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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、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
ている。Lepore, S. J. & Revenson, T. A.（2006）は
「レジリエンス」という単語を風で揺れている木のた
とえ話を使って説明している。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る「回復」、強
い風に全く影響を受けない木にたとえられる「抵抗」、
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にたとえられる「再構成」

の３つの定義で用いられているとしている。このう
ち、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述べている。この
再構成された木、つまり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、
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成長が起こりうるとされてい
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が
（Calhoun, L. G. & Tedeschi, C. R., 2006）、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
的変容はストレス関連成長（stress-related growth; 
SRG）や心的外傷後成長（posttraumatic growth; 
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PTG）と呼ばれ、成長としてどのような変容を生じ
うるのかについての尺度も開発され、妥当性が確認
されている（Park, C. L., Cohen, L. H., & Murch, R., 
1996; Tedeschi, C. R. & Calhoun, L. G., 1996）。これ
らの成長は、Lepore, S. J. & Revenson, T. A.（2006）
が述べている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られる。
　川原（2016）はストレス関連成長がどのように生
じるのかに着目し、PAC分析（内藤，1997）を用
いた事例研究によってそのプロセスを検討してい
る。その結果、＜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として成長を捉えていること
が明らかとなり、ストレス体験を自己治癒的に乗り
越えてきたそれぞれの段階が心理療法の治療機序
とも類似性を持つことが示されている。方法論的
な限界もあり、治療アプローチを限定するものでは
ないとしながらも、認知療法を進める上でよく認め
る認知の歪み（Freeman, A., Pretzer, J., Fleming, 
B., & Simon, K. M., 1990）として捉えられる経験
や、PTSDの治療として推奨される持続エクスポー
ジャー療法（Foa, E.B., Keane, T. M., & Friedman, M. 
J., 2000; Friedman, M. J., Keane, T. M., & Resick, 
P. A., 2001）や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
（Kabat-Zinn, 1990; Linehan, M. M., 1993; Segal, Z., 
Williams, J. M., & Teasdale, J., 2002）で指摘されて
いることと同様の内容が語られている。他にも、精
神分析的な理論的背景を持つWilli, J.（1996）がニッ
チと呼んでいる、「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他
者との関係の持ち方や環境との関わり」に相当する
内容も読み取ることができる。これはサポート内容
だけに着目すればソーシャルサポートと言い換えて
もよい。このように、ストレス関連成長を詳細に検

討することは、ストレス体験を乗り越えるプロセス
において何が役に立ったか、治療者が拠って立つ理
論にかかわらず理解を深めることに役立つと考えら
れる。
　加藤（2009）や平野（2010）が指摘しているよう
に、レジリエンスという術語には異なった意味、使
用法が含まれており、曖昧な概念であることは否め
ない。本研究では「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）という側面をストレス関連
成長として捉える。本研究の目的は、ストレス関連
成長が生じるプロセスにおける共通性を明らかにす
ることである。川原（2016）と同様にPAC分析を
用いてストレス関連成長についての個人の認知やイ
メージの構造を分析の対象とし、調査対象者間の比
較検討を行うことで共通して経験された要因を抽出
することを狙いとする。

