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要約 

近年、ストレスや病気を跳ね返す力であるレジリエンスが注目されており、「回復」や「抵抗」、「再

構成」といった側面があることが指摘されている。本研究では、人がストレスフルな状況に耐え、そこ

から回復する際に生じる再構成レジリエンスによるポジティブな変容をストレス関連成長（SRG）とと

らえ、そのプロセスを検討するために PAC 分析を用いて事例研究を行った。その結果、今回の調査対

象者が経験したストレス関連成長は、＜責任の所在を求めて揺れ動くネガティブ感情＞、＜自分の気持

ちを対象とした視点へのシフト＞、＜サポート資源を利用する力の回復＞、＜ストレス体験を乗り越え

た後の変容＞という順を追ったプロセスを経ることが明らかとなった。それぞれの段階で心理療法の治

療機序との関連が見られ、ストレス関連成長のプロセスの理解が臨床実践においても役立つ可能性が示

唆された。 
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1．問題と目的 

臨床心理学や精神医学の領域において、病気に陥らせる困難な状況、ひいては病気そのものを跳ね返

す復元力、回復力（加藤，2009）であるレジリエンス、あるいは発病モデルに対する回復モデル（田辺，

2009）としてのレジリエンスモデルが注目されるようになって久しい。加藤（2011）によると、「ここ

近アメリカで、ストレスやトラウマを跳ね返すレジリアンスを重視する動きが著しい増長をしている。

（中略）トラウマを体験した青少年や成人がこれを契機にして人格的成長を遂げる現象に注目して、「外

傷後成長」の術語が創出され、人格的成長を促す力、及び過程としてのレジリアンスの内実を明らかに

する研究が進められている」（現在、レジリエンスとレジリアンスという2つの表記が併用されている。

本研究においては原則レジリエンスと表記するが、引用については原典に倣うものとする）。 

一方で、レジリエンスという術語に異なった意味、使用法が含まれ、概念の曖昧さも指摘されている

（加藤，2009；平野，2010）。そのため、レジリエンスのどの側面を扱うのか明確にする必要があるだ

ろう。その手がかりとして、Lepore, S. J. & Revenson, T. A.（2006）は「レジリエンス」という単語

が「回復」、「抵抗」、「再構成」の3つの定義で用いられているとしており、それぞれの側面を風で揺れ
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ている木のたとえ話を使って説明している。「回復」は強い風が吹きつけたとき風の力を吸収するように

曲がり、風がやむとまっすぐの状態を取り戻す木にたとえられ、ストレッサーに遭遇する前の状態への

回復を示すプロセスを表している。次に、「抵抗」は強い風に全く影響を受けない木にたとえられており、

ストレッサーを受ける前、 中、後に適応的な機能状態を保てることを意味している。そして、「再構成」

は風が吹いたときにもとの形に戻るというわけではなく、形そのものを変える木として説明されており、

再構成された木は今後生じうる破壊的な暴風に対して抵抗力を持つこともあるとしている。再構成レジ

リエンスにはポジティブおよびネガティブな両方の変化が含まれる。Lepore, S. J. & Revenson, T. A.

（2006）は、人がストレスフルな状況に耐え、そこから回復を遂げることができた際に、再構成のプロ

セスを経たポジティブな結果として成長が起こりうると考えている。 

心的外傷の苦しみに向き合うことが著しい成長をもたらすという考え自体は目新しいものではない

（Calhoun, L. G. & Tedeschi, C. R., 2006）。体系的に研究がなされるようになったのは近年であるが、

Calhoun, L. G. & Tedeschi, C. R.は、このような成長を遂げる可能性に取り組んできた心理学者や精神

科医として、Caplan, G.、Frankl, V.、Maslow, A.、Yalom, I.らの名前を挙げている。心理療法のプロ

セスには、検証が十分とは言えなくとも、理論的、経験的にこうした成長が含まれているとも言えるだ

ろう。 

レジリエンスやその近縁の概念は、その成り立ちから考えて、PTSDの治療として推奨される強い根

拠がある（Foa, E.B., Keane, T. M., & Friedman, M. J., 2000; Friedman, M. J., Keane, T. M., & Resick, 

