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Aninvestigation on the relationship between perfectionisms on child rearlng and parentlng

sti二eSSininfants’mothers
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The purpose of this sttldy was toinvestigate thein幻uence tbat perfectionisms－On－Childィeanng

have on parenting stressinin払nts’mothers．291mothers who haveinねnts of O…3 years old

COmpleted a questionnaire whichincltlded three scales of perkctionisms－On－Child－rearing（self－

Oriented perfectionism on child reanng；SOP－C，Child－Oriented perfectionism on child rearlng；COP－

C，SOCially prescribed perfectionism on child rearing；SPP－C）and parenting stress scale consisted of

5 domains．The results of multiple regression analysIS reVealed that SOP－C aだected almost all

domains of parenting stress，that COP－C did not a鮎ct any domains of parenting stress and that

SPP－C a＃ected severaldomains of parenting stress．Rnally several如ture directions of researches

were discu．ssed．

Xey words：parenting stress，perfectionism，in払nts’motheちmultiple regression analysIS

問題と目的

子育てにストレスはつきものであり，何の不安や

悩みも抱かずに子育てに取り組んでいる母親はいな

いであろう．しかしながら，そのストレスがあまり

にも大きくなると，母親の精神的健康に悪影響を及

ぼすことが推測される．

佐藤・菅原・戸田・島・北村（1994）は，育児ス

トレスを「子どもや育児に関する出来事や状況など

が母親によって脅威であると知覚されることや，そ

の結果，母親が経験する困難別犬態」と定義してい

る．一方，育児ストレスとは若干その内容が異なる

が，これまでわが国では，育児不安についての研究

が数多くされてきた．しかし，育児不安についての

明確な定義はなく，高橋・中（1975）は，育児不安

の指標を「子どもについての心配事」とし，牧野

（1982）は，「子の現状や将来あるいは育児のやり方

や結果に対する漠然とした恐れを含む情緒の状態」

を育児不安と定義している．一方，水上・谷口・馬

場・加藤（1994）は，育児不安を「育児に関する心

配ごとや悩みごとなど育児に伴う不安」としてい

る．本研究では，佐藤ら（1994）が定義する育児ス

トレスのうち，子育てにおいて母親が抱くストレス

反応，とくにストレス感情を取り扱い，これを「育

児ストレス」と呼ぶことにする．

育児ストレスの研究は，数多くなされている．そ

れらの研究を概観すると，育児ストレスの軽減にお

いて，「夫の協力態勢の重要性」を指摘する研究が

多いようである（田中・難波，1997；小林，2001）．

しかしながら，厚生労働省（2003）による，未就学

児をもつ父親に対する「子育てについての考え方」

の調査では，「父親も，家事や育児を，仕事と同等
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かそれ以上に優先させたいと希望しているが，現実

