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【要旨】

本研究では，乗馬キャンプに参加した障害児の家族を対象に質問紙調査を行い，乗馬キャンプ

が参加家族のQOLに及ぼす影響について検討することを目的とした。動物介在活動とは，対象

者の情緒的安定，動機付け，生活の質の向上などを目的として行う動物と触れ合う活動の全般を

指す。なかでも，障害児を対象に乗馬や馬との触れ合いを治療的意図で利用する活動を「乗馬療

法」と呼ぶ。日本では未だ治療行為としての乗馬プログラムが体系的に実践されるには至ってい

ないが，それにも関わらず同様の活動の実施と参加が維持される背景には，対象児だけでなく活

動参加者にその行動を維持させる何らかの要因があるのではないかと考えられる。調査の結果，

キャンプ参加直後ではキャンプ参加前後に比べて「社会的活動の障害」の得点が有意に低く，乗

馬キャンプが参加家族のQOLの向上に貢献している可能性が示唆された。
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� はじめに

動物を介在させた治療的行為は，最近まで統

一的な名称がなく，その定義も明確ではなかっ

た。しかし，その後米国デルタ協会（Delta so-

ciety）（１）が，１９８０年代初頭に動物介在活動（Ani-

mal assisted activity：AAA）と動物介在療法

（Animal assisted therapy：AAT）を区別し

て定義した。それによれば，動物介在活動は動

物と触れ合う活動全般をさす。それは，対象者

の生活の質（Quality of life：以下，QOL）の

向上，情緒的な安定，動機付け，教育レクリ

エーションなどを目的として実施される。それ

らの多くはボランティア活動であり，医療専門

家の指揮による医療行為としての動物介在療法

とは区別される。さらに，２００１年の人と動物の

相互作用国際学会（International association of

human-animal interaction organizations：IA-

HAIO）では動物介在教育（Animal assisted

education：AAE）の定義がリオ宣言として示

され，学校内における活動とも区別されるよう

になった（２，３）。

東京大学大学院教育学研究科（Graduate school of education, The university of Tokyo）

【論文】

小久保：動物介在活動としての障害児乗馬キャンプが参加家族のQOLに及ぼす影響 ２５



なかでも，障害児の機能回復を目的とした乗

馬療法は最も歴史が古く，欧米では既に理論や

プログラムが確立された治療行為として実施さ

れている（４）。しかし，日本では未だ治療行為と

して乗馬療法が実施されることは少ない。それ

にも関わらず，乗馬療法に準ずる活動が普及し

つつある背景には，対象者だけでなく周囲の活

動参加者にその行動を維持させる何らかの要因

があるのではないかと考えられる。そこで，本

研究では乗馬キャンプに参加した障害児の家族

を対象に質問紙調査を行い，乗馬キャンプが参

加家族のQOLに及ぼす影響について検討する

ことを目的とした。

１ 動物介在活動と動物介在療法の背景

一般に，動物が人の健康に与える肯定的な影

響について実証的な研究が進められるように

なったのは，１９７０年代以降だと言われている。

その背景にはおそらく，人と動物の関係が時代

とともに変化してきたこと，さらに医療や教

育，福祉の現場におけるニーズが変化しつつあ

ることが関係しているだろう。

人と動物の関わりには長い歴史がある。それ

は，人間の生活や思想とともに変化してきたと

言える。Pringle（５）によれば，１７世紀以前は聖書

の動物観が人々に影響を与えており，人間と人

間以外の動物の間には大きな溝があると信じら

れていた。動物は，単に人間にとっての被捕食

者か労働や生活の道具として使役の対象であっ

た。しかし，１８世紀以降に動物の生体解剖が盛

んに行われるようになると，哺乳動物の身体組

織や機能が人間と非常に良く似ていることが分

かってきた。さらに，１９世紀以降の生物学と生

態学の発展は動物の地位を著しく向上させ，動

物福祉推進運動を盛んにした。また，１９６０年代

には，アメリカで黒人や少数民族，女性に対す

る差別反対運動が活発になった。それは，後に

「種の差別」という思想に発展し，動物権運動

はますます盛んになった。この頃には，動物は

人間と平等に配慮されるべき存在として考えら

れるようになり，人間の利益に反しても動物の

不利益は避けるべきだという主張も生まれた。

しかし，その後リンガーが，動物解放論者に

対して動物の利益であってもそれが人間の不利

益になってはならないと主張した。この頃，動

物は守られる対象としてだけでなく福祉活動の

主体として参加するようになった。ただし，そ

れらの活動が全ての動物にとって良いとは言え

ない。それでも，長年にわたり人と動物が親密

で相互相関的な関係を築いてきたことから，一

部の動物にとって福祉活動へ参加することは有

益だとも考えられている。特に今日，家族の一

員や人生の伴侶として飼育されている動物は，

コンパニオン・アニマル（伴侶動物）（６）と呼ば

れる。このとき，人と動物が身体的にも精神的

にもより深い相互依存関係を築いていると考え

られる。人は，動物とさまざまな方法を使って

相互作用を成立させる。藤崎は，人がペット動

物と関わるときに，動物の行動を解釈的に理解

するというパターンを示した（７）。つまり，人は

言葉で意思表示できない動物の行動を観察し，

自らの推察をもとに意味づけを行う。それによ

り，動物への行為が決定され，実行される。こ

のような人と動物の解釈的な関わり方は，赤ん

坊に対する関わり方に似ていると述べている。

つまり，人は動物を子どものように位置づけ，

関わりの中で愛着を育む。そのため，動物が人

とともに福祉活動に参加することは，人が動物

に対して肯定的な解釈をすることを促すとも考

えられる。

一方，医療や福祉におけるニーズの変化も，

背景の一つに挙げられる（８）。動物を治療目的で

介在させる方法は，動物による治療促進（Ani-

mal-facilitated therapy：AFT）とも呼ばれる。

つまり，動物は本来病気や障害そのものを治療

するものではなく，治療を補助的に促進する存
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在だと考えられていた。医療では，病気や障害