P. A., 2001）認知行動療法との関連も検討されるべきである。原田（2014）は、認知行動療法の概要を

「独自の精神療法的な関わりを通して、患者に内在している“病を防ぎ、病を治す心身の働き”を活性

化する試み」とし、「何らかの悪循環に入ってしまい、活性化されにくい状態にあるレジリアンスを賦活

可するための援助の方法論の1つが認知行動療法である」と述べている。近年の認知行動療法（第三世

代認知行動療法とも呼ばれる）において、マインドフルネスという概念も重要なトピックになっている。

マインドフルネスとは、物事をあるがままに受け容れ、現在の瞬間に価値判断せずに注意を向けること

によって現れる意識、気づきのことであり（Williams, M., Teasdale, J., Segal, Z., & Kabat-Zinn, J., 

2007）、「すること（作業）」モードに気づき、「あること（存在）」モードを身につけることである（Segal, 

Z., Williams, J. M., & Teasdale, J., 2002）。また、トラウマの後に見られる成長を手助けするものとし

て、一方向ではない第三者への語りの重要性が指摘されている（宅，2014）。PTSD やトラウマに限ら

ないが、こうした二者の関係のあり方や環境との関わりについて、Willi, J.（1996）が生態学的な観点

から重要な論考を行っている。 

そして、危機的な出来事やストレス体験によってもたらされる心理的変容について、心的外傷後成長

（posttraumatic growth; PTG）やストレス関連成長（stress-related growth; SRG）と呼ばれる成長に

も関心が向けられ、外傷後成長尺度（Tedeschi, C. R. & Calhoun, L. G., 1996）やストレス関連成長尺

度（Park, C. L., Cohen, L. H., & Murch, R., 1996）といった尺度が開発され、妥当性が確認されている。
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しかし、Park, C. L. & Lechner, S. C.（2006）は、測定する上で生じる問題点について、成長が現れる

さまざまな道筋を説明するために質的方法は用いられ続けるべきだと述べている。また、回復のプロセ

スを評価するための重要な要素の 1 つに時間軸が挙げられる（小塩，2012）。こうしたことから、成長

や回復のプロセスが個人の内界においてどのように経験されているのかに焦点を当てる必要があると考

えられる。 

本研究において、危機的な出来事やストレス体験によってもたらされる成長は、Lepore, S. J. & 

Revenson, T. A.（2006）が述べているように、再構成レジリエンスのプロセスによるポジティブな変容

であると考える。また、心的外傷後成長やストレス関連成長は、精神科診断学的な定義との関連を意味

するわけではなく、どちらも「危機やその他のストレスとなる生活環境に対処した結果起こる成長」

（Zoellner, T. & Maercker, A., 2006）という意味で使われている。以後、本研究ではストレス関連成長

を統一した術語として用いる。ただし、調査対象者への説明は、理解のしやすさを優先するために、「ス

トレス体験をきっかけとした成長」という表現を用いることとする。 

本研究の目的は、ストレス関連成長がどのように生じるのか、そのプロセスを明らかにすることであ

る。そのために個人の認知やイメージの構造を分析の対象とし、内藤（1997）によって示された PAC

分析を採用して検討を行う。 

 

2．方法 

(1) 調査対象者 

調査対象者の募集は、東京都および千葉県で活動しているある学習サークルを通して行われた。調査

の目的や方法、プライバシーの保護や倫理的配慮を記した依頼書を配布し、現在の職業生活、家庭生活

など社会生活が大きな困難なく営めていることを条件に協力を求めた。協力可能な日時や地理的条件か

ら今回の調査対象者であるA さんが選ばれた。A さんは 30 代の既婚女性で、児童福祉関係の職場で働

いている。以前は、別の児童福祉関係の職場で常勤として働いていたが、結婚後しばらくして退職。そ

の後、今の職場で非常勤として働くようになった。 

(2) 調査時期 

2015年8月に2回の面接調査が実施された。 

(3) 手続き 

① 連想項目の抽出と類似度評定 

手続きは内藤（1997）に倣い、以下のように行った。まずはじめに、連想刺激として以下のように印

刷された文章を提示するとともに、口頭で読み上げて教示した。 

「あなたは、ストレス体験をきっかけとした心の成長を感じたことがありますでしょうか。きっかけ

となった体験をする前の自分と今の自分がどう変わったでしょうか、変わっていないでしょうか。それ

に影響したような出来事があったでしょうか、なかったでしょうか。頭に浮かんできたイメージやこと
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ばを思い浮かんだ順に番号をつけてカードに記入してください。単語でも短い文章でも構いません。」 

