.18 1.14 .188＊＊ －.178＊＊ .111 .406＊＊ 1.000
被害的認知 25.19 9.53 .247＊＊ －.149＊ .245＊＊ .433＊＊ .216＊＊ 1.000
＊ p＜.05，＊＊ p＜.01.
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そこで，より妥当性の高いモデルを構成すること
にした。まず，先のモデルの中で推定値が有意で
あった「親としての自信喪失」（p＜.01）と「親の欲
求優先」（p＜.05）を，被害的認知に直接影響を及ぼ
す要因であると仮定した。次に，「被害的思い込み」

「自尊感情」「親としての完璧志向性」の各要因は，
一部の他の要因との間に中程度またはそれに近い相
関が見られたことから，被害的認知に間接的に影響
を及ぼす要因であると仮定した。この仮定の下で，
相関係数の値や内容的妥当性を検討しながら探索的
にモデルを構成してパス解析を実施した。その結果，

「被害的思い込み」はどこに配置してもモデルの妥当
性が低くなったため（ 例えばχ2（9）＝38.016，p
＜.001），モデルから除外した。残りの 4つの要因に
ついて再度探索的にモデルを構成してパス解析を実
施した結果， 適合度が最も高くなったモデルを
Figure 1に 示す（χ2（4）＝1.155，n.s.，GFI＝.998，
AGFI＝.992，CFI＝1.000，RMSEA＝.000）。片方向
の矢印で影響を及ぼす関係を示した。親としての自
信喪失→被害的認知，親の欲求優先→被害的認知，
親としての自信喪失→親の欲求優先，自尊感情→親
としての自信喪失，親としての完璧志向性→親とし
ての自信喪失，自尊感情→親としての完璧志向性の
パスが設定された。このモデルについて，年少群，
年長群それぞれにおける適合度を調べた結果，両群
ともモデルは妥当で適合度が高いことが示された

（ 年少群はχ2（4）＝2.864，n.s.，GFI＝.991，AGFI
＝.968，CFI=1.000，RMSEA＝.000，年長群はχ2（4）

＝.658，n.s.，GFI＝.997，AGFI＝.988，CFI＝1.000，
RMSEA＝.000）。
そこで，このモデルについて，年少群，年長群間
の多母集団同時分析を実施した。両群間での等値制
約の条件によって仮定したモデル 0～ 3 について適
合度を調べた結果をTable 3に示す。すべてのモデル
が妥当で，GFI，AGFI，CFI，RMSEAの値が良好で
あったことから，AICの値が一番小さいモデル 3を
採用した。モデル 3は，モデルの構造が両群で等し
く，パス係数の値，誤差分散，外生変数（自尊感情）
の分散がすべて等しいというモデルである。最終的
に採用されたこのモデルを Figure 2に示す。片方向
の矢印で影響を及ぼす関係を示し，標準化されたパ
ス係数の値と有意水準を記した。誤差変数からのパ
スは省略した。内生変数には決定係数（R2）を記し
た。パス係数はすべて有意であり，被害的認知の決
定係数は .21であった。
被害的認知に直接影響を及ぼしていたのは，親と
しての自信喪失（パス係数は.40），親の欲求優先

（.16）であった。親としての自信喪失は親の欲求優
先に影響していた（.19）。自尊感情は親としての自
信喪失に影響しており（－.25），親としての完璧志
向性も親としての自信喪失に影響していた（.37）。自
尊感情は親としての完璧志向性に影響していた

（－.17）。
被害的認知に影響を及ぼす標準化総合効果（標準
化直接効果と標準化間接効果の和）を調べたところ，
親としての自信喪失が .43，親の欲求優先が.16，自

χ 2 (4)=1.155, p  =.885, GFI=.998, AGFI=.992, CFI=1.000, RMSEA=.000
χ 2 (4)=2.864, p  =.581, GFI=.991, AGFI=.968, CFI=1.000, RMSEA=.000
χ 2 (4)= .658,  p  =.956, GFI=.997, AGFI=.988, CFI=1.000, RMSEA=.000

e1

e2

e4

e3

1

1

1

1

Figure 1.　被害的認知に影響を及ぼす要因のモデル。
注）矢印は影響を及ぼす関係，e1～e4は誤差変数を表す。
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尊感情が－.13，親としての完璧志向性が.15であっ
た。また，親としての自信喪失に影響する標準化総
合効果は，自尊感情が－.31，親としての完璧志向性
が .36であった。