の治療のみならず，患者の生活・生命の質の向

上を図ることが重要だと考えられるようになっ

た。そのため，補助的医療行為としての動物介

在療法も，肯定的に受け入れられるようになっ

た。

QOL（Quality of life：生活の質）という概

念は，もともと社会科学の分野における概念と

して生まれたものである。１９世紀には劣悪な生

活環境での労働を強いられていた炭鉱労働者の

生活環境を改善するという視点からQOLの概

念が発展した（９）。一方，医学では，末期がん患

者を中心とした終末期医療分野における緩和ケ

アの広がりがQOLを重要視するきっかけと

なった。また，リハビリテーション医学では，

ADL（Ability of daily life：日常生活行為）だ

けを治療目標とせず，障害者の自立生活や長期

にわたる生活全般の向上を目指す運動が広がっ

た（１０）。その後，そのほかの難治疾患患者や日常

生活が極端に制限されるような疾患の患者に

も，QOLが治療目標のひとつとして掲げられ

るようになった。永田は，全人的医療の立場か

ら「高いQOLとは，身体的にも，心理的にも，

社会的にも，実存的にも満足のできる状態」と

定義している（１１）。また上田は，リハビリテー

ション医学の立場から障害論を基盤に障害者の

QOLを説明し，客観的QOL（機能レベルの

QOL，能力レベルのQOL，社会レベルのQOL）

と主観的QOLに分類している（１２）。これらの共

通点は，身体的機能の向上や維持を基盤としな

がらも，個人の主観的な満足を重視し疾患や障

害以外の環境にも積極的にアプローチする点で

ある。動物が治療場面に存在することは，疾患

そのものが治癒されなくても患者の主観的生活

満足度を向上させる。また，患者と治療者，ま

たは患者と看護者，家族との関係を改善し円滑

にするために役立っている（１３）。医療における動

物介在療法，動物介在活動は，まさにこのよう

な価値観を背景に広まったと言える。

また，福祉や教育でも個人の自主性は重視さ

れる傾向にある。特に障害児教育では，リハビ

リテーション医学が障害論に基づいたQOLを

重視しているのと同様に，障害論に基づいた支

援重視の教育へと改革が進んでいる。従来の障

害児教育は画一的で，職業訓練偏重型の教育で

あった。しかし，１９８０年代の米国では，障害者

の現在の発達水準に合った作業スキルや技術を

見につけさせ就労へ導くレディネスモデルか

ら，障害児の「明日の発達水準」を重視し就労

後も継続的に援助することを前提としたサポー

トモデル教育へと移行した（１４）。この発想は上田

のQOLモデルに似ており，環境への介入や障

害によって制限されていない能力である「現存

機能」を積極的に利用して，障害者の社会的不

利や能力障害を最小限にすべきだという考え方

である（１５）。

２ 乗馬療法と障害者乗馬

現代の乗馬療法の基礎は，１９５０年代にデン

マークで作られたと言われている。当時，世界

的に流行していた小児麻痺に罹患したLiz Har-

telは，車椅子生活を余儀なくされた。しかし，

乗馬のトレーニングを再開したことによって手

足の筋力と協調性が改善され，１９５２年にはヘル

シンキオリンピック馬術競技で準優勝するまで

に至った。その後，Hartelらは，筋・神経運動

機能に障害のある子どもや脳性麻痺，小児麻痺

のある子どもを対象に乗馬療法を行った。そこ

で，対象者のバランスや筋のコントロールが改

善し意欲に向上が見られたため，乗馬療法が世

界に広まるきっかけになった（１６）。日本では，理

学療法士や医師による計画のもと実施され評価

される狭義の乗馬療法はあまり行われていな

い。一方，レクリエーションや教育，療育を目

的とした障害者乗馬は盛んになりつつある。

乗馬療法，ならびに障害者乗馬の適用対象は
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広い。たとえば，脳性麻痺や交通事故などが原