には仕事を優先せざるを得ない状況にある」という

結果を示している．また，「子どもが生まれて，労

働時間を減らしたいという希望をもった父親は約

30％もいるが，実現させることができた父親は

6．5％とわずかである」という結果も示している．

このような現状を考慮すると，育児ストレスを抱

える母親への援助の形態として，夫の協力のみを指

摘するのは，現実と合致しないように思われる．も

ちろん，社会環境が整い，夫が家事や育児に無理な

く参加できるようになることが望ましいが，現状を

考えるとまだまだその体制は整っていないようであ

る．

ところで，牧野（1982）の調査では，実際に夫が

子どもとどのくらい遊んでいるかという「時間の

量」と育児不安との関連は示されなかったが，「夫

が育児に参加をしている」と考える「母親の認知」

と育児不安との関連は示され，母親の認知が育児不

安を軽減するという結果を示している．つまり，母

親が主観的に，夫にサポートされていると感じるこ

とが重要なのである．より柔軟な認知をする母親

は，子育てというストレスフルな状況に対しても，

それほどストレスを感じずにその現実を受け入れる

ことができるが，反対に認知のかたい母親は，同様

の状況に対して，ストレスを多く感じるのではない

かと考えられる．

かたい認知をする母親を考えた場合，その1つの

タイプとして，「完璧な子育てを削旨す母親（大日

向，2002）」があると考えられる．大日向は（2002）

は，そのような母親は，育児に悩みや不安があるに

もかかわらずそれを自覚していないため，問題が深

刻化する危険性があると指摘している．そのような

母親は，子育てに専念し，その責務を山身に担う重

圧感と社会的な孤立感を感じる環境の下に置かれて

いながら，こうした事態の生じる原因を直視できな

いでいるのだという．

本研究では，このような子育てに関してかたい認

知をしてしまう母親への援助の糸口を見つけるべ

く，母親の子育てに関する認知，とくに子育てにお

ける完全主義傾向に焦点を当て，そのような認知と

育児ストレスとの関連を検討する．

Hewitt＆Flett（1991）は，従来1次元でとらえ

られていた完全主義を多次元的にとらえている．具

体的には，完全主義の基準を自己に求める「自己志

向的完全主義（self－Orientedperねctionism）」，完全

主義の基準を他者に求める「他者志向的完全主義

（otbeトOrientedperfectionism）」，完全主義の基準を

他者から求められていると感じる「社会規定的完全

主義（sociallyprescribedperfectionism）」の3次元

である．先行研究より，これら3つの完全主義の中で

も，とりわけ自己志向的完全主義および社会規定的完

全主義は，ストレッサーの影響を助長し，ネガティブ

なストレス反応を引き起こすパーソナリティ特性とし