次に、調査対象者の前に記入したカードを置き、肯定か否定かの方向にかかわりなく重要と感じられ

る順にカードを並べ替えさせた。ついで、項目間の類似度距離行列を作成するために、以下の教示と 7

段階の評定尺度に基づいて類似度を評定させた。 

② 教示と評定尺度 

下記の教示と評定尺度が印刷された用紙を調査対象者に提示し、口頭で読み上げて教示した。 

「あなたがストレス体験をきっかけとした心の成長に関連するものとしてあげたイメージやことば

の組み合わせが、ことばの意味ではなく、直感的イメージの上でどの程度似ているかを判断し、その近

さの程度を下記の尺度の該当する記号で答えてください。」 

 非常に近い…………………A 

 かなり近い…………………B 

 いくぶん近い………………C 

 どちらともいえない………D 

 いくぶんか遠い……………E 

 かなり遠い…………………F 

 非常に遠い…………………G 

③ クラスター分析の方法 

上記の類似度評定のうち、同じ項目の組み合わせは0、Aは1、Bは2、Cは3というように、0から

7 までの得点を与えることで作成された類似度距離行列に基づき、ウォード法でクラスター分析を行っ

た。統計ソフトは IBM SPSS Statistics 20を用いた。 

④ 調査対象者による解釈 

析出されたデンドログラムの余白部分に連想項目の内容を記入し、以下の手順で調査対象者の解釈や

新たに生じたイメージについて質問した。 

まず、調査者の試案的なクラスター構造の解釈を提示し、各クラスターの項目を上から順に読み上げ、

それらへの調査対象者自身のイメージや解釈を報告させた。調査対象者によるクラスターのまとまりが

調査者と異なって分割されたり、併合される場合には、内藤（1997）や大久保（2008）に倣い、調査対

象者のイメージに沿って群の数を変更し、解釈することとした。そして、項目群全体に共通するイメー

ジやそれぞれの項目が併合された理由として考えられるもの、群全体が意味する内容の解釈について質

問した。次に、第1群と第2群、第1群と第3群というように、クラスター間を比較させてイメージや

解釈の異同を報告させた。その後、全体についてのイメージや解釈について質問した。続いて、調査者

として解釈しにくい個々の項目を取り上げて、個別のイメージや併合された理由について補足的に質問

した。 後に、各連想項目単独でのイメージがプラス（＋）、マイナス（－）、どちらともいえない（0）

のいずれに該当するかを解答させた。 
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また、クラスターの解釈やそれに伴う調査者と調査対象者のやりとりは、調査対象者の了解を得た上

で ICレコーダーに録音し、逐語記録を作成した。 

 

3．結果と考察 

(1) 連想項目とクラスター分析の結果 

クラスター分析の結果はFigure 1のようになった。本研究では、調査者の想定したクラスターの分割

と調査対象者の解釈イメージがほぼ一致した。連想項目の中で、重要順位の高い順にほぼ3分の1とな

る 6 項目を取り上げると、①自分の気持ち、心についてより目を向けるようになった（＋）、②思って

いたよりも大変な事ではなかった！？（＋）、③支えてくれる人（＋）、④うつうつとした気分（－）、⑤

体験してよかったとは思う。（＋）、⑥弱い面（自分の）を見せられるようになった。見せてもよいこと

を学んだ。（＋）となった。これらの項目からは、「うつうつとした気分」といったマイナスイメージも

あるが、ストレス体験をきっかけにさまざまなプラスイメージの体験をする可能性もあることが示され

た。全項目の単独でのイメージを見ると、プラスが10、マイナスが 5、ゼロが3（Aさんが解釈を行う

際に除いたほうがよいとした項目を含む）であった。ストレス体験そのものに対してマイナスイメージ

を持つ一方で、その項目数以上にプラスイメージの項目を挙げており、A さんの持つ強みや成長が示さ

れている。 

 

