
Ⅰ．諸　言

　東日本大震災から4年以上経過した今尚，福島県内

で応急仮設住宅（以下，仮設住宅）に居住している人

は16,372人1)（平成28年6月30日時点）にも上っている。

過去に発生した災害2) 3)において仮設住宅は5年以内に

閉所していることから，仮設住宅居住の長期化が明確

になっている。 
　長期的な仮設住宅の居住は高齢者のうつ病の発生因

子の一つになり精神健康状態に影響を及ぼすことが明

らかになっている4)。また，仮設住宅に居住する高齢

者は閉じこもりになりやすいという観点から，長期的

な精神健康支援が必要であることが明らかになってい

る5)。

　危機的場面における精神健康の維持には，ポジティ

ブ感情が関与するとされている。また，ストレスフル

な経験から立ち直る力であるレジリエンス要因として

ポジティブ感情が作用することが示唆されている6)。

生活再建の見通しがたたず，仮設住宅居住が長期化す

るといったストレスフルな状況下において，ポジティ

ブ感情を抱くことは精神健康を維持する上で重要であ

ると考える。

　これまでの仮設住宅居住者を対象とする研究をみる

と，ポジティブ感情に焦点を当てた先行研究は見当た

らなかった。そこで，仮設住宅居住者がポジティブ感

情を抱くようになった経過や要因を明らかにし，ポジ

ティブ感情を抱くことができるように支援することが

精神健康維持につながると推測する。よって本研究で

は，長期に仮設住宅に居住する女性高齢者の語りから，

ポジティブ感情を抱くことができるようになったプロ

セスを明らかにすることを目的とした。

　尚，本研究において，ポジティブ感情とは危機的場

面であったとしても希望や喜び，幸福，安心などを感

じたこと7)とする

Ⅱ．研究方法
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要旨　東日本大震災に伴う原子力発電所の事故発生から4年以上経過した今も多くの人が応急仮設住宅での

避難生活を余儀なくされている。高齢者が長期の避難生活の中にあってもポジティブ感情を抱くことができ

るようになったプロセスを明らかにすることを目的に，応急仮設住宅に居住する高齢者2名の語りを分析し

た。【生活の場所が安定しないことによる憤り】を感じていた対象者は，応急仮設住宅に居住したことで＜

安寧からうまれた心の余裕＞を得た。そのことにより＜外向的な気持ちへの変化＞がみられたとともに，過

去の辛い経験と現状を比較し＜今が恵まれているという肯定的な意味づけ＞を行っていた。その結果，人と

積極的に関わろうといった＜一歩前進するための目標＞をもち，人との関わりの中で＜再認識した人との絆

＞を感じ，＜人とのつながりを大切にする努力＞を行った。このことにより，対象者の気持ちは＜人との交

流を通して穏やかな気持ちへと変化＞した。
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　本研究では構造構成的質的研究法（Structure-
Construction Qualitative Research Method，以下SCQRM
とする）を用いた。SCQRMは，少数の事例から生成さ