て注目されると考えられる（Antony，Purdon，Huta

＆ Swinson，1998；Hewitt ＆ Flett，1991；Hewitt，

Caelian，Flett，Sberry；Coliins＆Flynn，2002；大谷・

明田，1999；大谷・桜井，1995；Saboonchi＆Lumdh，

2003；桜井・大谷，1997）．

本研究で焦点を当てる「完璧な子育てを目指す母

親」は，子育てという領域において，高い完全主義

傾向を示す母親だと考えられる．本研究では，子育

てにおける完全主義傾向を「子育て完全主義傾向」

と呼ぶことにする．また，Hew・itt＆Flett（1991）

と同様，完全主義を3つの側面からとらえ，子育て

という領域において母親としての自己に完全性を求

める傾向を「子育てにおける自己志向的完全主義傾

向（self－Orientedpeぬctionism on cbild rearing；以

下SOP－Cと記す）」，子育てという領域において，子

どもに完全性を求める傾向を「子育てにおける子ども

志向的完全主義傾向（child－Orientedperfectionism

oncbildrearing；以下COP冊Cと記す）」，子育てとい
う領域において，周囲から母親としての完全性を求め

られていると感じる傾向を「子育てにおける社会規定

的完全主義傾向（sociallyprescribedperfectionism

on
childrearing；以下SPP－Cと記す）っ」と定義する．

完全主義と育児ストレスとの関連を検討した研究

はあまりみられないが，Mitchelson＆Burns（1998）

は，働く母親において，仕事場における完全主義およ

び家庭における完全主義と「育児ストレス」との関連

を検討している．その結果，家庭における他者志向的

完全主義および社会規定的完全主義と育児ストレスと

の間に正の相関を見出している．Mitchelson＆

Burns（1998）の研究は，対象を「働く母親」だけに

絞っている．また，完全主義の適応の状況を「仕事

場」および「家庭」と固定しているものの，完全主義

傾向を「子育て」という領域に直接当てはめているわ

けではない．

そこで，本研究では，「働く母親」だけでなく，

「専業主婦の母親」も調査対象とするとともに，「子

育て」という領域における完全主義傾向である子育

て完全主義傾向を扱い，それと育児ストレスとの関

連を検討することを目的とする．

いくつかの先行研究（Hewitt＆Flett，1991；大

谷・桜井，1995；大谷・明田，1999）より，自己志

向的完全主義および社会規定的完全主義が，抑うつ

と正の相関を示していることから，SOP－Cおよび
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SPP－Cが育児ストレスと正の関連をもつことが予

