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１．問題と目的

　2019年12月 に 新 型 コ ロ ナ ウ ィル ス 感 染 症
（COVID-19）が中華人民共和国湖北省武漢市にお
いて確認され、その後全世界へと感染が拡大した。
本稿の執筆時点（2021年９月現在）においても国内
で４回目の緊急事態宣言、あるいはまん延防止等重
点措置の期間中であり、医療提供体制等の負荷や
感染の状況、新たな変異株の出現等の影響により当
初の予定より延長して実施されている状況である。
COVID-19の影響により私たちの生活はさまざまに

制約を受け、不安やストレスにさらされることとなっ
た。こうしたコロナ禍というべき状況は短期的に完
全な終息や根絶を望むことは難しいため、ウィズコ
ロナと呼ばれるような共存を見据えた「新しい生活
様式」（厚生労働省，2020a）への適応が求められて
いる。
　こうした「新しい生活様式」の実践例として、厚
生労働省（2020b）は「人との接触を８割減らす、
10のポイント」を示しており、日常生活において「接
触を減らす」工夫が挙げられている。しかし、橋
元（2020）の調査によると、コロナ禍において最も
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ストレスを感じているのが「自由に外出できないこ
と」、次いで「外食できないこと」「楽しみにしてい
るイベントなどが中止になっていること」となってお
り、COVID-19に対する感染症対策を進めるほどス
トレスが高くなるというジレンマが生じていると考え
られる。また、橋元（2020）は、学校や会社に通勤・
通学できないことでストレスを感じている人が、明
確に原因を帰属できない漠然とした不安感を抱いて
いるとも述べている。その中でも大学は、小中高等
学校や企業に比べてクラスターの発生などの感染リ
スクが懸念されることから、「三密」の回避など感染
症対策の徹底（文部科学省，2020）が求められ、オ
ンライン授業が続くことのストレスや悩みの深刻化
が指摘されている（花房，2020；斉藤・竹中，2020
など）。
　一方、人間にはストレス状況下においてもその
逆境を跳ね返そうとする力（レジリエンス）が備
わっていると指摘されている。Lepore, & Revenson

（2006）によると「レジリエンス」という単語は「回
復」、「抵抗」、「再構成」の３つの定義で用いられて
いる。人がストレスフルな状況に耐え、そこから回
復を遂げる際には、ストレッサーに遭遇する前の状
態を取り戻す回復力や適応的な機能状態を保つ抵抗
力が発揮される。さらには、ポジティブおよびネガ
ティブな両方の変化が生じ、これまでとは異なる状
態に再構成された結果として成長が起こりうるとさ
れている。このような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（SRG: stress-related growth（Park, Cohen, & 
Murch, 1996）とも呼ばれており、危機からの回復と
いうことだけではなく、個人がストレスフルな出来
事に対処した結果、以前の機能のレベルを超えた発
展や変化を遂げることを強調している（Zoellner, & 
Maercker, 2006）。川原（2016，2017）はストレス関
連成長についての面接調査から、《きっかけとなった
ストレス体験》による《ネガティブな心理状態》に陥っ
た状況から《ストレス体験を乗り越えた後の変容》
が生じるまでに、《気づき》《サポート》《チャレンジ》

といったポジティブな方向へと転換する要因があっ
たことを示している（二重山括弧は川原（2017）で
用いられた各クラスターの名称を示す）。現在直面し
ている未曾有のコロナ禍においてもそれらを受け入
れつつ乗り越えようとするポジティブな変化が生じ
ているのではないかと考えられる。そうした変化を
生じさせる要因やそれらの関係のあり方を明らかに
することができれば、「新しい生活様式」との折り合
いのつけ方に新たな示唆を得ることができるのでは
ないだろうか。
　そこで本研究では、川原（2016，2017）が提示し
たストレス関連成長のプロセスにもとづき、ポジティ
ブな変容につながる要因を反映した自由記述式の質
問を設定し、その内容からコロナ禍というストレス
状況においてどのような気づきや変化が生じている
かについて検討する。調査対象は、感染予防のため
オンライン授業が続き、行動制限の影響が比較的大
きいと考えられる大学生とする。

