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　国連は，2008年4月2日を「世界自閉症啓発デー」と制定し， 潘基文 事務総長は次のような
パム・ギムン

メッセージを発表した。

　「…障害を持つ子どもたちの普遍的人権の推進にあたり，将来のコミュニテイの正式な一

員として，こうした子どもたちが活躍できるような環境の整備に全力を尽くそうではありま

せんか。決意や創造性，そして希望を持って，毎日，自閉症に立ち向かい続けている子ども

たちとその家族に，敬意を払おうではありませんか。そして，そのエンパワーメントとニー

ズへの対応に今すぐ取り組むことで，将来の子どもたち全員がより広く参加し，能力を発揮

し，権利を行使できるような社会をつくっていこうではありませんか」

　約40年間にわたって自閉症やアスペルガー症候群などを持つ人々が幸せに過ごせるように

と心から願い，さまざまな誤解や偏見と闘いながら苦悩の道を歩み続け，啓発活動を根気よ

く続けてきた「日本自閉症協会」は，万感の思いでこのメッセージを読んだ。同日，桝添要

一厚生労働大臣も，メッセージを発表した。

　4月3日，日本自閉症協会事務局に，在日フランス大使館から突然電話が入り，「来日するペ

ネロプ・フィヨン・フランス首相夫人が，自閉症の人々の日本における処遇についてお 訊 ね
たず

したいので，協会の幹部の方に会いたい」という申し出があった。「世界自閉症啓発デー」の

積極的な啓発活動に向けてー国連が「世界自閉症啓発デー」を制定
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影響が早くも出始めたのであろう。12日（土曜日）に昼食をしながら説明することになり，

協会の須田初枝副会長と私は，指定された築地の寿司屋に伺った。

　「フランスの友人に日本へ行くことを話しましたら，高機能自閉症またはアスペルガー症

候群といわれている20歳代の息子のことが心配なので，日本の専門家に話しを 訊 いてきても
き

らいたい。そして，日本における福祉的処遇についても調べてきてもらいたいと頼まれたも

のですから」という問いかけであった。そこで，日本における高機能 広  汎  性 発達障害の人々
こう はん せい

の状況（診断システム，療育指導プログラム，特別支援教育の現状，福祉施設での対応と経

済的な諸問題，さらに思春期・成人期の精神科医療体制が未整備な現状など）を説明したが，ポ

イントを押さえたかなり鋭い質問がなされた。大使館つきの医務官（神経内科医）の話では，伝

統的にフランス精神医学は分析的・哲学的な傾向が強く，発達障害の子どもは神経科医が診

ていて，多くの子どもがベルギーへ行って治療・療育を受けているが，思春期・成人期にな

って自傷・こだわり・興奮などが激しくなると，対応が非常に難しくなっているとのことで

あった。

　国連が制定した「世界自閉症啓発デー」が，世界的レベルで急速に動き始めていることを

実感することができた。日本自閉症協会は，2009年４月２日には，「世界自閉症啓発デー」に

関連するシンポジュウムを開催する準備を進めているが，日本から世界へ向けたなんらかの

メッセージを発信できるようにしたいものである。

 

　最近，保育園や幼稚園から「気になる子どもがいるのですが…」という相談をしばしば受

けるようになった。どのような行動が気になるのかをまとめてみると，

①あやしても笑わない　②音に過敏である　③人見知りをしない　④親の後追いをしない

⑤イナイイナイバーをしても喜ばない　⑥抱きにくい ⑦視線が合わない　⑧指さしをしない

⑨言葉が遅い　⑩人やテレビの動作のまねをしない　⑪手をヒラヒラさせたり，耳を両手で押

さえたりする　⑫独り遊びが多く，他の子どもと遊ばない　⑬ごっこ遊びをしない　⑭こだわり

行動が目につくなど，実にさまざまなものである。

気になる子どもたちー赤ちゃんに話しかけない母親ー

気になる赤ちゃん・子どもの行動
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　このような相談を受けていてまず気がつくことは，親子関係における愛着の形成が乏しく，

