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子育て期のひとり親家族の家族機能と認知的ソーシャルサポート
平谷

優子 1）

要

法橋

尚宏 1）

旨

子育て期のひとり親家族は，親の役割負担が過剰となり，家族機能を良好に維持することが難しい．
ソーシャルサポートは親の育児負担感を軽減することが可能であるので，ソーシャルサポートの認知
は，家族機能に影響を及ぼすと考えられる．本研究の目的は，子育て期のひとり親家族の家族機能と
ソーシャルサポートの認知を定量し，ソーシャルサポートの認知が家族機能に及ぼす影響を量的に明
らかにすることである．
Feetham 家族機能調査日本語版Ⅰ （FFFS-J）と

未就学児のいる親用ソーシャルサポート認知ス

ケール （SSPS-P）を用いた自記式質問紙調査を実施し，ひとり親家族の母親 53 名とふたり親家族の
母親 310 名のデータを比較した．家族機能では， 家族と家族員との関係

の分野において，ひとり親

家族のほうが有意に充足度が低かった．ソーシャルサポートは，ひとり親家族とふたり親家族に有意
差が認められなかった．重回帰分析を行った結果，ひとり親家族の家族機能へは，身内の評価的サ
ポートの認知が影響していた．以上より，看護職者がひとり親のこの種類のサポートの認知を高める
ことは，ひとり親家族の家族機能の良好な維持につながる可能性が示唆された．

キーワーズ：ひとり親家族，家族機能，ソーシャルサポート，FFFS-J, SSPS-P

Ⅰ．はじめに

必要な時にソーシャルサポートが得られるという認
知は，家族機能に影響を及ぼすと考えられる．

離婚率の上昇に伴い増加しているひとり親家族は，

ひとり親家族の家族機能に焦点を当てた先行研究

経済的問題や健康問題，情緒的なストレスを抱えやす

（平谷，法橋，2009；Hiratani, Hohashi, 2010; Cowell,

いことが指摘されている（Friedman, Bowden, Jones,

Fogg, Ailey et al., 2007; Youngblut, Singer, Madigan

2003; McGrath, Yeung, Bedi, 2002; Roth, Simanello,

et al., 1998）は少ない（平谷，法橋，2008）が，家

2004）．特に，こどもの養育や教育に多くの時間を

族を取り囲む外部の人的・物的・社会的環境と家族

費やす子育て期においては，親にかかる役割負担が

との相互作用を考慮したエコロジカルな視点から家

過剰となり，家族機能を良好に維持することが難し

族を包括的に捉え，支援する必要性が示唆されてい

い（平 谷， 法 橋，2009；Hiratani, Hohashi, 2010）．

る．ひとり親家族のソーシャルサポートに焦点を当

一方で，ソーシャルサポートは，子育てをする母親

てた先行研究（荒牧，2005）によると，ふたり親で

の適応を促し（Kiehi, White, 2003），養育行動やそ

は配偶者からのサポートが重要であるが，ひとり親

の情緒的側面を支援し（Cronin, 2003）
，育児負担感

ではきょうだいからのサポートが重要であることが

や育児不安を軽くして（海老原，秦野，2004），育

明らかにされている．しかし，きょうだいからの，

児ストレスを軽減する（吉永，岸本，2007）ため，

どのようなサポートが重要であるかといったサポー

1）神戸大学大学院保健学研究科家族看護学分野（家族支援
CNS コース）

トの種類やソーシャルサポートの認知が家族機能に
及ぼす影響については明らかにされていない．
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そこで，家族エコロジカルモデル（Bronfenbrenner, 1979; Roberts, Feetham, 1982）にもとづいて
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ひとり親になった期間を設問した．
2）Feetham 家族機能調査日本語版Ⅰ（FFFS-J）
FFFS-J は，家族エコロジカルモデル（Bronfen-

機能調査日本語版Ⅰ（FFFS-J）
（法橋，前田，杉下，

brenner, 1979; Roberts, Feetham, 1982）にもとづ

2000）と未就学児のいる親用ソーシャルサポート認

いて開発された家族機能尺度の日本語版であり，家

知スケール（SSPS-P）（平谷，法橋，2013）を用い

族機能の充足度を客観的に評価できる尺度である．

た質問紙調査を子育て期のひとり親家族とふたり親

子育て期の家族を対象として信頼性と妥当性が確認

家族を対象に実施した．これにより，子育て期のひ

されており（法橋他，2000；法橋，本田，平谷他，

とり親家族の家族機能とソーシャルサポートの特

2008），ひとり親家族に対しても使用可能である

徴，ソーシャルサポートの認知が家族機能に及ぼす

こ と が 報 告 さ れ て い る（Hiratani, Hohashi, 2010;