考　　察

本研究ではまず，健常者の被害的な観念，虐待傾
向のある親の心性という 2つの枠組みから母親の被
害的認知に影響を及ぼす要因を仮定し，被害的認知
を従属変数，他を独立変数としたモデルを想定した
が，このモデルは妥当性が低いことが示された。し
たがって， 5 つの要因すべてが直接被害的認知に影
響を及ぼしているわけではないことが示唆された。
そこでより妥当で適合度の高いモデルを構成した
が，健常者の被害的な観念である被害的思い込み
は，直接影響を及ぼす要因とならないだけでなく，
間接的に配置してもモデルの妥当性を低くする要因

であった。このことから，被害的認知は敵意帰属と
被害感を特徴とする非現実的な認知ではあるが，健
常者の被害的な観念という枠組みとは異なる認知で
あることが示唆された。両者の主な違いは主体と対
象の違いである。つまり被害的認知は被害的思い込
みと異なり親が子どもに対して抱くという特徴があ
り，そのことが重要な違いの 1つであると推測され
る。両者は，思い通りにならない場面を想定してい
るという共通点があるが，被害的認知の思い通りに
ならない場面は，他者との間で思い通りにならない
場面とは違い，親と子どもが関わる場面で子どもが
思い通りにならない場面であることが重要であると
考えられる。
次に，最終的に適合度が最も高くなったモデルが
虐待傾向のある親の心性である 4つの要因で構成さ
れていたことから，被害的認知に影響を及ぼす要因
は虐待傾向のある親の心性と重なることが示唆され
た。ここで，西澤・屋内（2006）において被害的認

Table 3
仮定したモデルの適合度指標

χ2 df p値 GFI AGFI CFI RMSEA AIC
モデル 0 03.519 8 .898 .994 .976 1.000 0.000 47.519
モデル 1 05.523 11 .903 .990 .973 1.000 0.000 43.523
モデル 2 08.512 14 .861 .985 .967 1.000 0.000 40.512
モデル 3 10.692 19 .934 .981 .970 1.000 0.000 32.692
注）モデル 0は等値制約なし，モデル 1は両群ともに有意であったパスに等値制約，モデル 2は
すべてのパス係数に等値制約，モデル 3はすべてのパス係数，誤差分散，外生変数の分散に等値
制約を課したモデルを示す。

 χ 2 (19)=10.692 n.s. GFI=.981 AGFI=.970 CFI=1.000 RMSEA=.000

R2= .21R2= .03

R2= .04

R2= .23
.17*

.19**

.25**

.37** .40**

.16**

Figure 2.　多母集団同時分析で採用されたモデル。
注）矢印は影響を及ぼす関係。パス係数の値は標準化係数で， R2は決定係数。誤差変数からのパス
は省略した。パス係数の値，誤差分散，外生変数の分散に等値制約を課した。
＊ p＜.05，＊＊ p＜.01.
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知は親としての自信喪失と親の欲求優先とともに虐
待心性尺度の下位尺度となっていたが，本研究では
親としての自信喪失と親の欲求優先が被害的認知に
影響を及ぼしていた。このことから，被害的認知は
他の 2つの要因と同列の位置づけではないと考えら
れ，被害的認知に焦点を当てていくことの重要性が
示された。
また，被害的認知に直接影響を及ぼしていた要因