想される．一方，従来の研究における完全主義を取

り扱った先行研究では，他者志向的完全主義と抑う

つとの間には，関連が示されていない（Hewitt＆

Flett，1991）．しかしながら，Mitcbelson＆Burns

（1998）の研究では，家庭における他者志向的完全

主義と育児ストレスとの間に正の相関が示されてい

る．また，本研究では，他者志向的完全主義を子ど

もに完全性を求める子ども志向的完全主義傾向とし

て扱う．0～3歳である子どもに完全性を求めて

も，その思いの多くは叶えられをいことが多いと予

想される．そのため，COP－Cが高い母親は，育児

ストレスも高まると予想される．

本研究では，子育て領域における完全主義の個人

差を測定する尺度を作成し，その信頼性を検討する

とともに，これら3つの子育て完全主義傾向から育

児ストレスへの影響を明らかにすることを目的とす

る．

方 法

1t 質問紙の構成

使用した質問紙は，フェイスシート，教示文，母

親の年齢および学歴，「家事以外の活動」に関する

質問項目，子ども全員の年齢と性別，家族形態を記

入する欄，およびに以下に説明する2つの特性尺度

から構成されていた．

（＝ 子育て完全主義傾向尺度

SOP－C下位尺度は，Hewitt＆Flett（1991）によ

るMultidimensionalPerfectionism Scale（以下MPS）

を桜井・大谷（1997）が修正し作成した「新完全主

義尺度」を，子育ての状況に沿うように項目を修正

して使用した．Hewitt＆Flett（1991）によるMPS

では，自己志向的完全主義は1因子構造とされてい

たが，桜井・大谷（1997）は，自己志向的完全主義

は複数の側面をもつと考え，4因子を抽出した．使

用する際，子育ての状況にそぐわない項目を除外

し，最終的に19項目作成した．COP…C下位尺度は，

Hewitt＆Flett（1991）によって作成されたMPSを

大谷・桜井（1995）が日本語訳した「完全主義尺

度」のうち，「他者志向的完全主義」の項目を修正

して使用した．他者志向的完全主義では，自己が他

者に完全性を求める程度を測定しており，完全性を

求められる「他者」は，友人など「自分の周りにい

る人」である．本研究では，母親が子どもに求める

完全性の程度を測定するため，完全性を求められる

「他者」を「自分の子ども」と設定した．その際，

子育ての状況にそぐわない項目や乳幼児である子ど

もを完全性の対象とした場合に不適当だと考えられ

る項目を除外し，最終的に11項目を作成した．

SPPIC下位尺度は，Hewitt＆Flett（1991）によっ

て作成されたMPSを大谷・桜井（1995）が日本語

訳した完全主義尺度のうち，社会規定的完全主義の

15項目を子育ての文脈に合うように修正して使用し

た．なお，以上3つの尺度はいずれも，「非常にあ

てはまる」から「全くあてなまらない」までの6段

階評定で，完全主義傾向の強い反応から

6，5，4，3，2，1点と得点化さゴtた．

（2）育児ストレス感尺度

泊（1999）により作成された育児ストレス感尺度

を用いた．この尺度は，育児期の母親達が抱える

様々な心理的・身体的ストレス反応を測定するもの

である．「非常にそう感じる」から「全くそう感じ

ない」までの5段階評定で，育児ストレスを感じる

傾向の強い反応から5，4，3，2，1点と得点化され

た．なお，育児ストレス感尺度には，「社会的孤立

感・退屈感（「自分の社会に対する視野がだんだん

狭くなっていくように感じる」等9項目）」，「自信

欠如・自責の感情（「自分は母親として失格である」

等6項目）」，「子育て否定感（「子育てに生きがいを

感じることができない」等7項目）」，「感情の不安

定感（「自分自身の感情が不安定だと感じる」等3

項目）」および「子育て疲労感（「子どものことをか

わいく思えないことがある」等4項目）」の5つの

下位尺度がある．

2一 破調査番および調査日時

茨城県，千葉県および静岡県に在住の0～3歳児

をもつ母親291名（専業主婦132名，有職159名）に

対し，2003年10月に質問紙を配布して実施した．

結果と考察

1暮 子育て完全主義傾向尺度の検討

＝）「子育てにおける自己志向的完全主義傾向」下

位尺度（以下SOP－C尺度）の検討

先行研究（桜井・大谷，1997）により，4因子が

想定されたので，因子分析（主因子法）を行った．

固有値1を基準として4因子を抽出したが，解釈不

可能であった．そのため，1因子構造を採用した

Hewitt＆Flett（1991）に基づき，1因子を設定し

て主成分分析を行ったところ，すべての項目の因子

負荷量が．35以上になったため，19項目すべてを採

択した（瀧blel参照）．桜井・大谷（1997）は「自

己志向的完全主義」には複数の側面があるとし，

「自己志向的完全主義」から4因子を抽出したが，
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今回の結果は，もともとの完全主義尺度を用いた