２．方　法

（１）調査対象
　大学のオンライン授業等で使用されるシステムを
利用して参加の自由や倫理的配慮について記載した
調査協力の依頼を掲示し、大学生120名（男性15名、
女性105名、平均年齢18.38歳、SD=1.05）から回答
を得た。

（２）調査時期
　2020年６月から８月にかけて調査を実施した。こ
の時期はCOVID-19による第１波が一旦落ち着き緊
急事態宣言が解除された後に再び感染が拡大した
第２波のピークの前後であり、調査対象とした大学
においては感染予防の観点から原則としてオンライ
ンで授業が行われていた。

（３）調査内容および手続き
　川原（2016，2017）が示したストレス関連成長の
プロセスの《気づき》《サポート》《チャレンジ》に
対応する質問として、コロナ禍における「①自分自
身あるいは自分の生活について新たに気づいたこ
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と」「②周囲の人々との関係について新たに気づい
たこと」「③新たに挑戦したり行動に変化が見られ
たこと」の３つをテーマにWeb上で自由記述式の調
査を実施した。それぞれの質問に対して記述された
内容について一区切りの内容を１つのラベルとして
カード化し、ＫＪ法（川喜田，1996）を参考に分析
を行った。

３．結　果

　①の質問に対するカードは90枚、②は92枚、③
は83枚となった。表札づくりのためにラベル集めを
行い、重複するものを１つにまとめ28セットのグルー
プに編成した。カードに記載された内容を検討した
ところ、①と②の回答に同じグループにまとめたほ
うが理解しやすいと思われる内容が含まれていたた
め、区別せずグループ編成を行っている。さらに第
２段目のグループ編成によって、①と②のラベルか
ら構成された「人間関係」「生活習慣」「存在のあり
がたみ」「自己理解」「新たな変化・挑戦」の５つの
グループと、③のラベルから構成された「心理面で
の変化」「生活上の変化」「具体的な取り組み」の３
つのグループに集約された。③のグループは①と②
での「新たな変化・挑戦」の内容を表していると考
えられた。
　「人間関係」には対人ストレス、孤独感、関係継
続の困難さ、疎遠、親密な関係の認識の５つの小グ

ループが含まれ、「生活習慣」には自粛生活への適
応、ストレス反応、生活習慣の悪化、生活習慣の維持、
生活習慣の改善、感染への不安の６つ、「自己理解」
には自己理解の促進（得意なこと）、自己理解の促
進（苦手なこと）、自己理解の促進（欲求）の３つ
が含まれた。「存在のありがたみ」と「新たな変化・
挑戦」はそれぞれ小グループの１セットをそのまま
第２段目のグループとしても採用した。「心理面での
変化」には意欲・積極性、計画性、自己尊重の３つ、「生
活上の変化」にはコミュニケーションとライフスタイ
ルの２つ、「具体的な取り組み」には家事、身体活動、
知的活動、文化・芸術活動、スキルアップ、アルバ
イト、衛生管理の７つが含まれた。
　グループ編成で得たカード束を空間配置し、「人
間関係」や「生活習慣」が「存在のありがたみ」や

「自己理解」に影響し、「自己理解」が「新たな変化・
挑戦」を引き出すという図解化を行った（Figure 1）。

４．考　察

　本研究では、COVID-19の影響により「新しい生
活様式」に適応せざるを得なくなる中で、どのよう
な気づきや変化が生じているかについて検討した。
　コロナ禍によるネガティブな影響が生活のさまざ
まな領域に及んでいることは確かであるが、自由記
述された内容をカード化しグループ編成したところ、
ポジティブな気づきや変化についても多岐に渡って