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行
われている主に教育、福祉、医療などの領域で働く
人が集う複数の学習会を通して行われた。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３人が選ばれた。Ａさんは20
代の既婚女性で教育関係の職場で働いており、Ｂさ
んおよびＣさんは30代の既婚女性で医療関係の職
場で働いている。各調査対象者は職場や居住地が
異なり、それぞれ別に協力を依頼した。
（２）調査時期
　2015年８月から2016年８月の間にそれぞれの調査
対象者に対して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
　 　手続きは川原（2016）と同様に、連想刺激とし
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てストレス体験をきっかけとした心の成長を尋ね
る教示文を提示し、口頭で読み上げた。次に、調
査対象者が記入したカードを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。
　②類似度評定
　 　項目間の類似度距離行列を作成するために、非
常に近い…Ａから非常に遠い…Ｇまでの７段階の
評定尺度に基づいて類似度を評定させた。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、口頭で読み上げた。
　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、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、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。その後、クラス
ター間の比較、全体についてのイメージや解釈、
補足質問について尋ねた。最後に、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。
　 　また、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）調査対象者Ａによるクラスターの解釈
　クラスター分析の結果はFigure 1のようになっ
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７項目を取り上げると、①表現をする（＋）、
②思い出す（＋）、③あたたかい（＋）、④ゆっくり（＋）、
⑤会話（＋）、⑥バランスを保つ（＋）、⑦まかせる
（＋）となった。全項目の単独でのイメージを聞くと、
プラスが16、マイナスが０、ゼロが６であった。
　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（以下同様）。
　 ①クラスター１（「家族」から「でも」までの７項
目）：もともと題材にしたストレス体験、一番の大
元に関係している言葉。プラスなこともマイナス
なことも含めてのストレス体験。
　 ②クラスター２（「深呼吸」から「真ん中」まで
の４項目）：深呼吸はほんとに困ったことがあった
ときに深呼吸をするといいっていうような意味で、
深呼吸によって真ん中に戻っていく、辛い状況か
ら元の状況とか中立のところに行くっていう感じ
かな。
　 ③クラスター３（「あたたかい」から「思いだす」
までの５項目）：回復に向かうためのプロセスとし
てまとまってると思う。だけど回復するにあたっ
て辛かったことをなしにはできないから、認める
ことも必要だし、今の自分とか過去の自分も含め
て、思い出しつつ、自分らしく表現をして、温か
い状況で囲まれた中でいられるっていうことが回
復のプロセスだと思います。
　 ④クラスター４（「バランスを保つ」から「対人関
係」までの３項目）：いろんなことがあったけれど
も認めることが必要だし、認める作業をするため
にはバランスを保つっていうことが大切になって
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くるので、辛いことだけれどもすごく必要なこと
というイメージ。ひとりではできるわけではなくて、
人との関わりの中で回復していく。でもそれはこ
の３つはどれも大変なことで、辛いことも含まれ
るかな。
　 ⑤クラスター５（「会話」から「まかせる」までの
３項目）：会話をすることも怖いし、まかせること
も怖いし、でもそれはすごく大切なこと、乗り越
えていくためにはどっちも大切なこと、でもすごく
苦手な３つ。会話をしないとなんかクリアできな
いっていうか、認めることもできないし、進んで
いくこともできない、クリアすることができない、
けど怖いし、何かを誰かにまかせる、自分自身を
まかせるっていうことはすごく怖い、けれどもひ
とりではどうにもならないし、ひとりで解決でき
ることでもない。どちらも回復に必要なことかな。
でもすごく苦手なこと。
　 ⑥クラスター間の比較および全体について：ここ

らへん（クラスター２～４）からはプロセス、回
復までのプロセスに近くて、こっち（クラスター１）
はどっちかっていうと、原因というと言い方が悪
いけれど、対象というか、対象となるものや過去。
こっちの４番目の方は結果に近いような感じのイ
メージ。こっち（クラスター１）が原因だとしたら、
結果、あるいは最終的な結果の直前、答えが出る
ほんとに直前っていうイメージ。ここ（クラスター
４）までの時間はすごく長かったけど、こういっ
た会話とかまかせるとかそういった作業（クラス
ター５）を通して最終的には回復に向かうんだと
思います。（クラスター１とクラスター５は）似て
るし、つながってる・・・例えばここ（クラスター
１）が対象となるストレス行動だとしたら、こういっ
たプロセスを経てこっち（クラスター５）に行くよ
うなイメージではあるんだけれど、多分そのため
に必要になってくるのはこの３つ（クラスター２～
４）。最終的な結果がさらにどこかにあるとすると、

家族（０）

信頼関係（０）

自由に（＋）

幸せ（０）

周囲の人（０）

時間はかかるけどそれでいい（＋）

でも（０）

深呼吸（＋）

白でも黒でもない（＋）

ゆっくり（＋）

真ん中（＋）

あたたかい（＋）

素のままで（＋）

表現をする（＋）

自分らしく（＋）

思いだす（＋）

バランスを保つ（＋）

認める（＋）

対人関係（０）

会話（＋）

こわい（＋）

まかせる（＋）
　＊デンドログラムの数値は重要順位
＊＊各項目後ろの（　）内の符号は単独でのイメージ

Figure 1.　調査対象者Ａのデンドログラム
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ここ（クラスター１）とここ（クラスター５）は遠
いんだけれども近くて、プラスとマイナスという
か、そんなイメージですね。