影響を量的に明らかにし，家族支援に役立てること

Cowell et al., 2007; Youngblut et al., 1998; 法橋他，

を本研究の目的とした．

2000；法橋他，2008）
．25 項目の回答選択肢型で構
成される自記式質問紙であり，親子や夫婦関係を測

Ⅱ．研究方法

定する

家族と家族員との関係 （10 項目），知人

や身内などのように家族と相互関係の強い人々との
1．用語の操作的定義
「家族」とは家族であると相互に認知し合ってい

関係や活動を測定する

家族とサブシステムとの関

係 （8 項目）
，学校や職場などの居宅外での家族員

る ひ と の 小 集 団 シ ス テ ム と し（Hohashi, Honda,

の活動を測定する

2012），「子育て期家族」とは，18 歳以下の第 1 子が

の 3 分野を網羅している（25 項目中 1 項目はいずれ

いる家族とする．「子育て期のひとり親家族」とは，

の分野にも属さない）．各項目には，それぞれ「a．

配偶者（婚姻関係の有無を問わない）のいない親と

現在どの程度ありますか」「b．どの程度あると望ま

18 歳以下の第 1 子がいる家族とする．「家族機能」

しいですか」「c．あなたにとってどの程度重要です

とは，家族員の役割行動の履行により生じ，家族が

か」という質問がある．これらに対して，1（ほとん

家族員および社会に対して果たしている働き（Ho-

どない）〜7（たくさんある）のリッカート・スケー

hashi, Honda, 2012）とする．
「ソーシャルサポート」

ルで回答するようになっており，それぞれを現実（a

とは，情緒的サポート，手段的サポート，情報的サ

得点），理想（b 得点），価値（c 得点）とする（得点

ポート，評価的サポートのうち，少なくとも 1 つ以

の範囲は 1〜7 点）．さらに，現実の家族機能と理想

上を含む個人間の相互作用が支援的な性質をもつと

の家族機能の差異から家族機能充足度得点（d 得点

本人によって認められたものとする（平谷，法橋，

＝|a 得点−b 得点 |）を算出できる（得点の範囲は 0〜

2013）．

6 点）．d 得点は高いほど家族機能の充足度が低いこ

2．質問紙の構成

と，c 得点は高いほど重要度が高いことを示す（法

1）家族の基本属性に関する質問紙

橋他，2000；法橋他，2008）．

家族の基本属性に関する自記式質問紙は，ひとり

家族と社会との関係 （6 項目）

なお，FFFS-J には配偶者に関する項目が含まれ

親家族に関する文献検討（平谷，法橋，2008）と半

るが，ひとり親がこれらの項目に回答する際には，

構成面接調査の結果（平谷，法橋，2009）を参考に

配偶者の役割をどの程度必要としているかをもとに

して作成した．質問項目は，家族構成，家族員の年

して回答する（Hiratani, Hohashi, 2010）
．

齢，疾患をもつ家族員の有無，家族員の職業の有

本研究では，各項目の素点，分野別の項目平均得

無，学歴，年収とした．加えて，ひとり親家族には

点（各分野の d 得点もしくは c 得点の合計をその分

40

家族看護学研究

第 20 巻

野の項目数で割った値），全項目（25 項目）の項目
平均得点（全項目の d 得点もしくは c 得点の合計を

第 1 号

2014 年

3．研究対象と調査方法
ひとり親家族の全世帯に占める割合（国立社会保

その項目数で割った値）を統計解析に供した．

障・人口問題研究所，2005）が，現在・将来推計と

3）未就学児のいる親用ソーシャルサポート認知ス

もに全国平均と近似している県で調査を実施した．

ケール（SSPS-P）

ひ と り 親 家 族 は 都 市 部 に 居 住 し（由 井， 矢 野，

SSPS-P は，①情緒的サポート（一緒にいて楽し

2000），保育所を利用していることが多い（富田，

い，わかり合える，信頼し合える，安心できるなど

田辺，1991）ので，この県の 2 大都市の保育所を対

の感情的な手助け），②手段的サポート（家事・育

象とした．

児を手伝ってくれる，お金や物を貸してくれるなど