Hewitt＆Flett（1991）の結果と同様の1因子に

なった．このことより，「子育て」という特定の領

域における「自己志向的完全主義傾向」は，1つの

側面しかもたないと考えられる．固有億は7．23であ

り，寄与率は38．04％であった．Chronbachのα係

数によって内的一貫性を検討したところ，α＝．91

とかなり高い値を示し，このことから，SOP－C尺

度における内的一貫性は確認されたと考えられた．

（2）「子育てにおける子ども志向的完全主義傾向」

下位尺度（以下COP暮C尺度）の検討

先行研究により，1因子構造が想定されたので，

1因子を設定し主成分分析を行った．因子負荷量が

．35に満たない項目（項目27）を除外し，再度主成分
分析を行ったところ，残りの項目の因子負荷量はす

べて．35以上になったため，最終的に残りの10項目を

採択した（′指ble2参照）．これは，大谷・桜井

（1995）における「他者志向的完全主義」と同様の結

果であった．「COP仙C」は，完全性を求める相手が

「我が子」であるが，山般的な完全主義である「他者

志向的完全主義」と同様の因子構造であることが示

された．固有値は2．86であり，寄与率は28．56％で

あった．内的一貫性は，α＝．71であり，COILC尺

度における内的一貫性は示されたと考えられる．

（3）「子育てにおける社会規定的完全主義傾向」下

位尺度（以下SPP－C尺度）の検討

先行研究により，1因子構造が想定されたので，

1因子を設定し主成分分析を行った．因子負荷量

が．35に満たない項目（項目31，36）を除外し，再

度主成分分析を行ったところ，残りの項目の因子負

荷量はすべて．35以上になったため，最終的に残り

の13項目を採択した（取ble3参照）．これは，大

谷・桜井（1995）における「社会規定的完全主義」

と同様の結果であった．「SPP…C」も一般的な完全

主義である「社会規定的完全主義」と同様の因子構

造であることがわかった．固有億は5．71であり，寄

与率は43．98％であった．内的一貫性は，α＝．88と

高い億を示し，このことから，SPP－C尺度におけ

′払blel子育てにおける自己志向的完全主義傾向尺度各項目の基礎統計ならびに因子分析の結果

質問項目 N 朋r ぷ） 負荷量共通性

12子育てに関するすべてのことにおいて，最高の水準を目指している 290

5子育てにおいて，中途半端な出来では我慢できない

10いつも，周りのお母さん方より高い目標をもとうと思う

11子育てに関して，人前で失敗することなど，とんでもないことだ

3子育てに関して，常にうまくできていないと気がすまない

9子育てに関して，やるべきことは完璧にやらなければならない

7 自分は母親として，できる限り，完璧であろうと努力する

17完璧にできなければ，子育てが成功したとはいわない

19子育てにおいて，念には念を入れるほうである

1子育てにおいて，どんなことでも完璧にやり遂げることが私のモッ

トーである

13少しでもミスがあれば，完全に子育てが失敗したのも同然である

14子育てにおいて，高い目標をもつ方が，自分のためになると思う

4子育てにおいて，注意深くやったことでも，欠点があるような気が
して心配になる

16簡単な課題ばかり選んでいては，だめな母親になると思う

18自分の能力を最大限に引き出すような「理想の母親像」を持つべき

である

6子育てにおけるささいな失敗でも，周りの人からの評価は下がるだ

・ろう

8子育てに関して，何かをやり残しているようで，不安になることが

ある

15納得できる子育てをするには，人一倍時間がかかる

2子育てにおいて，“失敗は成功のもと”などとは考えらゴtない

289

290

290

290

289

290

290

290

289

0

9

9

9

8

8

2

2

2

1．83 0．95 0．76 0．57

2．20 1．07 0．75 0．57

2．12 1．02 0．73 0．53

1．92 0．96 0．71 0．50

2．38

2．61

3．01

1．70

2．43

2．37

1．44

2．48

2．80

290 2．36

289 2．45

277 2．47

290 3．05

1．14 0．65 0．42

1．18

1．28

0．96

1．14

1．10

0．80

1．23

1．23

1．15

1．23

1．25

0．65 0．42

0．64 0．42

0．64 0．41

0．64 0．41

0．63 0．39

0．62 0．39

0．59 0．35

0．58 0．34

0．58 0．33

0．57 0．32

0．53 0．28

1．28 0．52 0．27

287 3．04 1．47 0．39 0．15

289 2．62 1．30 0．39 0．15

固有億 7．23

寄与率（％）38．04
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る内的一貫性が確認されたと考えられる．