れた概念については，一般化へ向けた開かれた研究に

することが理論的に可能であると説明されている8) 9)。

本研究は，限られた少数の対象者から得られたデータ

から研究目的を明らかにする必要があるため，この研

究法を用いた。

2．研究対象

　福島第一原子力発電所の事故によって2ヶ所の仮設

住宅に居住している女性高齢者2名

3．データ収集期間

　平成27年8月～9月

4．データ収集方法

　C大学による仮設住宅健康相談会の責任者（以下，

仲介者）に，住民の選定及び紹介を依頼し，紹介して

もらった研究対象候補者に研究者が，研究の目的・方

法・倫理的配慮などについて口頭及び文書を用いて説

明し，同意書を取り交わした。研究者が自宅もしくは

集会場でインタビューを行い，同意を得てICレコー

ダーに録音し，逐語録を作成した。 

5．分析方法

　SCQRMの分析手法である修正版グラウンデット・

セオリーアプローチを用いた。また，分析は複数名で

行い信頼性と妥当性を確保した。

6．倫理的配慮

　本研究は，新潟大学医学部倫理審査委員会の承認（受

付番号1951）を得て実施した。また看護研究における

倫理指針10)，人を対象とする医学系研究に関する倫理

指針11)，被災者・被害者を対象とする調査研究のため

に倫理的ガイドライン12)，東日本大震災における調査

ガイドライン13)を遵守し，対象者の倫理的配慮に努め

た。　

Ⅲ．結　果　　

　2ヶ所の仮設住宅に居住する70～80歳台の女性2名を

対象に1人あたり平均93分の半構造化面接を１回ずつ

実施した。

　分析の結果，応急仮設住宅に居住する女性高齢者が

ポジティブ感情を抱くプロセスの構造として21個の概

念と7個のカテゴリーを生成し（表1），結果図「応急

仮設住宅に居住する女性高齢者がポジティブ感情を抱

くプロセス」（図1）を作成した。

　尚，本文において，カテゴリーは＜＞，概念は【】，

インタビューデータは「」で示し，（）内に対象者を

表すアルファベットを記載した。

1．全体のストーリーライン

　対象者は，避難場所を何度も移動せざるを得ない状

況に【生活の場所が安定しないことによる憤り】を感

じていた。その後，仮設住宅に居住し,【住居や生活

が安定したことでうまれた心の余裕】を感じていた。

心に余裕がうまれたことで震災前の生活に戻ったよう

な気持ちになり，震災前の【趣味を再開できる気持ち

の変化】がみられた。＜安寧からうまれた心の余裕＞

を得たことや，【現状に対する危機感による外向的な

気持ちへと変化】したことや，【人との交流を促進し

た家族のサポート】を得て，内向的な気持ちから外に

出て行こうという＜外向的な気持ちへの変化＞がみら

れた。さらに震災後に【価値観を変化させる言葉との

出会い】をしたことで物事を肯定的にとらえ感謝の気

持ちを抱くようになった。また【父親によって育まれ

た肯定的な価値観】や自分よりも過酷な生活を送って

いる人がいるという【他者を慮ることによる自身の生

活の肯定的な意味づけ】を行い，現状をポジティブに

捉えようとしていた。そのことで，現状と【予期した

最悪な状況との比較】をし，【過去の辛い経験との比

較から感じる幸福】により＜今が恵まれているという

肯定的な意味づけ＞を行っていた。これらのことから，

人と積極的に関わろうという＜一歩前進するための目

標＞をもつようになった。初めは行動に移すことに困

難感があったものの，次第に【挑戦心の芽生え】が生

じていた。また，日々の出来事を記録し読み返すこと

で【過去の記録から思い出す目標】が刺激となり，改

めて一歩前進しようという気持ちになっていた。また

震災後に【他人に気にかけてもらえる嬉しさ】を感じ

【分断された人とのつながりの再認識】をしていた。

＜再認識した人との絆＞によって対象者は【人間関係

を良好に保つための努力】をするようになった。初め

は人からの誘いに応じ【出会いの機会を増やしていく

努力】をしていたものの，次第に【現状を変えるため

に自らを鼓舞】するようになり，自ら行事に参加する

という能動的な姿勢へと変化した。このことで【住民

同士の助け合い】の場に参加するといった＜人とのつ
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カテゴリー名 概念名 定義

生活の場所が安定しないことによ
る憤り

原子力発電所の水素爆発に伴い避難場所を何度も移動せざるを
得ない状況となり怒りや文句、恨みといった感情を抱く。

住居や生活が安定したことでうま
れた心の余裕

何度も避難場所を変更せざるを得ない状況であったものの仮設
住宅に居住できるようになったことで、住居や生活が安定し心
に余裕がうまれるようになった。

趣味を再開できる気持ちの変化 震災前からの趣味を再び始めるようになった。

現状に対する危機感による外向的
な気持ちへの変化

現在の状況に対して危機感を感じるようになり、外向的な気持
ちへと変化した。

人との交流を促進した家族のサ
ポート

家族から自分がやりたい事を行うようにと促されたことが、外
に出向いて人との交流に参加しようという気持ちを後押しし
た。

価値観を変化させる言葉との出会
い

「夜の明けない日はないですよ。朝の来ない日はないです
よ。」という言葉によって価値観が変化し、物事を肯定的に捉
え、感謝の気持ちを抱くようになった。

父親によって育まれた肯定的な価
値観

父親による幼少期の教育によって物事を肯定的に捉えるように
なった。

過去の辛い経験との比較から感じ
る幸福

息子が亡くなった時や配偶者の闘病生活、避難時のこと、戦争
時など過去の辛い出来事と現在を比較し、今は生きることがで
きているから幸せだと、肯定的に捉えている。

予期した最悪な状況との比較 最悪な状況を予測し、それに比べて今は幸せだと捉えている。

他者を慮ることによる自身の生活
の肯定的な意味づけ

自分よりも過酷な生活を送っていた人の話を聞き慮り、それに
比べたら自分の生活は恵まれていたと捉えている。

過去の記録から思い出す目標
震災のこと、生活のこと、愚痴を記録におこすことで気持ちの
落ち込みが軽くなり、また過去の記録を読むことで目標を思い
出し頑張ろうという気持ちになる。