この 2 市の保育所（141 箇所）のリストから 38 箇

の実際的な手助け），③情報的サポート（必要な情

所をランダムに選択した．各保育所の運営者に質問

報を与えてくれるなどの情報提供的な手助け），④

紙を確認してもらい，研究の趣旨や内容，意義につ

評価的サポート（自分の意見に賛成してくれる，自

いて説明し，調査への協力を依頼した．調査への協

分を高くかってくれるなどの評価的な手助け）の 4

力・同意が得られた 15 箇所の保育所にこどもを通

種 類 の サ ポ ー ト に 関 し て，7 種 類 の サ ポ ー タ ー

所させている合計 768 家族（父親と母親の数は不

（「配偶者」
「身内（配偶者を含まない）」
「友人・知人」

詳）を対象とした．

「近所のひと」「仕事仲間」「保育士・教員」「医療関

保育士を通して質問紙一式（調査への依頼状，家

係者」）から「どの程度サポートを受けることが可

族の基本属性に関する質問紙，FFFS-J, SSPS-P, 薄

能と思うか」というサポートの認知を評価する尺度

謝，回答返信用封筒）を配布した．自宅にて，ひと

であり，28 項目の回答選択肢型質問で構成される．

り親家族の場合はひとり親，ふたり親家族の場合は

サポートの認知の程度を 1（ほとんどない）〜5（た

両親に回答してもらった．質問紙の回収方法は保育

くさんある）のリッカート・スケールで回答し，そ

所の希望に応じて決定し，郵送にて返送してもらう

れぞれ 1〜5 点として得点化する．得点は高いほど

か，保育所内に設置した回収ボックスにて回収した．

サポートの認知が高いことを示す．SSPS-P は，サ

本研究は，大学の倫理委員会の承認を得たうえで

ポートの種類別の得点，サポーター別の得点，トー

実施した．対象者には，研究の目的と方法，匿名性

タルサポートスコア（全 28 項目の合計）を算出で

の保持，回答を拒否したり参加を辞退する権利の保

きる．なお，サポーターが存在しない場合でも回答

障などについて書面で説明し，同意が得られた場合

できるようにサポーターの存在の有無について問う

のみ質問紙に回答・返却してもらった．質問紙はすべ

欄が設けてあり，存在しない場合は，4 項目をそれ

て無記名とし，個人が特定できないように配慮した．

ぞれ 1 と回答する．7 種類のサポーター以外に支え

4．データの集計と解析

になるひとを自由に記載する欄も設けてあるが，こ
れは得点化に影響しない（平谷，法橋，2013）．

統計解析は，Windows パソコン上の統計解析ソ
フトウェア SPSS 18.0（エス・ピー・エス・エス株

本研究ではひとり親家族を対象とするため「配偶

式会社）を使用した．質問紙の全項目が無記入の場

者」に関する 4 項目を除外した，24 項目の素点，サ

合と子育て期以外の家族の場合は，無効回答として

ポーター別の項目平均得点（サポーター別に合計し

解析から除外した．

た値をサポートの種類の数で割った値），トータル

有意水準は 5％未満とし，対応のない 2 群の比較

サポートスコアの項目平均得点（全項目の合計をそ

には Mann‒Whitney

の項目数で割った値）を統計解析に供した．

定には，Pearson のχ2 検定または Fisher の正確検定

検定を行った．分割表の検

を行った．多変量データの解析は重回帰分析（ス
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表 1．回答者の基本属性
ひとり親
（ ＝ 53）

ふたり親
（ ＝ 310）

（％）
家族形態 ***
家族周期
疾患をもつ家族員の有無
職業の有無
学歴 ***

核家族
拡大家族
養育期
教育期
いる
いない
有職
無職
中学もしくは高校卒業
専門学校卒業から大学院修了

年齢（歳）*
同居家族員数 ***
こどもの数 ***
第一子の年齢
有職者数 ***
世帯年収（万円）***
ひとり親となった期間（月）

39（73.6）
13（24.5）
40（75.5）
13（24.5）
14（26.4）
38（71.7）
51（96.2）
1（ 1.9）
28（52.8）
25（47.2）
平均