因で身体に機能的障害がある人，精神障害や自

閉症，発達遅滞，情緒障害のある人などが含ま

れる。適用にあたっては，対象者の疾患や障害

からリスクを評価し，目標となる行動を決定す

る（１７）。適用される活動には，乗馬だけに限ら

ず，馬の飼育や世話，スポーツライディング，

軽乗，馬車操作などがある。乗馬は，自立歩行

ができない人や随意で姿勢保持が困難な人でも

楽しむことができるため，日常生活で機能的障

害のために運動やスポーツ，自由な移動などを

制限されている人たちにもその手段を提供でき

る（１８）。

乗馬によって期待される効果は，大きく身体

的効果と心理的効果，社会的効果に分けられ

る。身体面では，バランス感覚と姿勢保持能力

の改善，歩行の協調性や下肢筋力の改善，筋緊

張の緩和，変形の予防，心臓や呼吸器機能の改

善などに効果があると示唆されている。また，

心理面では，意欲と自尊心の向上，自信と勇気

の向上，注意機能の改善，自己効力感や自己イ

メージの改善，抑うつの改善，発話機能の改善

などが挙げられる。そして，社会面では，乗馬

介助者とのコミュニケーションを増加させ，社

会参加を促進すると言われている（１９，２０）。

ところで，これらの目的に乗馬が適している

のは，乗馬の運動特性によるところが大きい。

馬の上下，前後，左右への３次元の運動は，１

分間に１００回におよぶとも言われる。これは，

随意運動によって自らの身体を調節することが

できない障害者に，刺激と補助を同時に提供し

ながら彼らの自動運動を誘発する（２１，２２）。歩行時

に馬の筋肉は多方面に動いており，その動きは

乗り手の身体にも伝わっている。脳性麻痺など

の腱痙攣を和らげるためにはさまざまな治療法

があるが，手続きとしては筋肉の弛緩，姿勢の

矯正，変形の予防が挙げられる。乗馬運動は，

三次元運動刺激だけでなく姿勢の保持，体温上

昇による筋肉の弛緩などを効果的に利用して腱

痙攣を和らげると考えられる。第二に，乗馬は

視点の移動と移動距離の延長，移動速度の加速

などをもたらす。障害者にとって，障害のため

に日常生活の動作を制限され低い視点での生活

が強いられると，心理的負担になることも多

い。これに関連して，乗馬中の高い視点と自由

な空間移動は，それらのストレスを緩和すると

考えられる。

３ 障害児の親と家族のQOL

障害児の親と家族についての研究は，１９５０年

代から１９６０年代にかけて神経症や統合失調症

（精神分裂病）の家族研究を中心に行われてい

た。当時は，親が診断と治療の対象として位置

づけられることが多く，家族の病理に特に焦点

化されていた。なかでも，自閉症児の親の研究

はKannerの両親像をめぐって展開され，親が

治療対象者として位置づけられることが多かっ

た。

しかし，１９７０年代になると非心因性の心身障

害児の家族研究が盛んになり，焦点は家族病理

モデルから生活モデルへと移行していった。特

に，自閉症については「認知・言語障害説」を

はじめとして自閉症理解に変化が起こった。ま

た，自閉症の家族研究では，Cantwellらが自閉

症心因論仮説は実験的研究によって支持されな

いことや自閉症児の親に神経症傾向や思考障害

はとくに見られず社会性や共感性も他の親と同

じであることを示した。そして，もし親に病理

的態度があるとすれば，それは障害児をもつこ

とによるストレスの結果であると考えられるよ

うになった（２３）。そのため，その後は障害児の親

が現実を受け入れて適応していくための治療的

支援が重視されるようになり，今日ではむしろ

子どもの治療に積極的に協力する治療者として

位置づけられつつある。

それでもなお，障害児の親（特に母親）は健
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常児をもつ親よりも心理的にも身体的にも負担

