
問題と目的

　保育所保育士の役割の１つに、保護者に対する子
育て支援が挙げられる。保育所保育指針では、保育
士の保護者に対する基本的態度として、一人ひとり
の保護者の尊重や、ありのままを受けとめる受容的
態度、保護者の不安や悩みに寄り添い、保護者が子
育てへの意欲や自信を持てるような共感的姿勢など
が示されている（厚生労働省，2018a）。つまり、保
育士は保護者の育児への理解を示すとともに、保護
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要　約
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を行い、保育所に通う子どもの母親に対して自記式の質問紙調査を実施した。得られた回答のうち、104

カ所、2,634件を本研究の分析対象とした。分析の結果、多重役割理解から育児不安感に有意な負の影響、

育児理解から育児不安感と育児負担感に有意な負の影響が見られた。また、育児不安感と育児負担感か

らマルトリートメントに有意な正の影響が見られた。これらから、保育士による母親への育児理解や多重

役割理解は、育児ストレスを媒介してマルトリートメントを軽減していることが示唆された。
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者自身を理解しながら支援につなげていくことが求
められていると言える。
　一方、保護者にとって育児は、個人の感情や適応
に影響を与える（e.g. Crinic & Booth, 1991；柏木・
若松，1994）。保育士は、保護者の育児への意欲や
自信、有能感の向上などのポジティブな側面に働き
かけるとともに、悩みや不安、不適切な養育行動な
どのネガティブな側面が見られる場面への対応が求
められる。特に、乳幼児期の子どもを持つ母親はス
トレスを抱えやすいことから（長谷川，2007）、ネガ
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ティブな側面に対する支援は重要である。育児に関
するネガティブな要因の１つに、育児に関するスト
レス（以下、「育児ストレス」と表記する）が挙げら
れる。育児ストレスとは、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知覚されることや、
その結果、母親が経験する困難な状態（佐藤・菅原・
戸田・島・北村，1994）である。育児ストレスに関
するこれまでの研究を概観すると、育児ストレスが
高い場合は必要以上に子どもを制御すること（Mash, 
Johnston, & Kovitz, 1983）、母親の育児ストレス反
応として、怒りや不安・恐怖・空しさ・悲しみなど
の情動反応が喚起されること（清水，2003）、さらに
母親が子どもに対して加虐的行動を引き起こし

（Casanova, Domanic, McCanne, & Milner, 1992）、
児童虐待につながる危険性が高まること（花田・永
江・大石・本田，2007；中谷・中谷，2006）などが
示唆されている。つまり、育児ストレスが高まるこ
とにより、保護者自身のネガティブな情動が喚起さ
れるとともに、子どもへの不適切な養育行動（以下、

「マルトリートメント」と表記する）につながる可能
性があると言える。したがって、児童虐待につなが
る可能性のある子どもへのマルトリートメントを予防
するために、保護者の育児ストレスの軽減は重要な
課題である。特に、日本における主な虐待者は実母
の割合が最も高い（厚生労働省，2020）ことから、
母親による子どもへのマルトリートメントを予防する
ための育児ストレス軽減方策を検討していく必要が
ある。したがって、本研究は母親の育児ストレスな
らびにマルトリートメントを扱うこととする。
　他方、母親の育児ストレスに影響する要因は、育
児だけではない。各世帯において、共働き家庭は年々
増加しており、2019年の雇用者の共働き世帯（以下、

「共働き世帯」と表記する）は男性雇用者と無業の
妻から成る世帯（以下、「片働き世帯」と表記する）
の２倍以上である（内閣府，2020）。また、保育所を
利用している保護者の保育所等利用理由は、95.6％
が「保護者の就労」であり、父親の99.0％、母親の
96.1％が就労している（厚生労働省，2018b）。つまり、