（4）子育て完全主義傾向下位尺度間の相関

子育て完全主義傾向の3つの下位尺度間の相関を

算出した．その結果，SOP－CとCOP－Cとの間に

は，中程度の正の相関（γ＝．48，♪く．01）がみられ

た．SOP－CとSPP－Cとの間にも，中程度の正の相

関（γ＝．56，♪＜．01）がみられた．COP…CとSPP－

Cの間には，弱い正の相関（γ＝．35，♪＜．01）がみ

瀧ble2 子育てにおける子ども志向的完全主義傾向尺度各項目の基礎統計

ならびに因子分析の結果（項目27除外）

質問項目 N ガ £∂ 負荷量共通性

25子どもには大きな期待をかけない（R）

22子どもには，高い期待をかけてしまう

30子どもが全てにおいて優れていることを期待しない（R）

20子どもが成功しなくても気にならない（R）

29子どもが一生懸命やろうとしなくても気にならない（R）

24子どもが進歩するために努力しないときには，腹が立ってしまう

21子どもがすることは何でも最高であるべきだ

28子どもが人並みであっても構わない（R）

26子どもが失敗する姿は見ていられない

23私は，子どもを厳しい目で見ることはない（R）

289 3．48 1．20

289 2．73 1．19

289 2．89 1．38

289 3．80 1．30

288 4．45 1．02

290 3．28 1．23

290 2．04 1．04

289 2．15 1．08

289 2．72 1．20

289 4．08 1．03

0．68 0．46

0．66 0．44

0．64 0．42

0．55 0．31

0．51 0．26

0．49 0．24

0．46 0．21

0．45 0．21

0．41 0．17

0．38 0．15

固有億 2．86

寄与率（％）28．58

注）（R）は，逆転項目を示す。

’払ble3 子育てにおける社会規定的完全主義傾向尺度各項目の基礎統計

ならびに因子分析の結果（項目31，36除外）

質問項目 N ガ S∂ 負荷量共通性

39周りの人は，子育てに関して私に期待をかけ過ぎていると思う

35周りの人は私が子育てにおいて何でもうまくやることを期待している

40子育てに関して，私がしくじったら，周りの人はびっくりするだろう

43周りの人は私に母親として完璧であることを求めている

41家族は，私が子育てにおいてどんなことでも完璧にやることを期待

している

44周りの人は，子育てに関して，私にできることよりも多くのことを
期待してVlる

45失敗しても，周りの人はまだ私が優秀な母親であると思っている

34私のすることが周りの母親よりも劣っていたら能無しと思われてし

まうだろう

38周りの人は，私の子育てがうまくいっていないときでもうまくいっ

ていると思っている

290 2．08 1．06 0．84 0．70

290 2．18 1．13 0．81 0．65

289 2．07 1．21 0．80 0．64

289 2．07 1．12 0．79 0．62

288 2．15 1．19 0．79 0．62

286 2．17 1．14 0．76 0．58

288 2．11 1．09 0．71 0．50

290 2．30 1．17 0．62 0．38

289 3．03 1．24 0．52 0．27

33子育てをうまくやればやるほど，一層そうすることを期待されるよ 290

うに思う

42私が子育てに関するすべての面において優れていなくても，周りの 290

人は気にしないと思う（R）

32周りの人は，私が子育てに失敗しても気にせず受け入れてくれる（R）289

37子育ての成功とは，周りの人を喜ばせるように自分が一生懸命やる 289

ことである

3．00 1．31 0．50 0．25

2．59 1．27 0．48 0．23

2．76 1．07 0．38 0．14

2．05 1．19 0．36 0．13

固有億 5．72

寄与率（％）43．98

注）（R）は，逆転項目を示す。
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られた．

大谷・桜井（1995）による一般的な完全主義の相

互相関では，自己志向的完全主義と他者志向的完全

主義は中程度の正の相関，自己志向的完全主義と社

会規定的完全主義は弱い正の相関，他者志向的完全

主義と社会規定的完全主義ほ弱い相関が示されてい

る．

本研究の結果によると，子育てにおける完全主義

傾向は，一般的な完全主義と比べて，SOP－Cと

SPfLCの相関が高い傾向にあるのだと考えられる．

2。育児ストレス感尺度の信頼性の確認