が大きくストレスが強いと言われている。特

に，自閉症児の母親では他の障害をもつ子ども

の母親と比べてストレスが強く，慢性的に不安

や疲労が強い傾向にある（２４）。実際に，自閉症児

の親は自閉症の特異症状である断続的な睡眠に

よって自らの睡眠を妨害されることがある。ま

た，注意欠陥や多動性をもつ子どもの場合は，

絶えず注意を向けることを強いられ身体的疲労

が強くなる。さらに，自閉症児の阻害行動とい

われる対人関係能力の欠如や周囲の理解不足か

ら，親は社会的な機会を失いやすくソーシャル

サポートを得にくい状態にある（２５）。そして，障

害は一生を通じて患者に影響を与える可能性も

あり，各発達段階に応じた新たな悩みに直面す

ることもある。これらのことから，北川ら（２６）や

小宮（２７）は，障害児の療育を支援するときには家

族，特に母親への精神的ケアも重要であると主

張している。さらに北川らは，母親の精神的健

康度とストレス，ソーシャルサポートとの関係

について，家族によるサポートや療育機関によ

るソーシャルサポート，近隣からのソーシャル

サポートが母親のストレスを軽減するのに効果

があることを確認した。また，土屋（２８）は障害児

の療育には発達段階に応じた悩みがあるため，

同じ発達段階の障害児を持つ母親どうしのサ

ポートがストレス軽減に効果的だと述べてい

る。

� 方 法

１ 対 象 者

対象者は長野県内にある牧場で行われた乗馬

キャンプに参加した，障害児を持つ親または家

族９名（男女比２：７）で，平均年齢は４２．６歳

であった。調査期間は１９９９年１０月２６日から１１月

２１日で，乗馬キャンプは同年１１月６日から７日

にかけて実施された。キャンプに参加した子ど

もは６名で，そのうち何らかの障害を持つ子ど

もが５名おり，うち３名が自閉症，１名がダウ

ン症であった。障害を持つ子どものうち３名は

中学生で，残りの２名は小学生であった。参加

者は乗馬キャンプに参加することを目的に親同

士で声をかけあって集まった人たちで，キャン

プ参加者と日程等を中心となってコーディネー

トしたのは，以前に別の場所でイルカを介在さ

せた療育プログラムに参加して知り合った親ど

うし３組であった。なお，本調査は，調査協力

の依頼をする際にあらかじめ対象者にその目的

と手続きについて十分に説明し，各人の意志に

基づく同意を確認してから実施した。

２ 調査内容

対象者のQOLを測定する材料として，日本

語版GHQ（General Health Questionnaire）質

問紙短縮版２８項目（以下，GHQ２８）を使用し

た（２９）。各対象者に，乗馬キャンプ２週間前，乗

馬キャンプ終了直後，乗馬キャンプ終了から２

週間後，計３回にわたりGHQ質問紙を配布し

回答してもらった。GHQはGoldbergが非器質

性，非精神病性の精神障害のスクリーニングテ

ストとして開発した６０項目からなる質問紙であ

る（３０）。その後，GoldbergとHillerは探索的因子

分析の結果から２８項目版と３０項目版を作成し

た。日本語版GHQ短縮版は，これらをもとに

開発された尺度である。その因子的妥当性・外

部妥当性および信頼性は成田（３１）によって検討さ

れており，QOL測定尺度としてもしばしば利

用されている（３２）。GHQ２８の４つの下位尺度（４

つの因子）は�身体的症状，�不安と不眠，�

社会的活動障害，�うつ傾向である。中川ら

は，GHQの因子構造は一貫しているため判定

は総合得点による心理的な適応（健康）度だけ

でなく，下位因子尺度について特徴を把握する

こともできることを確認している（２７）。被験者に

は，各試行での身体的ストレス症状および精神

症状について最近の状態を「まったくない」か
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ら「たびたびあった」などの４段階で回答させ