（親としての自信喪失，親の欲求優先）は，親が子ど
もとの関わりの中で抱く心性である。一方，間接的
に影響を及ぼしていた要因（自尊感情，親としての
完璧志向性）は，子どもとの関わりの有無にかかわ
らず，親が日常的に抱く心性である。先に述べた被
害的認知が親と子どもの関わりのなかで起こってく
るという特徴は，このことからも重要であると考え
られる。
次に，多母集団同時分析の結果，モデルの構造，
パス係数の値などが年少群，年長群において等しい
モデルが採用された。よって，子どもが言語を介し
たしたやりとりが可能な年齢かどうかに関わらず，
母親の被害的認知に影響を及ぼす要因は同じである
可能性が示された。被害的認知は，子どもの発達段
階の違いによらず，どの年齢層の子どもについても
共通した機序で起こっている可能性が考えられる。
被害的認知においては，子どもは乳児や幼児であっ
ても無力な子どもという存在ではなく大人と対等の
悪意ある人間として把えられている（池田，1987）。
被害的認知は，健常者の被害的な観念のような他者
に対する認知とは異なるものであると考えられる
が，対象が子どもでありながら子どもの特性を越え
て相手に敵意を帰属したり被害感を持ったりするこ
とが特徴的であると推測される。
採用されたモデルより，被害的認知に直接影響を
及ぼしていたのは，親としての自信喪失と親の欲求
優先であった。親として自信が持てなくなる傾向や，
親が自分自身の欲求を優先する傾向がある場合，子
どもが思い通りにならない場面は親の自信や欲求を
脅かすものとなり，直接被害的認知につながるので
はないかと推測される。自尊感情と親としての完璧
志向性は，被害的認知に直接影響していなかった。
しかし，親としての自信喪失に影響を及ぼしており，
親としての自信に関与する要因として重要であると
考えられる。親としての自信喪失に直接影響する程
度は親としての完璧志向性の方が高かったが，自尊
感情は親としての完璧志向性に影響することを通じ
て間接的にも親としての自信喪失に影響しており，
総合効果の値をみると両者は親としての自信に同程
度影響していると推測される。