Figure 1. 調査対象者Aのデンドログラム 



ストレス関連成長が生じるプロセス 

川原 正人 

－ 36 － 

(2) 調査対象者Aによるクラスターの解釈 

逐語記録から抜粋した A さんによるクラスターの解釈の要点を記載する（斜体で表記）。なお、個人

が特定される可能性のある表現は、解釈内容は損なわないように削除、改変した。 

① クラスター1（「イライラ→悲しみ」から「矛盾」までの5項目）：ストレスを感じたときの自分の

感情としてまとまっているかなと思います。イメージとしてはネガティブな方向かな。 

② クラスター2（自分の気持ち、心についてより目を向けるようになった」から「うつうつとした気

分」までの3項目）：ストレスを感じて辛い状況から、ちょっとだけ希望が見出されてる感じ、状態。

ネガティブとポジティブが入り混じってる感じ。 

③ クラスター3（「支えてくれる人」から「幸せ」までの4項目）：ストレス感じて嫌だったけど、そ

の中で感じたいい思いというか、どっちかといったら温かいっていうイメージ。ストレス感じてわー

ってなってても、そばにいてくれる人がいてありがたいなっていう感じ。どちらかといえばポジティ

ブなイメージです。 

④ クラスター4（「体験してよかったとは思う。」から「思っていたよりも大変な事ではなかった！？」

までの5項目）： 

Aさんがクラスターの解釈を行う段階で、「皆1度は体験するもの」は「この4つ（のクラスター）

には入らない感じ」であると述べ、単独のグループでもなく、全体の中で異質なものとして感じられ

ており、この項目を除いた5項目で解釈を行った。 

ポジティブなイメージで、自分にとってその体験がプラスになったっていうカテゴリーでまとまっ

ているかな。そのストレスを経験して自分がどうなったっていうまとまり。体験した後にどう感じた

かっていうこと。 

「皆1度は経験するもの」について：一番 後は、他人もそういうことも経験するはずっていう他

人のことなので、多分どこにも属さないかなっていうイメージです。 

⑤ クラスター1とクラスター2の比較：イライラとかドキドキとかモヤモヤっていうネガティブな感

情とうつうつした気分というところは、気持ち、思いとして似てるけれども、いい意味での緊張とか

自分自身の気持ちとか心っていうものに目を向けるようになったっていうのは悪いことではないので、

上とはちょっと違うかなっていうところです。自分としては多分上の状態よりも2番目の状態の方が

楽というか、状態としては、気持ちの心模様としては楽っていうところが違うかと。 

⑥ クラスター1とクラスター3の比較：一番上の方は自分自身の中から湧いてきたことっていうイメ

ージで、3 番目の方は周りから働きかけがあって、自分の気持ちがどうなったかっていったところで

は違うかな。 

⑦ クラスター1とクラスター4の比較：一番上は、おそらく自分にとってあまりプラスではない状況

だけど、下は自分にとってプラスになったっていうイメージが違うかな。 

⑧ クラスター2とクラスター3の比較：上の感情になるからこそ、この状態（クラスター2）がない
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とこの状態（クラスター3）が生まれないっていう感じ。けど、ポジティブ寄りネガティブ寄りで言