標準偏差

32.5
2.7
1.4
4.8
1.2
307.1
36.8

5.2
0.9
0.6
2.5
0.5
248.5
27.6

* ＜0.05, *** ＜0.001（Pearson のχ2 検定または Fisher の正確検定，Mann‒Whitney

テップワイズ法）により検討した．

（％）
275（88.7）
21（ 6.8）
217（70.0）
89（28.7）
92（29.7）
204（65.8）
288（92.9）
14（ 4.5）
82（27.1）
221（72.9）
範囲
23〜43
1〜6
1〜3
1〜13
1〜3
11〜1200
2〜144

果

1．家族の基本属性と解析対象
379 家族から質問紙の返却があり，家族数でみた
回収率は 49.3％であった．その内訳は，ひとり親家
族は 57 名（父親 4 名，母親 53 名），ふたり親家族は
577 名（父親 261 名，母親 316 名），配偶者の有無が
不明なひとは 6 名であった．本研究では，ひとり親
家族の父親の回答者数が少ないため父親を除外し，

標準偏差

34.1
3.9
1.8
5.0
2.0
648.3

4.4
0.9
0.7
2.9
0.4
354.9

範囲
21〜45
1〜8
1〜5
0〜14
0〜4
21〜2750

検定）．

表 2．Cronbach のα係数
質問紙

Ⅲ．結

平均

ひとり親 ふたり親
（ ＝ 53）（ ＝ 310）

FFFS-J の d 得点（25 項目）
家族と家族員との関係（10 項目）
家族とサブシステムとの関係（8 項目）
家族と社会との関係（6 項目）
FFFS-J の c 得点（25 項目）
家族と家族員との関係（10 項目）
家族とサブシステムとの関係（8 項目）
家族と社会との関係（6 項目）
SSPS-P のトータルサポートスコア（24 項目）
友人・知人のサポート（4 項目）
近所の人のサポート（4 項目）
仕事仲間のサポート（4 項目）
保育士・教員のサポート（4 項目）
医療関係者のサポート（4 項目）

0.83
0.85
0.72
0.54
0.90
0.86
0.76
0.76
0.84
0.86
0.93
0.83
0.85
0.76

0.81
0.75
0.59
0.57
0.86
0.81
0.72
0.79
0.86
0.79
0.91
0.85
0.79
0.77

有効回答の得られた，ひとり親家族の母親 53 名，
ふたり親家族の母親 310 名を解析対象とした．
ひとり親家族とふたり親家族の基本属性を表 1 に

なかった（これらすべてに有意差が認められた）．ひ
とり親となった期間は平均 36.8 か月であった．

示した．家族周期，疾患をもつ家族員の有無，職業

2．FFFS-J の家族機能得点と重要度得点

の有無，第 1 子の年齢については，ひとり親家族とふ

Cronbach のα係数は，表 2 に示した．

たり親家族で有意差は認められなかった．ふたり親

25 項目別の d 得点と c 得点を表 3 に示した．d 得

家族よりもひとり親家族のほうが，拡大家族の割合

点をひとり親家族とふたり親家族で比較すると，9

が高く，学歴では中学もしくは高校卒業の割合が高

項目に有意差が認められた．このうち，「3．配偶者

く，回答者の年齢が若く，同居家族員数が少なく，

と過ごす時間」「4．配偶者に関心事や心配事を相談

こどもの数が少なく，有職者数が少なく，年収が少

すること」「7．育児や家事などに対する配偶者の協
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表 3．FFFS-J の d 得点と c 得点のひとり親家族とふたり親家族の比較
項目
番号