本研究では，5つの下位尺度ごとの合成得点を用

いて分析を行った．

Chronbachのα係数によって，それぞれの下位尺

度における内的一貫性を検討したところ，社会的孤

立感・退屈感では，α＝．87，自信欠如・自責の感

情では，α＝．84，子育て否定感では，α＝．81，感

情の不安定感では，α＝．72，子育て疲労感では，

α＝．80といずれも高い信頼性を示した．以上より，
すべての下位尺度において内的一貫性が確認された

と考えられる．

3，子育て完全主義傾向と育児ストレスの相関

子育て完全主義傾向と育児ストレスとの相関係数

を算出した（瀧ble4参照）．SOP－Cは，育児スト

レスの5つの下位尺度のすべてについて正の有意な

相関が示された．なかでも，自信欠如・自責の感情

と中程度の正の相関を示していた．SOP－Cとは，

母親としての自分に完全性，つまり高い目標を課す

傾向ともいえるだろう．子育てにおいて自己志向的

完全主義傾向が高い母親は，そのような高い目標を

自己に課すが，子育ては自分の思い通りに進むよう

な質のものではないため，その日標は達成できない

ことが多いと推測される．そのため，「自分は母親

失格だ」と考えたり，母親としての自分に自信をな

くすのだと考えられる．また，社会的孤立感・退屈

′指ble4 子育て完全主義傾向と育児ストレス感の相関

SOP－C COP…C SPP－C

育児ストレス感

社会的孤立感・退屈感

自信欠如・自責の感情

子育て否定感

感情の不安定感

子育て疲労感

．39＊＊ ．21司て＊ ．35＊＊

．41＊＊ ．26＊＊ ．26＊＊

．14＊ ．13＊ ．25帥

．36＊＊ ．25＊＊ ，27糾乞

．32＊＊ ．21＊＊ ．24串＊
注）増や＜．05 ＊や＜∴01

感，感情の不安定感および子育て疲労感とは低い相

関を示した．一方，子育て否定感とは，ほとんど相

関がなかった．このことから，自己に子育てにおけ

る完全性を求めることによって，周囲との壁を感じ

たり，気持ちが不安定になったり，子どもとかかわ

ることにつかれたと感じる可能性が高まると考えら

れる．また，自分が掲げる子育ての目標がうまくい

くか否かによって，子育てに対する否定的な感情は

異なるので，SOP－Cと子育て否定感の間に相関が

みられなかったのだと考えられる．

COP¶Cは，ほとんどの育児ストレスと有意な正

の相関がみられたが，それらはどれも低い相関で

あった．先行研究における「他者志向的完全主義」

は抑うつなどのネガティブなストレス反応とは無相

関である．しかしながら，今回の調査では，完全性

を求める相手が「我が子」であるCOP－Cとほとんど

の育児ストレスとの間に低くはあるが有意な相関が

認められた．これは，完全性を求める相手が，0～

3歳児の「我が子」であり，その子どもに完全性を

求めても，その思いは叶えられないことが多いため

だと考えられる．また，まだ乳幼児の子どもと母親

である自己との心理的距柾ほ非常に近いために，子

どもが完全であるためには自己が完全でなければな

らないと母親が考える可能性があるということから

も説明できるであろう．このことは，SOP…Cと

COP－Cの間に中程度の相関（γ＝．48，♪＜．01）が

みられることからもわかる．

SPPwCは，すべての育児ストレス感と有意な正

の相関がみられたが，いずれも低い相関であった．

育児ストレス感下位因子の中では社会的孤立感・退

屈感が他の育児ストレスと比べて，SPP…Cとやや

高い相関を示した．周囲から，母親としての完全性

を求められていると母親が感じると，周囲に協力を

求めづらくなり，その結果，孤立感を強めると推測

される．

4t 子育て完全主義傾向から育児ストレスヘの

影響

子育て完全主義傾向から育児ストレスへの影響を検

証するた捌こ，3つの子育て完全主義傾向から育児ス

トレスの5つの下位尺度（社会的孤立感・退屈感；自

信欠如・自責の感情；子育て否定感；感情の不安定

感；子育て疲労感）に対する重剛帝分析（ステップワ

イズ法）を行った（取ble5参照）．それぞれの重回帰

式は有意であった（社会的孤立感・退屈感から順に

ダ（2，263）＝27．91，♪＜．001；ダ（1，262）＝45．53，♪＜

．001；ダ（1，261）＝16．95，♪＜．001；ダ（1，242）＝
37．49，♪＜．001；ダ（1，262）＝28．53，♪＜．001）．
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瀧ble5 子育て完全主義傾向による育児ストレスへの重剛希分析