一歩前進するための目標
一歩前進するために目標をもつようになり、その目標を達成し
ようとする。

挑戦心の芽生え
行動にうつすことは難しかったものの挑戦心が芽生え、継続し
たことで次第に楽しめるようになった。

分断された人とのつながりの再認
識

震災を通して分断された、人とのつながりを再認識するように
なる。

他人に気にかけてもらえる嬉しさ
自分のことを気にかけてくれる人がいると実感しうれしい気持ちにな
る。

人間関係を良好に保つための努力
物を貰った時はお返しをするなど人間関係を良好に保とうとい
う努力がみられる。

住民同士の助け合い 同じ地区の住人同士で助けあっている。

出会いの機会を増やしていく努力 他人からの誘いに応じ人との出会いの機会を増やしていく。

現状を変えるために自らを鼓舞
誘いに応じるだけでなく、自らイベントに参加するなど、現在
の状況を変えようと自分を奮い立たせて積極的に行動する。

人との交流の楽しさ
行政主催の行事や自分達で立ち上げた会、震災前から楽しんで
いたことなどを通して人との関わりを楽しんでいる。

人との交流を通して穏やかな気持
ちへと変化

積極的に行事に参加するようになり、人とのふれあいを通して
新たに楽しみを見つけることができたり、また同じ境遇の人と
震災当時の話をして苦しみや悩みを同じ境遇の人と分かち合う
ようになり穏やかな気持ちになった。

人とのつながりを
大切にする努力

人との交流を通し
て穏やかな気持ち

へと変化

表1 カテゴリーと概念との関係

外向的な気持ちへ
の変化

今が恵まれている
という肯定的な意

味づけ

一歩前進するため
の目標

安寧からうまれた
た心の余裕

再認識した人との
絆

表１　カテゴリーと概念との関係

４年にわたり応急仮設住宅に居住する女性高齢者の思い－ポジティブ感情を抱くプロセスに焦点をあてて－
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ながりを大切にする努力＞をするようになった。その

結果，【人との交流の楽しさ】を感じるようになり＜

人との交流を通して穏やかな気持ちへと変化＞した。

2．各カテゴリーについて

1）＜安寧からうまれた心の余裕＞

　対象者は仮設住宅に居住する前「ちっちゃなことに

もピリピリしてたんです，最初はね（B）」と【生活の

場所が安定しないことによる憤り】を抱いていた。そ

の後「うれしいことに仮設住宅が決定したってことで

心に余裕ができてきました（B）」といった【住居や生

活が安定したことでうまれた心の余裕】を感じていた。

心に余裕がうまれたことで震災前の生活に戻ったよう

な気持ちになり，震災前の【趣味を再開できる気持ち

の変化】がみられた。

2）＜外向的な気持ちへの変化＞

　対象者は＜安寧からうまれた心の余裕＞により「高

齢者でいつどうなるのか分からなくても，やっぱり生

あるうちは自分で出ていかなくちゃって思ったんです

（B）」といった内向的な【現状に対する危機感による

外向的な気持ちへの変化】がみられた。同時に【人と

の交流を促進した家族のサポート】があったことで，

 図1　応急仮設住宅に居住する高齢者がポジティブ感情を抱くプロセス

＜今が恵まれているという肯定的な意味づけ＞

＜安寧からうまれた心の余裕＞

＜人とのつながりを大切にする努力＞＜一歩前進するための目標＞

＜外向的な気持ちへの変化＞
＜再認識した人との絆＞
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【現状に対す
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【】 概念名 ポジティブ感情を抱くプロセス

＜＞ カテゴリー名 肯定的な概念

概念同士のつながり 否定的な概念

影響の方向 カテゴリー

【過去の

記録から

思い出す

目標】

【生活の場所が安定しないこと

による憤り】

＜人との交流を通して穏やかな気持ちへと変化＞

【人との交流を通

して穏やかな気持

ちへと変化】

【人との交流

の楽しさ】

図１　応急仮設住宅に居住する高齢者がポジティブ感情を抱くプロセス
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外に出て行こうという＜外向的な気持ちへの変化＞が