た。先行研究において，統計的分析にはGHQ

採点法よりもリッカート採点法が適していると

指摘されているため，本研究では後者を選択し

て採点を行った。

３ 乗馬キャンプの概要

長野県にある宿泊施設と乗馬施設を備えた牧

場で，１泊２日の合宿を行った。１日目は早朝

に都内で集合し，電車とマイクロバスで蓼科へ

移動した。午後に牧場に到着。部屋割りをした

あと，併設する馬場で乗馬のレッスンを受け

た。レッスンでは，子どもだけでなく親も乗馬

を体験した。夕方，参加者と牧場スタッフで食

事をし，各自に自由時間が与えられた。夜には

親同士，また参加者とスタッフの懇親会が行わ

れた。キャンプでの主な活動内容は乗馬と馬の

飼育管理体験だったが，参加者が親とスタッフ

の親睦会を設けることを希望したため実現し

た。２日目午前，早朝にスタッフと参加者で馬

房清掃・餌付けを行った。参加者と牧場スタッ

フで朝食後，乗馬のレッスン。その後，隣接す

る森に馬に乗って移動し外乗を楽しんだ。午後

は牧場に戻り，全員で昼食をとったあと帰宅の

準備。牧場入り口に集合し，再びマイクロバス

で東京に向け出発。都内に到着し前日の集合場

所で解散した。

� 結 果

第１回目の測定は乗馬キャンプ初日から２週

間前に実施した。各対象者ともこの乗馬キャン

プの前（２ケ月間）に治療目的の動物介在活動

には参加しておらず，だいたい普段通りの生活

を送っていた。よって，本研究では第１回目の

測定値を各対象者のベースライン（pre-test）

と考える。日常生活での各対象者のQOL値は

乗馬キャンプ群全体として平均Ｍ＝３０．７８（SD

＝１０．００）であった。なお，測定値にはばらつ

きがあり，健常児の子どもを持つ親と比較して

も有意な差は認められなかったため，QOL値

にはライフスタイルや性格特性などが影響して

個人差が生じていると考えられる。しかし，

３０．７８という値はGHQ質問紙の判定基準に従え

ばGHQ２８項目についての臨界点は１５―１８点で

あることを考えると，比較的高い得点であると

推測できる。つまり，乗馬キャンプ群の日常生

活における不安や身体的疲労は比較的高かった

と言える。また，総合得点とは別に，各下位因

子尺度の得点も対象者全体の平均を計算し分析

対象とした。pre-testでは，「身体症状」がＭ＝

１０．２２（SD＝３．２３），「不安と不眠」がＭ＝９．１１

（SD＝３．２２），「社会的活動障害」がＭ＝７．４４

（SD＝２．９２），「うつ傾向」がＭ＝４．００（SD＝

４．７４）であった。本研究では２日間の乗馬キャ

ンプを介入手続きとし，第２回目の測定（post-

test）を乗馬キャンプの全日程が終了したあと

に実施した。すべての対象者は乗馬キャンプの

全日程に参加しており，介入条件に個人差は無

い。post-testでは，対象者全体での総合得点の

平均はＭ＝２１．７８（SD＝９．３２）で，対象者全体

の平均をベースラインの平均値と比べるとかな

り低下していた。また，各下位因子尺度では

「身体症状」がＭ＝６．３３（SD＝２．９２），「不安

と不眠」がＭ＝７．８８（SD＝３．１０），「社会的活

動障害」がＭ＝５．４４（SD＝２．０７），「うつ傾向」

がＭ＝２．１１（SD＝２．３７）であった。pre-testと

比較すると，すべての因子で平均得点が低下し

ていた。本研究では，動物介在活動の持続的な

効果を調べるために介入から２週間後に３回目

の測定（follow-up-test）を各対象者に実施した。

各対象者は，介入から３度目の測定までの間に

ほかの治療目的の動物介在活動には参加してお

らず，だいたい普段通りの生活を送っていた。

測定の結果，follow-up-testにおける対象者全体

の総合得点の平均はＭ＝３０．２２（SD＝１４．７０）

であった。また，各下位因子尺度では「身体症
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状」がＭ＝９．２２（SD＝４．１２），「不安と不眠」