パス係数と総合効果の値から，親としての自信喪
失はパス係数の値が高く，被害的認知に影響する要
因として最も重要であると考えられる。次に，親の
欲求優先が直接影響していることから，程度はやや
低いが重要な要因であると思われる。自尊感情と親
としての完璧志向性は直接は影響していなかった
が，間接的に影響を及ぼす要因として重要であると
考えられる。
親としての自信喪失についてであるが，先行研究
において被害的認知に影響を及ぼしていた育児スト
レス（中谷・中谷，2006），育児不安（曾田・大河
原，2014）について，それぞれ使用されている尺度
の内容を詳しく見てみると（水野，1998の育児スト
レス尺度，田中，1997の育児不安尺度），親としての
自信の持てなさが共通して含まれていた。本研究で
も，被害的認知に関係する要因として親としての自
信が最も重要であることが示された。また，親とし
ての自信喪失は，親の欲求優先に影響することを通
して間接的にも被害的認知に影響しており，被害的
認知を抑制するために親としての自信を高めること
が重要であることはここにも表れている。
ここで，親としての自信とは，親としてほどよく
やれているという真の自信であると考えられる。西
澤（1994）は，親が子どもを思い通りに動かすこと
によって有能感を維持する例を挙げているが，そう
したものは親としての自信とは異なるものである。
したがって，親としての自信を高めていくためには，
親が思い通りにならない場面でも子どもにきちんと
向き合い，解決策を見出していけるように支援する
ことが重要になると考えられる。例えば，思い通り
にならない場面で子どもにどう関わればよいかが分
からない母親の場合，「子どもの発達についての知識
が不足していると，子どもに対する期待が非現実的
なものとなって」（西澤，1994）しまう危険性がある
ため，関わり方を具体的に教えていくことも必要に
なるだろう。また，関わり方の知識があったとして
も，子どもに向き合うことは母親にとって非常に負
担の大きい仕事となる。しかしその中で，「自己の成
長を実感することが母親にとっての育児への自信に
つながると考えられる」（鈴木・小林，2009）。この
ように子どもに向き合う母親に対して，支持的に関
わっていくことが必要になると考えられる。
親の欲求優先は，程度は低いながら被害的認知に
直接影響を及ぼしていた。親が子どもより自分の欲
求を優先する傾向を低めることが，被害的認知を抑
制することにつながると考えられる。
ここで，親と子どもの関係においては「子どもに
身体的・あるいは情緒的な欲求があり，それを親が
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満たすというのが関係の基本となる」（西澤，2010）。
しかし，親が子どもの頃に自分の欲求を満たしても
らうような関わりを受けなかった場合，「成長して自
分自身が子どもを持つようになっても，いまだに未
解決の欲求にかかずらって」（西澤，1994）しまうこ
とになる。したがって，そうした親を批判すること
では被害的認知を抑制することはできないと考えら
れる。受容的に関わることで母親が心理的な支えを
得ることができれば，子どもの欲求に目を向ける余
裕も生まれてくると考えられる。
また，母親が自分の欲求を優先する傾向は，社会
全体の価値観の変化とも関係していると思われる。
母親が自分の欲求だけを優先するのではなく，「自ら
の生活への志向と育児との調和をいかに保つか」（大
日向，1988）を考えていくことが重要であると思わ
れる。母親と子ども双方の欲求をうまく満たしてい
くことが大切であり，そうしたことを母親とともに
考えていくことも必要であると思われる。
自尊感情は，直接的にも間接的にも親としての自
信を高めることが示されているが，小野寺（2003）
によると，母親の自尊感情は親になると低下する傾
向があるという。これは，子育てを機に社会とのか
かわりが少なくなるという女性の役割変化にともな
う意識も一因であると考えられる（小野寺，2003）。
一方，岡本（1996）は，育児期の女性のアイデンティ
ティを個としてのアイデンティティの達成度と母性
意識の高さの 2次元でとらえているが，両者が統合
されている母親は，自分の人生と育児の両者を意義
あるものとして肯定的に受けとめていたという。こ
れらのことから，母親が，社会に関わる部分を含め
た個人としてのアイデンティティと，母親として育
児に関わる部分の両方をうまく統合していくことが
重要であり，母親の自尊感情を高めるためにはそう
いった面に目を向けることも必要になるだろう。
親としての完璧志向性についてであるが，親とし
て完璧であろうとする傾向はかえって親としての自
信を低めてしまう結果となっている。吉本（2018）
によると，完璧を求める母親が持っていた子育ての
目標は，目の前の子どもと対峙して模索した目標で
はなく，自分の外部にある目標から選択されたもの
であったという。そのようにして完璧を志向しても，
親としての真の自信は得られないだろう。親も子も
完璧ではなく育児を通じてともに成長していくとい
う姿勢が，結果的には親としての自信を高めること
につながると考えられる。
また，被害的認知の特徴である思い通りにならな
い場面についてであるが，育児においては「入浴，
食事，排泄など，日常の躾に関する問題」（池田，

1987）や「子どもの自立的な行動の出現」（西澤，
1994）など，大人である親の思惑と子どもの行動が
合致しないことは避けられない面がある。これに対
して，母親に具体的な育児方法を教えることで思い
通りにならない場面をうまく乗り切れるように援助
するような関わりも考えられる。その一方で，「思い
通りにならないことに折り合いをつけること」（鈴
木・小林，2009）も必要になるだろう。親と子ども
は別の人間であり，すべてが親の思い通りになるわ
けではない。折り合いをつけるとは，子どもの行動
がどこまで許容されるのか，どこまで制限されるの
かを，親子の状況や特性などに合わせて考えていく
ことであると思われる。このように，子どもが思い
通りにならないことは母親にとって脅威ではなく，
敵意を帰属したり被害感を持ったりする必要はない
こと，思い通りにならない場面に対処することは母
親と子ども双方を尊重した共同作業であることを，
母親に伝えていけるような関わりが重要であると考
えられる。
最後に，本研究の限界と今後の課題を述べる。本
研究で採用されたモデルは適合度が高かったが，決
定係数の値から，本研究で仮定しなかった要因も影
響していると考えられる。今回は母親を対象とし，
父親については検討しなかった。父親も育児参加す
る機会が増えていること，父親独自の認知がある可
能性もあることから，父親についても検討していく
必要があると考えられる。また，被害的認知は母親
や父親だけの要因にとどまらず，夫婦関係，家族関
係など複雑な要因が絡み合って起こっている可能性
がある。こうした視点を取り入れた研究も必要であ
ると言えるだろう。
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