みられた。

3）＜今が恵まれているという肯定的な意味づけ＞

　対象者は震災後に「夜の明けない日はないですよ。

朝の来ない日はないですよ。（B）」といった【価値観

を変化させる言葉との出会い】によって物事を肯定的

に捉え感謝の気持ちを抱くようになった。また「わた

しは笑って暮らす50年がいいです。そういうふうに父

に教え込まれたの（A）」といった【父親によって育ま

れた肯定的な価値観】によって現状をポジティブに捉

えようとしていた。このことで【他者を慮ることによ

る自身の生活の肯定的な意味づけ】を行い，また現状

と【予期した最悪な状況との比較】や【過去の辛い経

験との比較から感じる幸福】により＜今が恵まれてい

るという肯定的な意味づけ＞を行っていた。その結果

「生きているだけで幸せです（A）」や「今は有り難う

ございますと思うようになりました（B）」と現況を肯

定的に捉えるようになった。

4）＜一歩前進するための目標＞

　対象者は人と積極的に関わろうという【一歩前進す

るための目標】をもった。「実施にうつすことってむ

ずかしいからね。だけどもあたしはそう思いました。

挑戦しようと決めましたね（B）」と語っているように，

初めは行動に移すことに困難感を感じていたものの，

次第に【挑戦心の芽生え】が生じていた。また，日々

の出来事を記録し読み返すことで【過去の記録から思

い出す目標】が刺激となり，改めて一歩前進しようと

いう気持ちになっていた。

5）＜再認識した人との絆＞ 

　対象者は「元気になってよかったねって声掛けても

らえるからうれしい。地元の方にもよくしてもらって

ほんと幸せです(A)」といった【他人に気にかけても

らえる嬉しさ】を感じ，そのことで震災によって【分

断された人とのつながりの再認識】をしていた。

6）＜人とのつながりを大切にする努力＞

　対象者は【人間関係を良好に保つための努力】をす

るようになった。初めは人からの誘いに応じ【出会い

の機会を増やしていく努力】をしていたものの，次第

に【現状を変えるために自らを鼓舞】するようになり，

自ら行事に参加するという能動的な姿勢へと変化し

た。このことで【住民同士の助け合い】の場に参加す

るといった＜人とのつながりを大切にする努力＞をす

るようになった。

7）＜人との交流を通して穏やかな気持ちへと変化＞

　人とのつながりを大切にする努力をするようになっ

たことで「みんなで楽しもう（B）」という気持ちになっ

た。また「みんな避難した時の苦労話をね，時間を忘

れて話しますね。（B）」と語っているように，震災当

時の話をして，苦しみや悩みを同じ境遇の人と分かち

合うことで【人との交流の楽しさ】を感じていた。そ

の結果「ちっちゃなことにもピリピリしてたんです最

初はね。ところが今はそうじゃないです。なんか・・

ちょっと豊かになったような気持ち（B）」と語ってい

るように【人との交流を通して穏やかな気持ちへと変

化】した。

Ⅳ．考　察

1.　生活環境が安定することの大切さ

　福島第一原子力発電所の事故による避難者の5割近

くが3～4回の避難を繰り返し，生活環境が安定しない

状態が続いた14)。避難場所を転々とするのも原発災害

による避難の特徴の1つであると示唆しているように15)，

本研究対象者も仮設住宅に居住するまで何度も避難場

所を移動せざるを得ない状況であり，生活環境が安定

しないことに対して怒りや恨みといった憤りを感じて

いた。マズローの欲求論について佐藤はストレスに満

ちている状況を乗り越える前向きな成長は安全欲求が

満たされることで可能になると述べている16)。対象者

は仮設住宅に居住できるようになったことで生活環境

が保たれ，心に余裕がうまれるようになっていった。

対象者の心の変化は，生活環境が安定し始め，安全な

暮らしがしたいという基本的欲求が満たされたことに

よる気持ちの変化であり，安定した生活環境を得るこ

とが精神健康を維持するために重要であることが示さ

れた。

2．現在の状況を肯定的に意味づけることの大切さ 
　対象者は「わたしは笑って暮らす50年がいいです

（A）」や「夜の明けない日はないですよ。朝の来ない

日はないですよ（B）」といった価値観をもっていた。

対象者は，これまでの人生において戦争や家族との死

別といった様々な経験を通してこのような価値観を育

んできた。これらの経験・価値観により，過去に乗り

越えてきた辛い経験と比較して「あの時に比べたら今

は幸せです（A）」，「今は有り難うございますと思うよ

うになりました（B）」といった意味づけを行ない，現

在の状況をポジティブに捉えることができていた。岡

本は高齢者の意味づけについて，年齢を重ねて高みを

得た視野が自己の歩みを意味づけて，人生を連続した
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一本の軌跡としてとらえる17)と述べている。さらに森