がＭ＝８．００（SD＝４．９７），「社会的活動障害」

がＭ＝１０．００（SD＝３．２０），「うつ傾向」がＭ＝

３．００（SD＝５．２４）であった。つまり，介入後

に低下していた総合得点の平均とすべての下位

因子尺度得点が，介入から２週間後にはベース

ラインと同じぐらいまで再び上昇していた（図

１）。

そこで，乗馬キャンプが対象者のQOLに与

えた影響について検討するため，統計パッケー

ジSASを使用して総合得点と４つの各下位因子

尺度得点について測定時期（pre-test，post-

test，follow-up-test）を要因とした一元配置の

分散分析を行った（SAS８．２for UNIX，SAS In-

stitute１９９９）。分散分析の結果，「社会的活動

障害」でのみ測定時期の主効果が１％水準で有

意だった（表１）。

つぎに，Tukey法による多重比較を行ったと

こ ろ，pre-test，follow-up-testとpost-testの 間

で「社会的活動障害」得点の差が有意であった。

このことから，pos-testの要因，つまり介入手

続きとしての乗馬キャンプが対象者の「社会的

活動障害」得点に影響を与えたと考えられる。

つまり，介入によって「社会的活動障害」得点

が有意に低下しており，対象者は日頃ややスト

レスが高いもののキャンプ直後には社会生活を

より満足した状態で過ごしていたことを示唆し

ている。しかし，follow-upの測定では再び「社

会的活動障害」の得点は上昇していたため，こ

の介入手続きが対象者の身体的，心理・社会的

健康度に与えるポジティブな影響は短期的なも

のであると言える。

� 考 察

本研究では，対象者に対して乗馬キャンプを

介入の手続きとし，キャンプ２週間前とキャン

プ直後，キャンプ２週間後に計３回の質問紙調

査を実施し，動物介在活動としての乗馬キャン

プが参加家族のQOLに及ぼす影響について検

討することを目的とした。調査の結果から，対

象者の特徴としてGHQ得点が比較的高くQOL

が相対的に高いとは言えなかったが，下位尺度

によれば抑うつ傾向は一貫して他の下位尺度よ

り低く，成田（３１）による健常者の平均値と比較し

ても差は無いことがわかった。したがって，障

害児の親や家族に対するアプローチとしてより

重要なのは，抑うつ傾向の軽減ではなく，身体

的症状の改善や社会的活動性を高めること，つ

まりソーシャルサポートの提供ではないかと考

えられる。また，GHQの総合得点，４つの下

位因子尺度得点は日常生活で比較的高い傾向が

あったものの，乗馬キャンプ参加直後ではすべ

てにおいて得点が低下しており，身体的，心理

的，社会的ストレスは短期的にではあるが低下

していたことがわかった。特に，GHQの第３

因子「社会的活動障害」の得点がキャンプ直後

ではキャンプ２週間前，２週間後と比較して有

意に低かったことから，乗馬キャンプが参加し

た障害児の親または家族の対人関係や日常生活

図１ GHQ２８における４下位尺度因子得点の平均

値と試行時期

表１ 因子３「社会的活動障害」についての分散

分析表
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に対する充足度を高めたと考えられる。

その理由として，三つのことが考えられる。