ったらちょっと離れてるかな、上がちょっとネガティブめで、下がポジティブめ。これも上の方が自

分自身の中から出てきたもので、3番目の方が外からの影響が大きかったもの。 

⑨ クラスター2とうクラスター4の比較：こことここ（クラスター2と3）の関係よりこことここ（ク

ラスター2 と 4）の関係の方がネガティブ度とポジティブ度に差があるかな。下の方が自分の気持ち

としてはポジティブな面が強くて、上がネガティブな面が強い。 

⑩ クラスター3とクラスター4の比較：自分の気持ち的には、楽な状態。ストレスを経験してつらか

ったとこから脱したねっていう点では似てるかな。一番落ち込んでいるときからはよくなってる、よ

くなってるときにこういうことが感じれるようになるかなっていう感じ。こっち（クラスター3）の

方がストレスの感じてるピークがあって、ここが出口だったらこっち（ピーク）寄り、3 つ目は。4

番目の方は、さらにこっち（出口側）。こっちは乗り越えたっていう感じ。だけどピーク時よりはこっ

ちにいるっていう点では一緒かなっていう。両方明るいっていうイメージがあるかな。 

⑪ 全体について：ストレスを感じてそこから脱するときの私の流れ。 初はネガティブで、ちょっ

とネガティブで、それがよりネガティブになって、段々ネガティブじゃなくなって、ポジティブにな

るっていう流れのイメージかな。こことここ（クラスター1と2、クラスター3と4）が近いっていう

のはわかるかな。1番目と4番目は遠い。自分が感じていることの内容に近いとか遠いとかっていう。

多分自分の気持ちについての言葉がいっぱいあって、これとしては全部まとまるからこことここ（デ

ンドログラムの 終的な結節）がつながってると思う。 

⑫ 補足質問 

「イライラ→悲しみ」：そのストレスを感じさせるものに対して初めはイライラしてるけど、それが

自分のせいかなと思って悲しみになっちゃう感じ、があるのでイライラ、矢印、悲しみです。だんだ

ん悲しくなっちゃう。そうなると辛いし、モヤモヤするし、ドキドキもするなっていうこと。 

「矛盾」：イライラを自分にさせている環境とか人とかっていうとこと、自分のせいかなっていうと

この、人のせいと自分のせいっていうとこの矛盾。 

「体験してよかったとは思う。」：よかったとは思うけど、体験しなくてよかったなら体験したくは

なかったかなっていう感じかな。でもそれによって得たものもあるので、体験して“今は”よかった

なと思うっていう意味で“とは”がついてる。 

(2) 調査対象者Aについての総合解釈 

① クラスター1：Aさんはストレスを感じると、イライラしながらも、その状況はもしかすると自分

のせいではないだろうかと悲しくなってしまうことが、他のネガティブな感情を引き起こしてしまう。

このイライラが環境や人のせいなのか、自分のせいなのかという二極化した考えで説明しようとする

と、A さんの中に「矛盾」が生じてしまう。もともとのストレスに対する反応としてのネガティブな

感情だけではなく、誰のせいなのかという必ずしも明確な答えを見つけることができない考えにとら
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われてしまうと、二次的にネガティブな感情が生じてしまうのではないかと考えられる。このクラス

ターは＜責任の所在を求めて揺れ動くネガティブ感情＞と解釈することができる。 

② クラスター2：ストレスを感じる辛い状況から希望が見出されるときには、依然としてネガティブ

な「うつうつとした気分」も感じられているが、いい意味での「緊張」や「自分の気持ち、心につい

てより目を向けるようになった」りする。感情的な反応の渦中にいたクラスター1の状態から、「自分

の気持ち、心についてより目を向けるようになった」という自分を対象化した捉え方もするようにな

っている。多くの心理的支援にその要素が含まれているように、自分自身を見つめ直すということは、

未だ解決に至っていなくとも、楽に感じられるようになるのを助けるかもしれない。このクラスター

は＜自分の気持ちを対象とした視点へのシフト＞と解釈することができる。 

③ クラスター3：「支えてくれる人」や「頼れる人がいるありがたさ」に気づき、「弱い面を見せられ

るようになった、見せてもよいことを学んだ」と感じることができるようになる。そのためには、ク

ラスター2 で示された自分の気持ちに目を向けることが必要であり、そうして初めて、周りからの働

きかけがポジティブな影響を持つようになる。助けとなるよい関係性が存在することはもちろんであ

るが、そうしたサポートに頼ってもいいんだ、話してもいいんだという安全や安心の感覚があって初

めてサポートが機能するという基本的かつ重要な点を示唆している。このクラスターは、＜サポート

資源を利用する力の回復＞と解釈することができる。 

④ クラスター4：ストレス体験を乗り越えると、「自信がついた」、「成長したような気がする」とい

った自分にとってその体験がプラスになったと感じられ、「必要以上に心配しすぎる事は減ったかな？」

というように、その後に体験する出来事に対しての不安も和らぐ。ただし、体験しなくてよかったな

ら体験したくはなかった出来事として語られているので、ポジティブな記憶に置き換わるわけではな

い。その大変な出来事を乗り越えたことによって得たものもあるので、“今は”「体験してよかった“と

は”思う」のである。このクラスターは、＜ストレス体験を乗り越えた後の変容＞と解釈することが

できる。 

⑤ 全体として：ストレスを感じてからそこから脱するまでのAさんの内的な体験が時間的経緯を踏

まえて語られている。Aさんの言葉でいう“流れ”、つまりストレスを乗り越えるプロセスとして、ク

ラスター1 から始まり、クラスター2、クラスター3 を経て、クラスター4 へと至る。また、クラスタ

ー1 とクラスター2 は主にストレスを感じたときのネガティブなイメージが共有されており、クラス

ター3 とクラスター4 はストレスから脱するときに感じられるポジティブなイメージが共有されてい

る。しかし、ネガティブな感情の克服とポジティブな変容は別個の機序ではなく、＜自分の気持ちを

対象とした視点へのシフト＞から＜サポート資源を利用する力の回復＞が生み出されるといった連続

性が存在し、ストレス関連成長が形成されることが示された。 
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4．総合考察 