Figure 1.　新しい生活様式におけるポジティブな変化の図解化
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存在することが明らかとなった。また、その影響は
画一的ではなく、人によって捉え方や感じ方はさま
ざまであることも示唆された。例えば、「人間関係」
において、コロナ禍の影響で身近な人と今までより
密な関係になることがストレッサーとなる人もいれ
ば、関係が希薄になり孤独感を感じる人もいる。も
ちろんその両方という人もいるだろう。その一方で、
良好な関係の増加や関係の改善を指摘する内容も挙
げられていた。「生活習慣」においても同様で、生
活習慣が悪化してストレスにつながることもあれば、
生活習慣を見直すことで自粛生活に問題なく適応で
きているということもあるようである。
　さらに図解化することで明らかとなったのは、こ
うしたコロナ禍における人間関係や生活習慣を見つ
め直すことになったことで、その「存在のありがたみ」
をあらためて認識したり、「自己理解」が進んだと考
えられることである。「自己理解」には得意なこと、
苦手なこと、欲求の３つの下位グループが含まれる
が、こうしたことの理解が進むと、今まで気づかな
かったことや自分にとって優先すべきことがはっきり
し、「新たな変化・挑戦」を生じさせると考えられる。
この「新たな変化・挑戦」には「具体的な取り組み」
として実施された内容だけでなく、「心理面での変化」
や「生活上の変化」が含まれていた。「心理面での
変化」にはまさに「自己理解」にもとづいて物事を
とらえるようになったことが表れており、「生活上の
変化」においては、「自己理解」のきっかけとなった

「人間関係」と「生活習慣」に対応するコミュニケー
ションとライフスタイルのあり方について変化したこ
とが示されていた。これら「心理面での変化」「生
活上の変化」「具体的な取り組み」は単独で変化す
るというより相互に影響し合いながら変化していく
ものと思われる。
　多くの人にとって非常にストレスフルな状況と
なったコロナ禍において、このようなポジティブな
変化を生じさせる力はレジリエンスといってよいで
あろう。また、こうした変化や挑戦を一種の成長と
見なすならば、一連のプロセスをストレス関連成長

とよぶことができる。ストレス関連成長について川
原（2016，2017）は《きっかけとなったストレス体験》

《ネガティブな心理状態》《気づき》《サポート》《チャ
レンジ》《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を明らかにしている。今回の
調査で得られた結果と照らし合わせてみると、コロ
ナ禍というストレス体験に曝されることでネガティ
ブな心理状態になることは当然あったと考えられる。
ストレス関連成長のプロセスにおける《気づき》に
相当するのが「人間関係」や「生活習慣」、そこか
ら得られる「自己理解」であり、「自己理解」によっ
て引き起こされる「新たな変化・挑戦」が《チャ
レンジ》の内容である。また、「新たな変化・挑戦」
の内容としてグループ編成されたうちの１つである

「生活上の変化」は周囲との関わりやコミュニケー
ションを改善させるような試みを含んでおり、《気づ
き》から引き起こされ、≪チャレンジ≫への橋渡し
として周囲の助けをうまく活用できるようになる《サ
ポート》に当たる。横断的データからの検討という
限界はあるが、グループ編成においても時系列的な
つながりにおいても、川原（2016，2017）が事例研
究によって提示したストレス関連成長のプロセスと
同様の関連を多数のデータの分析からも想定するこ
とができたといえよう。
　コロナ禍はないにこしたことはないストレスフル
な状況だが、適応したり乗り越えようとする過程の
中でポジティブな変化も生じていることが示された。
ただ、今回はポジティブな変化として川原（2016，
2017）のストレス関連成長のプロセスにもとづいて
調査項目を設定しており、このモデルに沿った内容
が抽出されていることは否めない。また、このよう
なポジティブな変化はコロナ禍にある人すべてに起
きるわけではない。こうした変化が生じる条件や促
進する要因については今後の検討課題である。
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