（２）調査対象者Ｂによるクラスターの解釈
　クラスター分析の結果はFigure 2のようになっ
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８項目を取り上げると、①何を大切にした
いか（＋）、②様々な役割（＋）、③本当にやりたい
こと（＋）、④“良い人”でいなくてもよい（＋）、⑤
自分をつくる要素（＋）、⑥自分の思いを他人に伝え
る（できる範囲で）（＋）、⑦家族の中での役割（＋）、
⑧自分自身のバランス（＋）となった。全項目の単
独でのイメージを聞くと、プラスが21、マイナスが０、
ゼロが４であった。
　 ①クラスター１（「家族の中での役割」から「妹へ
の接し方」までの８項目）：家族、家族に対する

気持ちかな。今は整理がついてるけど、当時はか
なり気を使っていた部分かなと。
　 ②クラスター２（「本当にやりたいこと」から「自
分の思いを他人に伝える（できる範囲で）」までの
10項目）：今現在のスタンスというか、大人になっ
てからの気づきっていうか、いろいろ試行錯誤し
ていく中で、どういう優先順位をつけるかとか、
自分がどうしたいかとかそういうのを、真っ新に
考えるようになったグループですかね。今求めら
れてることとかそういう前提があってどうしたい
のか考えるんじゃなくて、自分がほんとにどうし
たいかっていう純粋に考える。自分と対話するっ
ていう感じですかね。これはでも変わっていくん
だろうなあと思います、自分の人生の段階に応じ
て。だからちょっと流動的なもの？まあ試行錯誤
ですね、今も。

家族の中での役割（＋）

母への Follow（＋）

父・母の関係（０）

祖父母の死去（＋）

父親への対応（０）

弟への思い、もどかしさ（＋）

様々な役割（＋）

妹への接し方（＋）

本当にやりたいこと（＋）

“良い人 ” でいなくてもよい（＋）

何を大切にしたいか（＋）

自分の好きなこと好きなもの（＋）

自分をつくる要素（＋）

自分自身のバランス（＋）

周りからの評価（０）

自分への評価（考え中）（＋）

適材適所（＋）

自分の思いを他人に伝える（できる範囲で）（＋）

お金のやりくり（＋）

アルバイト（＋）

時間的制約（＋）

学生時代のあれこれ（＋）

資格試験（＋）

友人関係（中学）（０）

運動部（＋）
　＊デンドログラムの数値は重要順位
＊＊各項目後ろの（　）内の符号は単独でのイメージ

Figure 2.　調査対象者Ｂのデンドログラム
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　 ③クラスター３（「お金のやりくり」から「資格試験」
までの５項目）：何かギュッてしてる感じ。ギュッ
てしてもうほんと何か濃い、濃いし忙しいし、せっ
ぱつまってる感じですね、このグループは。ちょっ
と無理だよとか言ってもよかったかなとは思うん
ですけどね。もうちょっと人の手を借りてもよかっ
たかなと思いますけど、うまく人の手を借りる術
が私になかったか、もう自分でやるしかないと意
固地になっていたようなイメージですね。
　 ④クラスター４（「友人関係（中学）」と「運動部」
の２項目）：初めて人間関係で難しさを感じた、中
学時代の思い出ですね。いろんな意味でやられた
けどここから学ぶことも、あったかなあ。まあでも、
何も救いを求めなくっても見ててくれる大人はい
たっていうのは、私の安心材料の１つではありま
したね。
　 ⑤クラスター間の比較および全体について：３番
目があったから２番目があって、１番目があった
から２番目があるみたいな。２番目のグループに
つながってる感じですね。勉強になったことはた
くさんあるけども、もう同じことはいいかなってい
う感じですね。逆にその２番目は、これから、こ
れから大事にしていきたいっていうか、今も大事
にしてるんですけど、という感じですね。（クラス
ター４について）何か直接的には関係ないなって
感じなんですけど、ステップを踏んでやっぱり４
番目が２番目につながるかなっていう、今思うと。
探さないと見えないけど、探し当てたら濃かった
なあって思う感じ？だから普段は全然、思い出し
もしないなあ。まあでも基盤を作ったに違いないっ
ていうのはどちらも似てますね。自分自身の考え
方というか、性格とか。（デンドログラムの結節さ
れていくプロセスについて）説明はつきます、自
分の中で。距離感って感じです。
　 　何か自分をそうやって見渡せるときが来るんだ
なって感じです、今の率直な感想を言えば。何か
いろんな、過去にあったことを、上の方からあん
なこともあったなあという、山の頂上にいて、ちょっ