第一に，この乗馬キャンプに参加した家族には

子どもが障害を持ち学齢期であるという共通点

があった。これは，キャンプの計画や実施にあ

たって中心的な役割を果たした３家族が以前別

の場所で行われたイルカと触れ合うプログラム

で知り合い親交を深めた家族であったことや，

それぞれの家族の子どもが同じ障害（自閉症）

を持っていたことから，旅行やレジャータイム

の活動を計画する際にも志向が似ていたとも考

えられる。つまり，障害を持つ子どもがスポー

ツや旅行に参加するときには，子どもの好き嫌

いや能力だけでなく受け入れる側，サービスを

提供する側にも子どもへの理解を必要とする。

そのため，障害児でも参加できる乗馬プログラ

ムや障害児にも理解のある環境があったという

ことが，彼らの参加意欲を高め社会活動への参

加を促したのではないだろうか。（参加家族の

うち１組は障害を持たない子どもがいる家族

だったが，父親はバリアフリーサークルを主催

しており，障害児のスポーツや障害児と健常児

の統合的レジャー体験に非常に積極的な人物で

あった。）第二に，このキャンプで参加者が障

害を持つ子どもと家族を自主的に集めたことに

は，乗馬が療育に良いという思いがあったこと

が推測される。実際，乗馬が障害児の療育に利

用されるということはすべての参加者が知識と

して知っており，参加への意欲も持っていた。

なかには，個人的に乗馬体験をしたことがある

家族や，キャンプ後に定期的な乗馬教室に通う

ようになった子どももいた。必ずしも彼らが治

療的効果を強く期待していたわけではないが，

乗馬教室や事業を運営する団体が障害児を受け

入れる体制を持っていることには前向きな評価

をしており，少なくとも障害を持つ子どもたち

が社会参加をする機会が提供されているという

ことを評価しているようだった。また，キャン

プ直後はほとんどすべての参加者が「この乗馬

キャンプを楽しんだ」と考えており，乗馬キャ

ンプそのものにも前向きな評価をしていた。第

三に，乗馬キャンプが親の会としての機能を果

たしていたのではないかということである。こ

の乗馬キャンプの最大の特徴は家族参加型で子

どもと一緒に家族も乗馬や馬の飼育体験を楽し

み，親のためのプログラム（スタッフと親の懇

親会）まで用意していた点である。これは，

キャンプ運営側が用意したのではなく参加者で

ある親自身が希望して実現したものであった。

つまり，参加を希望した家族はそれぞれが個別

に乗馬を楽しむ機会を持つだけでなく，参加し

た保護者全員で話し合い，コミュニケーション

をとる時間を必要としていたのである。先行研

究でも，障害児の親が同じ障害を持つ子どもの

親や同じ障害でなおかつ発達段階も同じである

子どもの親と親睦を深めることが，障害児の親

の大きな支援材料となることを示唆してい

る（２８）。しかしながら，本研究の調査結果から得

られる情報は限られており，乗馬キャンプのな

かのどの要素が母親のストレス緩和に大きく影

響したのかは推測の域を出ない。今回の興味深

い調査結果をさらに掘り下げて調べるために，

今後は対象者の考えや感情的側面により焦点化

した研究を行っていきたい。
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