回答選択肢型質問の内容（分野）

1

知人に関心事や心配事を相談すること（II）

2

身内に関心事や心配事を相談すること（II）

3

配偶者と過ごす時間（I）

4

配偶者に関心事や心配事を相談すること（I）

5

近所の人と過ごす時間

6

余暇や娯楽の時間（I）

7

育児や家事などに対する配偶者の協力（I）

8

育児や家事などに対する身内の協力（II）

9

医療機関にかかったり，健康相談を受けること（II）

10

育児や家事などに対する知人の協力（II）

11

子どもに関する心配事（II）

12

子どもと過ごす時間（I）

13

子どもが保育所・幼稚園・学校を休むこと（III）

14

配偶者との意見の対立（I）

15

体調が悪いこと（III）

16

家事をする時間（I）

17

仕事（家事）を休むこと（III）

18

配偶者が仕事（家事）を休むこと（III）

19

知人からの精神的サポート（II）

20

身内からの精神的サポート（II）

21

配偶者からの精神的サポート（I）

22

日課（家事）が邪魔されること（III）

23

配偶者の日課（家事）が邪魔されること（III）

24

結婚生活に対する満足感（I）

25

性生活に対する満足感（I）

d 得点
平均（標準偏差）

c 得点
平均（標準偏差）

0.8（1.2）
0.8（1.0）
0.8（1.0）
0.8（1.1）
2.3（2.2）
1.3（1.5）
2.2（2.3）
0.7（1.2）
1.3（1.3）
1.3（1.2）
1.8（1.6）
2.1（1.5）
2.3（2.1）
1.3（1.4）
1.1（1.3）
1.1（1.2）
1.2（1.5）
1.4（1.6）
0.8（1.1）
0.7（1.0）
1.5（1.6）
1.5（1.6）
1.8（1.6）
1.5（1.5）
0.6（0.8）
0.7（1.1）
0.6（1.1）
1.2（1.4）
1.6（1.9）
1.9（1.8）
1.6（1.6）
1.6（1.4）
0.9（1.3）
1.4（1.5）
0.5（1.2）
1.0（1.4）
0.9（1.3）
0.7（1.0）
1.2（1.7）
0.7（1.2）
2.5（2.7）
1.1（1.5）
1.9（1.9）
1.5（1.6）
0.6（1.3）
0.7（1.2）
2.7（2.4）
1.2（1.5）
2.2（2.2）
1.0（1.4）

4.6（2.0）
4.6（1.5）
4.9（1.7）
5.1（1.6）
3.4（2.3）
5.5（1.4）
3.2（2.3）
5.7（1.5）
3.0（1.5）
3.2（1.4）
5.0（1.7）
5.0（1.4）
3.5（2.3）
5.6（1.4）
5.3（1.9）
4.7（1.8）
3.9（2.1）
4.6（1.8）
3.2（1.8）
2.5（1.6）
4.9（2.1）
5.3（1.8）
6.0（1.2）
6.2（1.0）
4.6（2.3）
4.5（2.1）
2.2（1.9）
4.5（1.9）
4.6（2.5）
5.1（2.1）
5.1（1.5）
5.2（1.4）
5.1（2.0）
5.0（1.7）
2.6（2.3）
4.7（2.0）
4.3（2.0）
4.4（1.9）
5.2（1.9）
5.1（1.8）
3.4（2.6）
5.8（1.5）
4.3（2.1）
4.3（1.8）
2.5（2.1）
3.3（1.8）
3.6（2.5）
5.8（1.4）
3.0（2.1）
3.8（1.8）

**
***

**

**

*
**

*

**
**

***
***

***
*
*
*

***

***

***

**
***
*

上段：ひとり親家族（ ＝ 53），下段：ふたり親家族（ ＝ 310）．Ⅰ：家族と家族員との関係，Ⅱ：家族とサブシステムとの関係，Ⅲ：
家族と社会との関係．* ＜0.05, ** ＜0.01, *** ＜0.001（Mann‒Whitney 検定）．

力」「21．配偶者からの精神的サポート」「24．結婚

べて配偶者に関する項目であった．c 得点をひとり

生活に対する満足感」「25．性生活に対する満足感」

親家族とふたり親家族で比較すると，12 項目に有

の 6 項目は，ひとり親家族のほうがふたり親家族よ

意差が認められた．このうち，「8．育児や家事など

りも有意に高得点であった．すなわち，ひとり親家

に対する身内の協力」「10．育児や家事などに対す

族の家族機能の充足度が低かった．この 6 項目はす

る知人の協力」の 2 項目は，ひとり親家族のほうが
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表 4．FFFS-J の項目平均 d 得点・C 得点におけるひとり親家族とふたり親家族の比較
項目平均 d 得点
平均（標準偏差）

分野
家族と家族員との関係（10 項目）

項目平均 c 得点
平均（標準偏差）

1.85（1.22）
1.31（0.78） *
1.03（0.78）
0.95（0.64）
1.04（0.78）
1.21（0.82）
1.38（0.77）
1.17（0.58）