と麓のいろんな、家々を見てる感じですね。あん
なこともあったね、こういう風に登ってきた道にこ
ういうこともあったねっていう感じですかね。でも
まだ頂上じゃないかもしれないけど。頂上じゃな
いかもしれないです。もしかしたらちょっと、雲
の上にもうちょっと道があるのかもしれないです
けど。まあでも、ゆっくり登っていくんじゃないで
すか。まだ見えないですけどね。まあでもだから
今必死な事も、逆に言えば、いずれ眺めるときが
来るんだろうなっていう感じです。今現在必死に
なってることに対しても、上の方からまたちょっと、
あああったねあんなこともみたいな感じで眺める
ときが来るんだろうなっていうのを気づいたこと
が、楽なのかもしれないですね。

（３）調査対象者Ｃによるクラスターの解釈
　クラスター分析の結果はFigure 3のようになっ
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７項目を取り上げると、①新しい環境（０）、
②何とかなることも多いと知る（＋）、③前はとても
心配だったことが、何度か経験するうちに、大した
ことではないかも、と思える（＋）、④不安がありな
がらも挑戦すること（＋）、⑤新しい人間関係（＋）、
⑥誰かに相談すること（＋）、⑦１人で挑むこと（＋）
となった。全項目の単独でのイメージを聞くと、プ
ラスが９、マイナスが７、ゼロが６であった。
　 ①クラスター１（時に倒れることもある」から「やっ
てみたら意外と難しかったこと」に「自分の弱い
所を知る」「恐さを経験すること」を加えた８項目）：
環境が変わったときのネガティブな感じをまとめ
た感じですかね。誰かに伝えたりだとか表現をし
たりしないで、自分でひとりで抱えてる感じです
ね。
　 ②クラスター２（「違う自分に気付く」の１項目）：
自分の中で解釈する。ポジティブな面、ネガティ
ブな面両方あるっていう。
　 ③クラスター３（「新しい環境」から「環境が変
わること」までに「引っ越し」を加えた４項目）：
今までとは違う身の回りの環境に自分が入ってい
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くっていうところで、第三者が出て来るような感
じですね。人間関係だったり、あと新しい場所だっ
たりだとか、そういうものの中に自分がひとり入っ
ていくっていう感じ。
　 ④クラスター４（「ネガティブな感情を持ちながら
も、その事柄と向き合うこと」から「不安があり
ながらも挑戦すること」までの３項目）：こっちは
そういうネガティブな感じがありながらも挑んで
いくっていう、行動的な感じ。
　 ⑤クラスター５（「乗り切った時の安心感」から
「ホッとする気持ち」までの６項目）：自分が成長
していくってところでの、プラスになるような。楽
に過ごせるようなイメージのあるもの。
　 ⑥クラスター間の比較および全体について：こっ
ちの上の方（クラスター１～４）は緊張感がかな
り伴うようなイメージのそれぞれのグループ。最
後のグループだけ、緊張感とは反対の、対極にあ
るようなグループ。あとは、どちらかというとひと

りで、感じたりだとかあとは、行動する、でこっち（ク
ラスター５）は、誰かを頼ることもあるっていうよ
うな、そういうところも違う。「違う自分に気づく」
（クラスター２）っていうのはプラスもマイナスも
両方あるかなって思うんですけど、けど１番目の
グループはどちらかというとそんなに気持ちのい
いものではなくって、ネガティブなイメージが強
いグループになります。３グループ目を経験する
中で１グループ目の気持ちが出てくるものってい
う。第１グループはそのネガティブな気持ちだけ
をグループにしてるのに対して、４グループ目は
そういう気持ちがあっても、前に進んでいくって
いうところが違うのかな。第２グループは気づい
たところで終わってるのに対して、第４グループ
は、行動に移しているところが違うかな。第３グ
ループはその新しい初期場面に入ったときのこと、
入ったその瞬間のことで、第４グループが、その
初期場面に入ってから、前を向いて歩いていくと