多くの世帯は共働きであり、育児・家庭と仕事を両
立していると言える。このような、社会人としての
役割と父親・母親としての役割を多重に担っている
状態を多重役割という（福丸，2003a，2003b）。では、
多重役割を担う場合、個人が担う各役割は、他の役
割に影響しない独立した１つの役割として捉えるこ
とができるのであろうか。例えば、仕事上で受けた
ストレスは家庭生活に全く影響しない、あるいは家
庭で抱えたストレスは全く仕事に影響しないかとい
うと、全く無関係であると捉えることは困難であろう。
このような、一方の役割の状況や経験が他方の役割
に影響を及ぼすことをスピルオーバーといい、多重
役割を捉える１つとして考えられている（河田，
2015）。つまり、仕事の状況や経験は家庭の状況や
経験に影響を及ぼし、その逆も有り得るということ
である。そして各役割は連関しており、その関係は
切り離せない問題であると言える。以上から、保育
士による保護者支援は、母親の育児への理解のみで
はなく、仕事への理解など、育児以外の役割も理解
することが有効であると考えられる。よって本研究
では、保育士の育児への理解のみではなく、多重役
割への理解についても検討することとする。
　ところで、母親の役割は、仕事と家庭だけであろ
うか。これまでの多重役割研究を概観すると、主に
仕事と家庭という側面から多重役割を捉えている研
究が多くみられる（e.g. 福丸，2003a，2003b；小泉・
菅原・前川・北村，2003）。しかし、仕事をしている
社会人としての側面や子どもの母親としての側面以
外にも、女性としての側面や地域住民の１人として
の側面などもあるだろう。つまり、多様な役割を持っ
た１人の人であることから、仕事と家庭の側面だけ
では、その個人の役割を捉えることは困難である。
上述の通り、保育所保育指針では、保護者自身を理
解することが求められていることから、例えば母親
に対して、「髪型変えましたか？」などの家庭や仕事
とは異なる、個人に焦点を当てた会話をする機会も
想定される。そのような何気ない会話から多面的に
理解を示し、少しずつ信頼関係を築くことが保護者
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支援につながっていくと考えられる。したがって、
本研究で用いる多重役割は、仕事と家庭のみではな
く、本来感のような意味も含めて広く個人を捉えて
いくこととした。
　以上を整理すると、保育士は、母親の育児や多重
役割を理解することが求められること、母親の育児
ストレス、さらにはマルトリートメントの軽減方策を
検討していく必要があると言える。よって、保育士
による母親への育児理解や多重役割理解と母親の育
児ストレスやマルトリートメントの連関を示す研究を
概観する。これまでの研究では、保護者は保育者に
対して、保護者の気持ちへの配慮や家庭の事情への
理解など保護者への心情理解を求めていること（高
橋・木野，2020）、保育者のサポートが多いほど母
親の育児への負担感が低い（荒牧・無藤，2008）、
保育士からのサポートは育児不安感や育児負担感を
媒介してマルトリートメントに影響を与える（大内・
野澤・萩原，2012）、サポート活用効力感の高い母
親は、クラス担当保育士による育児の悩みへの理解
などのサポートが育児負担感や育児不安感を軽減す
ること（野澤・大内・萩原，2019）などがあるものの、
保育士による母親の育児理解が育児ストレスやマル
トリートメントに連関する研究はほとんど見られな
い。特に、保育士による母親への多重役割理解に関
する研究は皆無である。よって本研究は、保育士に
よる母親の育児理解や多重役割理解が育児ストレ
ス、さらにマルトリートメントに与える影響を検討す
ることを目的とした。

方　法

調査方法
　本調査は、2013年６月～７月にかけて、Ａ県の保
育所696カ所を対象に依頼を行った。承諾が得られ
た保育所は、調査を実施するクラスとして３歳未満
児クラス１クラス、３歳以上児クラス１クラス、計２
クラスを所長が任意に選定した。なお、３歳未満児
クラスしかない保育所は、所長が１クラスを選定し
た。その後、７月～９月にかけて、承諾が得られた

保育所のうち、クラスの子どもの母親（以下、「母親」
と表記する）に対して自記式の質問紙調査を実施し
た。調査は、各保育所の所長宛てに送付した。母親
への質問紙は、選定いただいたクラスの担当保育士

（以下、「保育士」と表記する）を通じて配布・回収
した。その後、所長がクラス別に回収した。最終的に、
118か所、母親2,984件の回答が得られた。本研究は
多重役割を扱うことから、育休・産休中、あるいは
育休・産休以外の理由により働いていないとの回答
や就労に関して欠損のあったデータ、全て欠損値で
あったデータを除き、104カ所、母親2,634件を本研
究の分析対象としてデータセットに含めた。

質問紙
　質問紙は、多重役割や育児理解、育児ストレス、
マルトリートメントに関する先行研究を参考に項目
を整理した。多重役割理解については、福丸（2003a，
2003b）を参考に項目を作成した。育児理解につい
ては、厚生労働省（2008）を参考に項目を選定した。
育児ストレスについては、手島・原口（2003）、野澤

（2012）、野澤・山本・神谷・戸田（2014）などを参
考に項目を作成した。なお、育児ストレスの下位構
造として育児負担感や育児不安感が中心であること
が示唆されていることから（野澤，2012）、本研究に
おいては育児負担感と育児不安感に関する項目を作
成した。マルトリートメントについては、厚生労働
省（2007）を参考に項目を作成した。

調査項目
　本研究で使用した質問項目は、Table１の通りで
ある。園児の母親に対して、多重役割理解、育児理
解、育児ストレス（育児負担感、育児不安感）、マ
ルトリートメントに関する項目を質問した。項目は全
て「１．全くあてはまらない」～「５．非常にあては
まる」の５件法で回答を求めた。