家族とサブシステムとの関係（8 項目）
家族と社会との関係（6 項目）
全項目（25 項目）

4.12（1.33）
5.32（0.89） ***
4.55（1.17）
4.54（1.00）
4.05（1.45）
4.48（1.33） *
4.17（1.09）
4.79（0.81） ***

上段：ひとり親家族（ ＝ 53），下段：ふたり親家族（ ＝ 310）．* ＜0.05, *** ＜0.001（Mann‒Whitney

検定）．

表 5．SSPS-P のサポート得点におけるひとり親家族とふたり親家族の比較
平均（標準偏差）
情緒的サポート
身内
友人・知人
近所の人
仕事仲間
保育士・教員
医療関係者

手段的サポート

3.7（1.3）
3.8（1.1）
3.7（1.3）
3.7（1.0）
1.9（1.2）
2.0（1.1）
3.1（1.1）
2.8（1.1）
2.9（1.1）
3.0（0.9）
2.1（1.1）
2.7（1.1） **

3.7（1.4）
3.7（1.2）
2.4（1.5）
2.2（1.1）
1.7（1.2）
1.5（0.9）
2.1（1.3）
1.9（1.0）
2.8（1.4）
2.9（1.3）
1.8（1.1）
1.8（1.1）

情報的サポート
3.6（1.2）
3.5（1.1）
3.6（1.1）
3.4（1.0）
2.1（1.3）
2.1（1.1）
3.4（1.2）
2.9（1.2） *
3.1（1.2）
3.4（1.0）
2.6（1.2）
3.2（1.2） **

評価的サポート
3.6（1.3）
3.7（1.0）
3.4（1.2）
3.4（1.0）
1.9（1.2）
1.9（1.0）
3.2（1.2）
2.9（1.1）
2.6（1.1）
2.9（0.9）
1.8（0.9）
2.4（1.0） **

上段：ひとり親家族（ ＝ 53），下段：ふたり親家族（ ＝ 310）． * ＜0.05, ** ＜0.01, *** ＜0.001（Mann‒Whitney

ふたり親家族よりも有意に高得点であった．その他

サポーター別
3.7（1.1）
3.7（0.9）
3.3（1.1）
3.2（0.8）
1.9（1.1）
1.9（0.9）
3.0（1.0）
2.6（0.9） *
2.9（1.0）
3.0（0.8）
2.1（0.9）
2.5（0.8） **
検定）．

24 項目別，サポーター別の得点を表 5 に示した．

の 10 項目はひとり親家族よりもふたり親家族のほ

サポーター別にひとり親家族とふたり親家族を比較

うが有意に高得点であり，このうち，9 項目は配偶

すると，医療関係者からのサポートの認知はふたり

者に関する項目であった．

親家族のほうが有意に高く，仕事仲間からのサポー

分野別の項目平均 d 得点，全項目の項目平均 d 得

トの認知はひとり親家族のほうが有意に高かった．

点，分野別の項目平均 c 得点，全項目の項目平均 c

なお，トータルサポートスコアに有意差は認められ

得点を表 4 に示した．3 分野別にひとり親家族とふ

なかった．

たり親家族を比較すると， 家族と家族員との関係

4．ソーシャルサポートがひとり親家族の家族機能

の項目平均 d 得点はひとり親家族のほうが有意に高

に及ぼす影響

く， 家族と家族員との関係

家族と社会との関係

ひとり親家族に限定して，24 項目のサポート得

の項目平均 c 得点はふたり親家族のほうが有意に高

点を独立変数とし，家族機能充足度得点を従属変数

かった．全項目（25 項目）の項目平均 d 得点はひと

として重回帰分析（ステップワイズ法）を行った結

り親家族とふたり親家族で有意差は認められず，全

果を表 6 に示した．ひとり親家族の家族機能へは，

項目の項目平均 c 得点はふたり親家族のほうが有意

身内の評価的サポートの認知が影響しており，身内

に高かった．

の評価的サポートの認知が高いほど家族機能の充足

3．SSPS-P のサポートスコア

度が高かった（調整済み R2＝0.11）．

Cronbach のα係数は，表 2 に示した．

な お， ひ と り 親 家 族 の サ ポ ー タ ー に つ い て，
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表 6．ソーシャルサポートがひとり親家族の家族機能に及ぼす影
響（N ＝ 53）
従属変数