時に倒れることもある（－）

誰にも言えない時もある（－）

落ち着かない感じ（－）

焦る感じ（－）

やってみたら意外と難しかったこと（－）

自分の気持ちに気付くこと（０）

自分の弱い所を知る（－）

違う自分に気付く（０）

新しい環境（０）

新しい人間関係（０）

環境が変わること（０）
ネガティブな感情（恐怖、悲しみ、不安など）
を持ちながらも、その事柄と向き合うこと（＋）
１人で挑むこと（＋）

不安がありながらも挑戦すること（＋）

恐さを経験すること（－）

引っ越し（０）

乗り切った時の安心感（＋）

乗り越えた後は自信になる（＋）

何とかなることも多いと知る（＋）
前はとても心配だったことが、何度か経験するう
ちに、大したことではないかも、と思える（＋）
誰かに相談すること（＋）

ホッとする気持ち（＋）
　＊デンドログラムの数値は重要順位
＊＊各項目後ろの（　）内の符号は単独でのイメージ

Figure 3.　調査対象者Ｃのデンドログラム
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ころ、時間の位置が違うと言うか、そういうイメー
ジです。初期場面からだいぶ後のことになるのか
なって思います、第４グループの方が。

（４）総合解釈
　 ①調査対象者Ａ：＜きっかけとなったストレス体
験＞（クラスター１）から回復に向かうプロセス
として、辛い状況から＜中立的な落ち着きに向か
うための作業＞（クラスター２）が行われ、＜温
かい状況の中での想起・表現＞（クラスター３）
ができるようになると、＜対人関係の中での体験
の受容＞（クラスター４）へとつながっていくと
解釈することができる。そして、その体験を受容
した後に＜苦手であるが必要なことへのチャレン
ジ＞ができるようになり、回復に至ることが示さ
れた。
　 ②調査対象者Ｂ：ストレス体験を繰り返す中で必
死なときにはできなかったが、乗り越えた後に過
去を振り返って眺められるようになって気づいた
＜今の自分がどうしたいかという自分との対話＞
がクラスター２に示されている。そうした今の自
分の考えや性格の基盤を作り上げた体験として、
＜意固地になってサポートを得られなかった体
験＞（クラスター３）、＜家族に関係したストレス
体験＞（クラスター１）、＜中学時代のストレス体
験＞（クラスター４）という順に強く影響したと

捉えられていると解釈できる。
　 ③調査対象者Ｃ：＜きっかけとなったストレス体
験＞（クラスター３）によって＜ひとりで抱えたネ
ガティブな気持ち＞（クラスター１）が出てくる。
その中でポジティブな面もネガティブな面も含め
て＜自分の気持ちへの気づき＞（クラスター２）
が生じ、＜不安・怖さへのチャレンジ＞（クラス
ター４）という行動へとつながっていく。その結果、
＜ストレス体験を乗り越えた後の変容＞（クラス
ター５）に至ることが示された。
　④各調査対象者の体験内容の吟味
　 　各調査対象者によって語られた体験の具体的な
内容は、近藤（2012）が心的外傷後成長の調査
で用いた「困難な出来事」に合致していた。また、
ストレス関連「成長」に達していたがどうかにつ
いて、Ａさんは面接調査の中で体験を振り返って、
PAC分析で語られた５つの回復の過程を経て、
それ以上の「６番目」に至ると言及した。Ｂさん
も同様に、PAC分析で語られたプロセスを経るこ
とでそのストレス体験が「無駄ではなかった」「得
たものは大きかった」「今はそうやって見渡せる」
「今必死なこともいずれ眺めるときが来る」ことに
気づけるようになると語った。Ｃさんについては、
PAC分析において＜ストレス体験を乗り越えた後
の変容＞と解釈できるクラスターが出現した。以

Table 1.　時系列に沿って表した各調査対象者のクラスターの比較
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上のことから、３名の調査対象者によって語られ
た内容はストレス関連成長に至るプロセスを反映
していると考えられる。
　⑤各調査対象者の比較
　 　Ａさん、Ｂさん、Ｃさんのクラスターの解釈
を時系列に沿って表したものがTable 1である。
≪きっかけとなったストレス体験≫によって≪ネ
ガティブな心理状態≫に陥るが、バランスを必要
とする自分の気持ちの捉え方への≪気づき≫が生
じ、周囲の≪サポート≫を活用できるようになり、
不安や苦手意識を感じていたことに≪チャレン
ジ≫して、体験したことが消えるわけではないが
そこに異なった意味を見出す≪ストレス体験を乗
り越えた後の変容≫に至るという流れの中にそれ
ぞれのクラスターを位置づけることができた。