分析モデル
　本研究は、多重役割理解と育児理解が育児ストレ
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倫理的配慮

　本調査は、まず、各保育所の所長に調査依頼をし
た。所長には、調査は無記名で実施すること、結果
はすべて統計的に処理するため特定の保育所の回答
は公表されないこと、１人１人の氏名や回答が公表

Table １　本研究で使用した項目

Ａ「保育士による多重役割理解の受けとめ（多重役割理解）」
　　A1　クラス担当保育士は、私の価値観や人生観を理解してくれている
　　A2　クラス担当保育士は、「母親」としての私だけではなく「母親以外の私」の部分も尊重して接してくれている
　　A3　クラス担当保育士は、私の仕事を気にかけてくれている
Ｂ「保育士による育児理解の受けとめ（育児理解）」
　　B1　園長や保育士は、私の様子についていつも気にかけてくれている
　　B2　園長や保育士は、私の子どもの発達についてよくわかってくれていると感じる
　　B3　園長や保育士は、私の育児の悩みについてよくわかってくれていると感じる
　　B4　園長や保育士は、育児がつらいと感じた際に、精神的に支えてくれていると感じる
Ｃ「育児不安感」
　　C1　子どもが将来一人で自立していけるかどうか心配になる
　　C2　この先子どもをどのように育てていけばよいのかわからない
　　C3　どのような子どもとの接し方が望ましいのかがわからずに悩む
Ｄ「育児負担感」
　　D1　子どもを育てることが負担になっている
　　D2　自分ひとりで子どもを育てているのだという圧迫感を感じている
　　D3　子育てそのものに、苦痛を感じる
Ｅ「子どもへの不適切なかかわり（マルトリートメント）」
　　E1　子どもについつい手を出してしまうことがある
　　E2　子どもをついついほったらかしにしてしまうことがある
　　E3　子どもについつい否定的な言葉を投げかけてしまうことがある

ス（育児負担感、育児不安感）を媒介してマルトリー
トメントに影響を与えるモデルを想定して分析を進
めることにした（Figure１）。
　本研究の分析には、Mplus（Muthén & Muthén，
1998-2017）のVersion.8.2を用いた。

Figure １　本研究の分析モデル

保育士の育児理解と多重役割理解が母親のマルトリートメントに与える影響
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されることはないなどの倫理的配慮について文書で
伝えた。次に、調査への承諾が得られた調査対象
者には、本調査は無記名で実施し、回答はすべて統
計的に処理するため個人が特定されることはないこ
と、本調査は研究以外の目的には使用しないこと、
回答しにくい項目については無理に回答を求めるも
のではないなどの倫理的配慮について文書で伝えた
上で調査を実施した。

結　果

　本研究では、構造方程式モデリングによる分析を
ロバスト最尤推定法により行った。その際に、保育
所によるクラスタリングの影響を考慮した適合度指
標や標準誤差が得られるようにした。
　まず、多重役割理解、育児理解、育児負担感、
育児不安感、マルトリートメントの各尺度の信頼性
を検討した。具体的には、尺度ごとに１因子を仮定
した確認的因子分析を行った。この結果、信頼性係
数（ω係数）の推定値は、多重役割理解が.905、育
児理解が.892、育児負担感が.839、育児不安感
が.824、マルトリートメントが.747であった。なお、
各質問項目の記述統計量をTable２に示す。

　次に、Figure１のモデルを分析した。分析の結果、
モデルは識別された。モデルの適合度については、
CFI=.986、TLI=.982、RMSEA=.033、SRMR=.025
であった。モデルの測定方程式に係る推定結果（標
準化解）をTable 3に、構造方程式に係る推定結果

（標準化解）をTable ４とFigure ２に示す。なお、
Figure ２は測定方程式と残差分散に係る箇所につ
いては表示を省略し、５％水準で有意なパスのみ表

Table ３　モデルの推定値（測定方程式に係る部分・標準化解）
項目 因子負荷量 標準誤差 切片 標準誤差

多重役割理解
A1 0.890 0.008 3.126 0.057
A2 0.933 0.006 3.086 0.053
A3 0.801 0.011 3.024 0.058

育児理解
B1 0.816 0.011 3.842 0.087
B2 0.712 0.012 5.335 0.145
B3 0.886 0.008 3.718 0.066
B4 0.841 0.009 3.478 0.067

育児不安感
C1 0.669 0.016 2.207 0.027
C2 0.919 0.010 2.252 0.028
C3 0.782 0.012 2.180 0.028

育児負担感
D1 0.852 0.011 1.982 0.022
D2 0.668 0.014 1.839 0.019
D3 0.902 0.008 1.841 0.023

マルトリートメント
E1 0.626 0.017 2.333 0.037
E2 0.638 0.018 2.799 0.041
E3 0.850 0.015 2.828 0.043