115

社会的孤立感・ 自信欠如・ 子育て

退屈感 自責の感情
感情の 子育て

否定感 不安定感 疲労感
SOP－C

．28＊＊＊ ．39紬＊
COP－C

SPP－C
．19串＊＊ ．25；紬＊

．37＊＊＊ ．31ニ臣＊＊

月
．42＊納 ．39＊串＊ ．25＊＊＊

月2
．17納串 ．15＊＊＊ ．06＊納

．37＊＊＊ ．31さ紬＊

．13＊＊＊ ．10＊司こ＊
注）＊＊や＜．001

それぞれのβ係数をみてみると，SOP…Cからは，

社会的孤立感・退屈感，自信欠如・自責の感情，感

情の不安定感および子育て疲労感への有意な正のβ

（β＝・28，♪＜．001；β＝．39，♪＜．001；β＝．37，ク＜

．001；β＝．31，♪＜．001）がみられた．COP－Cか
らは，どの育児ストレスにも有意なβはみられな

かった．SPP－Cからは，社会的孤立感・退屈感お

よび子育て否定感への有意なβ（β＝．19，♪＜．001；

ノウ＝．25，♪＜．001）がみら讃tた．
それぞれの育児ストレスへの子育て完全主義傾向

の影響を比較してみると，SOP00Cは，ほとんどの

育児ストレスに影響を及ぼしていることが明らかに

なった．子育てにおいて，自己に母親としての完全

性を求めると，子育てというゴールのない作業の中

では，自分で自分を追い詰めることになり，多くの

領域にわたって育児ストレスを高めるのだと考えら

れる．しかしながら，子育て否定感だけには，何の

影響も及ぼさなかった．自分自身に子育てに対する

完全性をつよく求めても，子育てがうまくいくかい

かないかによって，子育てに対する否定感は異なる

ため，正負いずれの有意相関もみられないものと考

えられる．

一方，SPfLCは，社会的孤立感・退屈感および
子育て否定感に対して，影響を及ぼしていた．周囲

の人々から，母親としての完全性を求められている

と感じると，「もっと自分がしっかりしなくては」

「周囲に頼るわけにはいかない」という考えが生ま

れ，そのことによって，周囲から孤立してしまった

ように感じるのだと考えられる．また，母親として

の完全性を求めているのであろう周囲の目を気にし

たり，周囲からの圧力を感じることによって，子育

て自体を楽しめなくなってしまうといった事態に陥

ることが考えられる．

また，COP－Cからは，どの育児ストレスへの影

響もみられなかった．これは，先行研究の他者志向

的完全主義と一般的なストレス反応の相関分析の結

果と類似したものである（Hewitt＆Flett，1991；

大谷・桜井，1995）．しかしながら，本研究では，

COP－Cと育児ストレスとの関連は，相関分析では

弱いながらも正の関連がみられた．以上のことを考

えると，COP－Cが育児ストレスに影響を及ぼして

いるとはいえないものの，先行研究の他者志向的完

全主義とは異なる性質をもつものだと考えられる．

5一 まとめと今後の課題

本研究では，子育て完全主義傾向の測定尺度の作

成および信頼性の検討と，子育て完全主義傾向の3

側面が育児ストレスの各側面に及ぼす影響を検討す

ることが目的とされた．

因子分析の結果，SOP－C，COP－CおよびSPfLC

ともに1因子構造であることが確認された．また，

比較的高い信頼性も示された．しかし，本研究で

は，安当性の検討が充分ではないため，今後さらに

妥当性の検討を行う必要がある．

また，重回帰分析の結果，子育て完全主義の種類

によって，影響を及ぼす育児ストレスが異なること

が明らかにされた．SOP－Cは，ほとんどの育児ス

トレスに影響を及ぼすことが示された．また，

SPP－Cは，育児ストレスのうち特に社会的孤立感・

退屈感および子育て否定感に対して影響を及ぼすこ

とが示された．一方，本研究では，COP－Cと育児

ストレスとの関連は，相関分析では弱いながらも正

の関連がみられたものの，重回帰分析では関連がみ

られなかった．そのため，子育て完全主義と育児ス

トレスとの間の媒介変数の検討も含めたCOP－Cと

育児ストレス感との関連のより詳しい検討が必要で

あると考えられる．

本研究では，専業主婦と有職の母親を区別せずに

検討したが，八重樫・小河（2002）は，就労してい

る母親と就労していない母親では子育ての不安構造

が異なっていることを明らかにしている．以上のこ

とを考えると，母親の就労の有無によって，子育て

完全主義から育児ストレスへの影響に差異がみられ

るかも検討する必要があると考えられる．
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