４．総合考察

　ストレス関連成長が生じるプロセスにおける共通
性を検討するために３名の調査対象者に面接調査を
実施し、得られた結果をもとに比較検討を行った。
調査対象者によって語られたストレス関連成長の共
通点として、Table 1に示したようにデンドログラム
にもとづいて解釈された各クラスターをいくつかの
グループに分けて理解することができ、時系列的な
順序性を持って構成されているということが示され
た。同様にPAC分析を用いた川原（2016）によっ
て報告された事例では、ストレス関連成長のプロセ
スとして＜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＞が見出されてい
る。これらは順に、今回の調査で見出された、≪ネ
ガティブな心理状態≫、≪気づき≫、≪サポート≫、
≪ストレス体験を乗り越えた後の変容≫にそれぞれ
相当している。きっかけとなったストレス体験の内
容はそれぞれに大きく異なるにもかかわらず、それ
らの体験を乗り越えていくプロセスには類似した通
過点が見られ、その順序にも共通性のあることが確

認された。ストレス関連成長が生じるためには、１
つの段階が次の段階を引き起こすきっかけとなり、
それが連鎖するというモデルを想定することができ
るのかもしれない。
　一方で、すべての調査対象者がすべてのグループ
について言及しているわけではない。想起したとき
に意識化されていなかったり重要だと感じられな
かったということも考えられるが、人によって、ある
いは体験した出来事によって必要な段階が異なる可
能性も考えられる。また、当然のことながら個人の
体験の内容やイメージはそれぞれ異なっている。例
えば、今回の調査では３人とも≪気づき≫や≪チャ
レンジ≫について言及しているが、真ん中に戻って
いくイメージやポジティブな面とネガティブな面の
両方に気づいたというＡさんやＣさんと、自分が本
当にどうしたいのかを考えるということに気づいた
Ｂさんとでは気づきの内容は大きく異なるであろう。
チャレンジについても、怖さを感じながらも人と関
わろうとするＡさん、ストレス体験をきっかけとした
気づきを今後の人生でも続けていこうとするＢさん、
気づいたところで終わりにするのではなく行動に移
すことが大事と考えるＣさんとそれぞれにストレス
体験を乗り越え、成長へと結びついた取り組みは異
なるのである。ここにストレス関連成長の持つ個別
性が表れていると考えられる。また、今回の調査で
はそれぞれの体験のストレス強度は測定していな
い。ストレス強度の違いについても評価方法を含め
て検討する必要があるだろう。
　川原（2016）が指摘しているように、ストレス関
連成長が生じるプロセスには心理療法とも共通す
る機序が含まれている。≪気づき≫の段階につい
て各調査対象者が語っている内容は、ありのままを
受け入れたり物事を捉え直すことで自己治癒力を高
めるマインドフルネス（Kabat-Zinn, 1990; Segal, Z., 
Williams, J. M., & Teasdale, J., 2002）において強調
されている気づきと同様のものと捉えることができ
るであろう。また、≪サポート≫や≪チャレンジ≫で
語られている内容は、Foa, E. B., Hembree, E. A., & 
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Rothbaum, B. O.（2007）やFoa, E. B., Chrestman, K. 
R., & Gilboa-Schechtman, E.（2009）がトラウマか
らの自然回復のプロセスについて「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」と指摘していること
と一致する。本研究で明らかとなったストレス関連
成長の段階を促進させることは、ストレスに起因す
る問題を乗り越えるための必要条件であって十分条
件ではないだろう。しかし、心理療法やカウンセリ
ングがクライエントの自己治癒的な力を回復、促進
していると考えたとき、そのプロセスで起きうること
を理解しておくことは重要な意味を持つと考えられ
る。
　今回の研究では、３名の調査対象者のデータを
詳細に分析し、その中からストレス関連成長のプロ
セスにおける共通性の抽出を試みた。Park, C. L. & 
Lechner, S. C.（2006）が述べているように、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であるが、今後、本研究で明ら
かになったプロセスの段階や逐語記録のデータをも
とに量的、仮説検証的な調査を行うことで、ストレ
ス関連成長の持つ普遍的な側面についても理解が深
まるのではないかと考えられる。

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、Ｂさん、Ｃさんに深く感謝申し上げ
ます。
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