A さんのストレス関連成長は、＜責任の所在を求めて揺れ動くネガティブ感情＞、＜自分の気持ちを

対象とした視点へのシフト＞、＜サポート資源を利用する力の回復＞、＜ストレス体験を乗り越えた後

の変容＞というプロセスを経ることが明らかとなった。このプロセスを形成するそれぞれのクラスター

の内容から、心理療法とも共通する機序が含まれているように思われる。 

Freeman, A., Pretzer, J., Fleming, B., & Simon, K. M.（1990）が認知療法を進める上でよく認める

認知の歪みを一覧にまとめているが、例を挙げると、 初の項目は二分割思考となっている。これは、

互いに相反する極端な二通りの見方で物事を判断し、「中間の灰色の部分」がないということである。＜

責任の所在を求めて揺れ動くネガティブ感情＞も似た状態を呈することは明白であり、相談や治療につ

ながらない人も、専門的なケアを必要とする人と同様の苦しみを抱えることもあることが理解されよう。

この後、A さんは＜自分の気持ちを対象とした視点へのシフト＞をしていくわけだが、近年の認知行動

療法（第三世代認知行動療法）で取り入れられているマインドフルネスの概念に近い。治療的には、「感

情的な心」と「理性的な心」のバランスを図る「賢い心」が活用できるようにマインドフルネス・スキ

ルを身につけていくわけだが（Linehan, M. M., 1993）、まさにAさんは自分でそれを成し遂げたので

ある。A さんが、＜自分の気持ちを対象とした視点へのシフト＞がないと＜サポート資源を利用する力

の回復＞が生まれないと述べているように、ストレス関連成長も治療も、まずは＜自分の気持ちを対象

とした視点へのシフト＞が基本条件であり、要点であることが示唆された。このプロセスを経ると＜サ

ポート資源を利用する力の回復＞が生じ、応答してくれる環境をその人が作り出し、精神生活を豊かに

するための刺激や新しい試み、課題、応答を得ることができるようになる（Willi, J., 1996）。その結果、

Foa, E. B., Hembree, E. A., & Rothbaum, B. O.（2007）や Foa, E. B., Chrestman, K. R., & 

Gilboa-Schechtman, E.（2009）が「トラウマ記憶が何度も賦活され、トラウマに関連した考えや感情

が呼び起こされ、それを他の人間と話し合い、トラウマを思い出させるような状況に向かい合うことに

よって生じる」と述べる自然回復のプロセスと同様、＜ストレス体験を乗り越えた後の変容＞が生じる

ものと思われる。 

ストレス関連成長が生じるプロセスへの理解が深まれば、臨床実践においてもその人が持つ強みのア

セスメントや治療経過のメルクマールとして寄与する可能性があるだろう。当然ながら、どのように成

長するかという方向や選択が個人の外側から押しつけられるようなことがあってはならない。しかし、

成長、回復していく人への理解が深まることで、伴走者のように寄り添いともに進むことができるので

あれば、困難を抱え、それを乗り越えようとする人にとって助けとなるのではないだろうか。 

今回の研究では1人のデータをもとに詳細な分析を試みた。今後は、ストレス関連成長のプロセスの

普遍性や個別性について、より多くの人を対象とする必要があるだろう。また、本研究では、個人の認

知やイメージの構造を分析の対象とするためにPAC分析を用いた。内藤（2008）が述べているように、

PAC分析は方法論的に認知行動療法との親和性が高い。そのため、本研究で得られた知見は、そうした
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文脈でのプロセスである可能性も否定できない。他の側面についての検討は今後の課題である。 

 

付記 

自らの体験を話してくださり、発表への承諾をいただきましたAさんに深く感謝申し上げます。 
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