独立変数

家族機能充足度得点
調整済み R2

β

身内の評価的サポート − 0.35
0.11

-value
0.01
0.01

投入した独立変数：身内の情緒的サポート，身内の手段的サ
ポート，身内の情報的サポート，身内の評価的サポート，友
人・知人の情緒的サポート，友人・知人の手段的サポート，
友人・知人の情報的サポート，友人・知人の評価的サポート，
近所の人の情緒的サポート，近所の人の手段的サポート，近
所の人の情報的サポート，近所の人の評価的サポート，仕事
仲間の情緒的サポート，仕事仲間の手段的サポート，仕事仲
間の情報的サポート，仕事仲間の評価的サポート，保育士・
教員の情緒的サポート，保育士・教員の手段的サポート，保
育士・教員の情報的サポート，保育士・教員の評価的サポー
ト，医療関係者の情緒的サポート，医療関係者の手段的サ
ポート，医療関係者の情報的サポート，医療関係者の評価的
サポート．
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2014 年

いる母親への面接調査の結果とも一致しており，母
親は再婚や恋愛関係の中で良いパートナーを見つけ
たい気持ちがある（家計経済研究所，1999）ことが
指摘されている．本研究対象のひとり親は，ひとり
親となって平均 36.9 か月が経過しているため，結婚
や元夫に対するネガティブな感情が薄らいでいる可
能性があることも配偶者に関する項目が未充足であ
る原因の一つとして考えられる．一方で，異性との
交際がこどもに及ぼす影響などを考慮して異性との
交際を抑止している（平谷，法橋，2009）家族がい
ることも明らかにされており，家族のありようは多
様であるため，臨地で本研究結果を活用する際に
は，家族差を考慮する必要があろう．