本は，肯定的な意味づけができれば精神的な不健康に

陥ることを抑えられる18)と述べている。これらのこと

から，被災した高齢者が精神健康を維持するためには，

震災という出来事に対して肯定的な意味を見出すこと

が重要であると考える。

　さらに雲は，対象者が苦難を意味づけていく過程に

おいて，自らの生きてきた過程を振り返り，自己を見

つめ直す機会を持つことが必要不可欠である19)と述べ

ている。また，川村は自分の経験したことを語ること

は，その出来事と向き合うことを意味する20)と述べて

いる。このことから，被災した高齢者が意味づけでき

るように，高齢者の語りに耳を傾けるとともに，乗り

越えていこうとする姿勢を支えることが重要であると

考えられる。

3．人とのつながりの大切さ

　震災後の意識調査21)から，震災前にも重視していた

ことが震災時に『当たり前ではなくなる』という気付

きを得て，つながりや助け合いを再認識することが明

らかになっている。本研究対象者も，震災前から人と

のつながりの大切さは認識していたが，震災後に人か

ら声を掛けてもらうことや，各地からの支援者の訪問

を通して，他人に気にかけてもらえていると実感し，

嬉しい気持ちになり，人との助け合いの必要性を再認

識していた。同時に人とのつながりや関係性に敏感に

なるためか，挨拶を交わすことができないと，疎遠に

なってしまったと感じる研究対象者もいた。松本は他

者との情緒的サポートの授受が，精神的な安定や安ら

ぎにポジティブな影響を与える22)と述べており，続け

て対人関係が精神的な充実感や安心感など心の豊かさ

にとって大きな影響を持つことを明らかにしている。

これらのことから，支援者は被災者の体調や生活状況

を気に掛ける声掛けを通して人とのつながりを感じて

もらえるように関わること，住民同士が助け合えるよ

うに関わることが大切であると考える。

　また，人が集まる機会をつくることで，困った時に

声を掛け合える関係が築かれていくことが明らかに

なっている23) 24)。対象者も，人との交流の場に参加し

たことで，積極的に人との交流を楽しむことができる

ようになり，心の豊かさへとつながった。しかし，初

めは人からの誘いに応じるという受動的な姿勢であり

「自分のことを奮いたたせて参加しました（B）」と発

言しているように，見知らぬ人がいる場に出向くとい

うことは勇気が必要な行為である。そのため，参加し

たいと思っていても参加出来ずにいる人も多くいるこ

とが考えられる。支援者は機会を提供するのみならず，

直接的に声を掛けるといったアウトリーチを行い，被

災者が人との交流に参加出来るきっかけをつくること

が重要であることが示唆された。

Ⅴ．研究の限界と今後の課題

　被災者が居住しているコミュニティや，環境によっ

てポジティブ感情を抱くプロセスに影響があると推察

する。そのため今後は，様々な居住環境にある高齢者

の語りを聞くことが必要であると考える。

Ⅵ．結　論

　応急仮設住宅に居住する女性高齢者がポジティブ感

情を抱くまでに，【生活の場所が安定しないことによ

る憤り】，＜安寧からうまれた心の余裕＞，＜外向的

な気持ちへの変化＞，＜今が恵まれているという肯定

的な意味づけ＞，＜一歩前進するための目標＞，＜再

認識した人との絆＞，＜人とのつながりを大切にする

努力＞，＜人との交流を通して穏やかな気持ちへと変

化＞というプロセスを経ていることが明らかになった。

　また，被災者にとって①生活場所を早く確保し，安

定した生活環境を得ること②現在の状況の意味づけを

行うこと③人とのつながりを大切にすること，が重要

であると考察した。
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Abstract　Even more than 4 years after the nuclear disaster that followed the Great East Japan Earthquake, many people 
still have no choice but to live the life of an evacuee in emergency temporary housing. With the aim of clarifying 
processes that enable older people to embrace positive emotions even in a long-term evacuee living situation, we analyzed 
the stories of 2 older people living in such emergency temporary accommodation. Subjects who had felt anger due to the 
instability of the place where they lived achieved the emotional ability to handle their life in emergency temporary 
housing in tranquility. Due to this, in addition to feeling a change to extroverted feelings, the subjects compared difficult 
experiences in the past to their current situations and gave affirmative significance to the fact that they were currently 
blessed. As a result, the subjects had the goal of taking steps forward such as actively interacting with people, they felt 
bonds with people they had re-acknowledged and made an effort to value connections with people.
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