Table ２　各項目の記述統計量
平均 分散

A1　多重役割理解１ 2.973 0.905
A2　多重役割理解２ 3.003 0.947
A3　多重役割理解３ 3.149 1.084
B1　育児理解１ 3.664 0.909
B2　育児理解２ 4.154 0.606
B3　育児理解３ 3.527 0.900
B4　育児理解４ 3.439 0.978
C1　育児不安感１ 2.736 1.537
C2　育児不安感２ 2.346 1.085
C3　育児不安感３ 2.493 1.308
D1　育児負担感１ 1.901 0.920
D2　育児負担感２ 2.033 1.222
D3　育児負担感３ 1.699 0.851
E1　マルトリートメント１ 2.812 1.453
E2　マルトリートメント２ 2.853 1.039
E3　マルトリートメント３ 3.023 1.143
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示した。また、因子間のパス係数に関する有意性検
定にあたっては、Holm法による調整を加えた。
　Figure ２の結果、多重役割理解から育児不安感
に有意な負の影響、育児理解から育児不安感と育児
負担感に有意な負の影響が見られた。また、育児不
安感、育児負担感からマルトリートメントに有意な
正の影響が見られた。

考　察

　本研究は、育児理解と多重役割理解が育児ストレ
スを媒介してマルトリートメントに与える影響を検
討した。その結果、多重役割理解は育児不安感を媒
介してマルトリートメントを軽減することが示唆され
た。また、育児理解は育児不安感と育児負担感を媒
介してマルトリートメントを軽減することが示唆され
た。上記結果について、育児理解と多重役割理解の
点から考察を加えていく。
　まず、育児理解は育児不安感と育児負担感を媒介
してマルトリートメントを軽減することが示唆され
た。本結果は、保育士からのサポートは育児不安感

や育児負担感を媒介してマルトリートメントを軽減
する研究（大内他，2012）を支持した。つまり、保
育士が母親の育児に理解を示し、それを母親が適切
に受けとめられている場合、母親の育児不安感なら
びに育児負担感を軽減するとともに、不適切な養育
行動の軽減につながると言える。このことは、育児
ストレスの増加により、加虐的行動あるいは児童虐
待につながる危険性が高まる（Casanova et al.，
1992；花田他、2007；中谷・中谷，2006）ことに対
して、保育士が育児に理解を示すことは、一定の予
防効果があることが考えられる。保育士が日頃から
保護者に対して、様子を気にかけたり、育児の悩み
に対して理解を示していくことの重要性が裏付けら
れたと言えよう。
　次に、多重役割理解は育児不安感を媒介してマル
トリートメントを軽減することが示唆された。つまり、
保育士が母親の多重役割に理解を示し、それを母親
が適切に受けとめられている場合、育児不安感を軽
減するとともに、不適切な養育行動の軽減につなが
ると言える。このことは、育児理解と同様に、保育

Table ４　モデルの推定値（構造方程式に係る部分・標準化解）
推定値 標準誤差 p

多重役割理解 →　育児不安感 -0.087 0.032 0.008*
多重役割理解 →　育児負担感 -0.054 0.034 0.111
育児理解 →　育児不安感 -0.098 0.035 0.005*
育児理解 →　育児負担感 -0.176 0.037 0.000*
育児不安感 →　マルトリートメント 0.299 0.034 0.000*
育児負担感 →　マルトリートメント 0.232 0.028 0.000*

 * は，Holm法による多重比較の結果、５％水準で有意であることを示す。

Figure ２　モデルの推定結果（標準化解）
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士が母親の様々な役割に理解を示すことは一定の虐
待予防効果があることと考えられる。一方、育児理
解と異なるのは、多重役割理解は育児不安感のみ影
響を与えている点である。保育士は母親としてだけ
ではなく、仕事やそれ以外の役割など、その人個人
を理解していくことで、母親の意欲や自信につなが
り、育児への悩みや不安が軽減されていくと考えら
れる。加えて、育児理解と多重役割理解が高い相関
をもつことから、保育士は育児理解のみあるいは多
重役割理解のみではなく、育児と多重役割の両方に
理解を示していくことが重要であろう。そしてこれ
らの結果は、保育所保育指針に示されている保育士
の基本的な役割の重要性を支持するものであると言
えよう。
　最後に、本研究は大きく分けて２つの課題が残っ
た。１つめは、本研究では保育士による母親の育児
理解や多重役割の受けとめを独立変数として扱って
いる。この育児理解や多重役割理解を高める保育士
の取り組みは本研究では扱っていないため今後の発
展が望まれる。２つめは、尺度の妥当性についてで
ある。本研究では、先行研究を参考に項目を精査し、
最小限の質問項目にしている。これは、回答者の負
担を考慮した結果であるが、各構成概念について多
角的な検討が必要である点は今後の課題である。
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