SSPS-P の 7 種類のサポーター以外に支えになるひ

2．ひとり親家族のソーシャルサポートの特徴

とがいるか確認したところ，11.3％の母親が「恋

ひとり親家族のソーシャルサポートの認知は，仕

人」を，7.5％の母親が「元夫」をサポーターとして

事仲間からは，ひとり親家族のほうが高く，就業率

認識していた．

が高いひとり親家族の母親は，ふたり親家族の母親
以上に仕事仲間からのサポートを認知していること

Ⅳ．考

察

が明らかになった．医療関係者からのサポートの認
知はふたり親家族のほうが高いが，ひとり親家族は
医療機関を適切に受診していないことが多いことが

1．ひとり親家族の家族機能の特徴
家族と家族員との関

指摘されており（McGrath et al., 2002；平谷，法

の分野において，ふたり親家族と比較して，有

橋，2009），医療関係者と接触する機会が少ない可

意に充足度が低下していたが，この結果は配偶者に

能性が考えられる．しかし，ひとりで働きながらこ

関する項目の家族機能が低下していることに起因し

どもを育てるにあたり，仕事や環境に合わせて社会

ていた．ただし，ひとり親家族は，配偶者がいるに

資源を利用できることは重要であり（荒川，2003），

も関わらず

の分野の家族

必要な時に専門的なネットワークを利用できるこ

機能の充足度が低い場合とは異なり，配偶者がいな

と，保持していることは問題解決の側面のみなら

いために未充足であるため，重要度もふたり親家族

ず，こどもの行動に関するストレス，社会的孤立に

と比較して低いことが明らかになった．ひとり親が

対するストレスとも関連していることが明らかにさ

FFFS-J の配偶者に関する項目に回答する際には，

れている（園部，白川，廣瀬他，2006）．したがっ

配偶者の役割をどの程度必要としているかをもとに

て，医療関係者から必要な時に育児支援が得られる

して回答する（Hiratani, Hohashi, 2010）ため，充

と家族が認知できるよう，医療関係者が地域におい

足度が低いという結果から，ひとり親家族の中には

て積極的に子育て支援を行うことが望まれる．特

配偶者の役割を必要としている家族がいる可能性も

に，看護師は医療機関を受診しない家族にも電話や

考えられる．実際に，11.3％の母親が「恋人」を，

インターネットなどを通じて，家族が安価で気軽に

7.5％の母親が「元夫」をサポーターとして認識し

育児相談や健康相談ができるような環境を構築し，

ていた．これは，離婚を経験した未成年のこどもの

家族支援を実践する必要があろう．

ひとり親家族の家族機能は
係

家族と家族員との関係
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Ⅴ．本研究の限界

家族支援
重回帰分析の結果，ひとり親家族の家族機能へは

本研究では，ひとり親家族の父親の回答者数が少

身内の評価的サポートが影響していた．調整済み

ないため，父親を除外して解析を行っており，ひと

R の値は高いほど望ましいが，本研究では 0.11 で

り親家族の家族機能とソーシャルサポートとして調

あった．家族機能へは，ソーシャルサポートの他

査結果を一般化するには限界がある．また，決定係

に，家族の健康状態や性別，ライフサイクル，社交

数の値が低く，影響要因として抽出されたのはソー

性，ストレスなどの様々な要因が影響している（Hi-

シャルサポートの 1 変数のみであるため，今後は，

ratani, Hohashi, 2010; Chung, 1990; Wright, 2006）．

家族数を増やして更なる検討を重ね，研究を発展さ

したがって，限られた条件でこのような種類の変数

せたい．

2

を予測する際，高い値の調整済み R が得られるこ
2

とは非現実的である（DeMaris, 2004）と言われて

Ⅵ．結

論

いる．本研究において，身内の評価的サポートの認
知だけで家族機能の 11％を説明できたことは意味

子育て期のひとり親家族の家族機能とソーシャル

があると考えるが，調整済み R の値が低く，家族

サポートの認知，ソーシャルサポートの認知が家族

機能への影響要因として抽出されたのはソーシャル

機能に及ぼす影響を明らかにするために FFFS-J と

サポートの 1 変数のみのため，「恋人」や「元夫」

SSPS-P を用いた質問紙調査を実施した．ふたり親

などの SSPS-P の項目以外のソーシャルサポートが

家族と比較して，ひとり親家族の家族機能の充足度

家族機能に影響している可能性も考えられる．

は低かったが，ソーシャルサポートの認知に差はな

2

先行研究では，ひとり親家族は身内からの支援が

かった．先行研究より，ひとり親家族では身内のサ

重 要 で あ る こ と が 明 ら か に さ れ て い る（荒 牧，

ポートが重要であることが明らかにされていたが，

2005）が，本研究の結果より，身内のサポートの中

本研究において身内のサポートの中でも家族機能に

でも家族機能に影響しているのは評価的サポートで

影響しているのは評価的サポートであることがわ

あることがわかった．離婚を経験した養育期のひと

かった．看護職者が母親のこの種類のサポートの認

り親家族を対象とした先行研究では，ひとり親家族

知を高めることは，ひとり親家族の家族機能の良好

は，離婚後に身内と同居するなどして身内から家事

な維持につながる可能性が示唆された．

や育児支援が得られる場合でも，家族の将来を見据
えて，家族内対処が可能になるよう自立に向けて努
力していた（平谷，法橋，2009）．特に，本研究対
象のひとり親家族は離婚直後のひとり親家族が少な
いため，家族内で維持できない機能を補完すること
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あると考えられる．なお，評価的サポートが重要な
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Family Functioning and Perceived Social Support Among Child-rearing Single-parent Families
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In many cases of child-rearing single-parent families, one parent bears excessive burdens, thereby making it diﬃcult to maintain good family functioning. Because social support can reduce child-care stress, it is believed that perceived social support may have some inﬂuence on family functioning. The aim of this study was to quantify the
family functioning and perceived social support among child-rearing single-parent families, and to determine the effects of perceived social support on family functioning quantitatively.
A self-administered questionnaire survey was conducted using Japanese-language Version I of the Feetham
Family Functioning Survey（FFFS-J）and the Social Support Perception Scale for Parents Rearing Preschoolers
（SSPS-P）
．Data collected from 53 single mothers were compared with 310 mothers of two-parent families. According to their responses, it was found that single-parent families have lower family functioning in the area of relationship between family and family members. In comparisons of perceived social support, signiﬁcant diﬀerences
were not found between two-parent families and single-parent families. As the result of the stepwise multiple linear
regression analysis, family functioning of single-parent families were aﬀected by relatives appraisal support. Therefore nursing professionals might be able to improve family functioning of single-parent families by promoting the
motherʼs perception for these forms of support.