同調性が低いということである。

　1950年代に，英国のジョン・ボウルビィは，子どもと他の特定の人間（主として母親）と

の間に形成される愛情の 絆 が，両者を空間的にも時間的にも結びつけることに注目し，「愛着
きずな

理論」を発表した。愛着関係を形成していく過程で重要ないくつかの行動があり，①シグナ

ル行動（泣く，笑う， 喃  語 ，呼ぶ，特定の身振り）と，②接近行動（接近，後追い，しがみ
なん ご

つき，吸う）に大別される。乳幼児が自発的に表出するこれらの愛着行動に誘発されるよう

にして，養育者（主として母親）は絶え間なく反応し，自発的行動を社会的行動に発展させ

ていくのである。

　ここで気になることは，最近，保育園や幼稚

園でよく耳にすることだが，赤ちゃんに話しか

けない母親が多くなってきたということである。

言葉が出ていない赤ちゃんに話しかけても無意

味であると考えて話しかけないのなら，それも

一見合理的な行動のように思える。しかし，お

むつを交換する時も，授乳する時も，黙ったま

まで赤ちゃんに接する母親の姿は，奇妙な感じ

がする。通常は，「おむつかえましょうね」「ミルクの時間ですよ」「あら，困ったわね」など

と，母親はまるで実況放送のように話しかけているものである。また，赤ちゃん言葉を使わ

ない親も増えている。赤ちゃんを一人の人間として尊重するのだから，きちんとした言葉で

語りかけるべきであるという考え方なのであろう。しかし，赤ちゃん言葉は，赤ちゃんの注

意を引きつけるために，やや声を大きくし，ある言葉を強調して話しかけるように工夫され

ている。日本語では「赤ちゃん言葉」といわれるが，英語では「母親言葉」（ｍｏｔｈｅｒｅｓｅ）

と言われている。

　赤ちゃんが，母親にあやされて笑うようになるのは，生後2，3カ月頃からである。それ以

前の笑顔は，なんらかの刺激によって表情筋が収縮したものであり，周囲の人々とのかかわ

りとは関係がないために「自発的微笑」といい，生理学者は「しかめ面」と呼んでいる。と

ころが，母親が日々のかかわりの中で，言葉や動作で赤ちゃんの注意を引きつけ，赤ちゃん

の反応を見ながらタイミングよく話しかけ，笑いかけることを２，３カ月間続けていると，

あやされた赤ちゃんは笑い返すようになる。これを「社会的微笑」という。

　このような関わりは，赤ちゃんが人間関係を築いていくのに大切な相互交渉の出発点でも

あり，基本的信頼感を獲得する第一歩でもある。相互交渉とは，お互いに相手の反応を見な

がら，コミュニケーションを交わしていく関係である。そのタイミングがぴったり合うと「同

沈黙の母親
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調性が高い」ということになる。赤ちゃんが返事をしないからといって，無言でおむつを交

換し授乳する養育態度では，親子のコミュニケーションの歯車はかみ合わない。同調性が低

く，温かな気持ちのやりとりがない状態である。親は，一生懸命に赤ちゃんの世話をしてい

るつもりでいても，赤ちゃんには通じていないということになる。このような状態で養育さ

れてきた子どもが思春期を迎えた時に，親子で本音で話し合える関係になるとは考え難い。

　このような愛着行動の表出が極端に乏しく，同調性の低い乳幼児の中に，発達障害の子ど

もたちがしばしば見られる。その意味で，発達障害の診断にとって，乳幼児期の愛着行動の

展開の仕方を検討することは必須のことである。

 

　いつの世にも「近ごろの若いものは」という大人たちの嘆きがある。しかし，大人の子ど

もたちに対するこのような嘆きは昔からのことで，今から5,000年以上も前にすでに洞窟の壁

に彫り込まれていたし，青少年の教育に一生を捧げたソクラテスも，「子どもたちは 贅  沢 を好
ぜい たく

むようになった。彼らは権威者を 軽  蔑 し，不作法である。年長者を尊敬せず，学習の場でお
けい べつ

しゃべりを好む。彼らは，いまや家庭のしもべではなく専制君主である」といっていたほど

である。

　思春期の子どもたちは，自らの発達過程のなかで誰もが経験するさまざまな危機に出会う。

子どもから大人への身体的・心理的な急激な変化，入学・就職・結婚・独立という人生のそ

れぞれの節目などが，まさに春秋に富む「危機的年代」であり，子どもたちは，その危機を

乗り越えることによってさらなる成長をなしとげ，新たな生き方を身につけていくことにな

る。しかし，子どもによっては，自らの成長・飛躍のチャンスとなるべきこれらの経験が，

逆に発達を阻害し，さらに精神医学的問題を生じさせることもある。

　子どもは児童・思春期を一定の速度で進むのではなく，まっすぐな線に沿って順調に歩み

続けるものでもない。最近の思春期の子どもたちには，次のような心理学的特徴があるとい

われている。

　①内面的幼児性を引きずり，自己中心性が強い傾向にあり，心身共に 脆 
ぜい

 弱 で，不満耐性・
じゃく

自律心・克己心などが欠けている。

　②いわゆる四無主義（無気力・無感動・無関心・無責任）が顕著である。

　③依存的・受け身的で，自発性や主体性に乏しく，いわゆる指示待ち人間・マニュアル型

人間が多くなっている。

　④自己確立が遅れ，モラトリアム人間や発達課題の未達成などがある。

　社会的疎外感を抱き，学校不適応を示し，自らの殻に閉じこもる子どもたちが増え，子ど

もが抱える問題は，多様化・複雑化・低年齢化・一般化の傾向にある。

気になる青少年ー根源的不安をかかえる子どもたちー
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　1990年代後半から日本の大学は変動期に入り，学生の気質も変わってきた。学園紛争が 終 
しゅう

 焉 した後の1970年代後半から1980年代にかけて，「心理的モラトリアム」「アイデンティティ
えん

の拡散」「成熟拒否」などという言葉によって学生の未熟性が強調され，「キャンパス症候群」

とか「スチューデント・アパシー」などというキーワードが登場した。しかし，バブル崩壊

後の「失われた10年」における景気低迷時代と，その後の「景気回復しつつあるといわれる

時代」（庶民感覚とは明らかに異なっていたが），さらには最近のニューヨークの株価暴落に

端を発した「世界恐慌の前兆ともいえる時代」に生きる学生像を的確に表現するキーワード

は見出されていない 。河地和子は学生の意識調査を行い，「学生は真面目になっているが，

自分を押し出す強さがなく，いつも自信を持てないでいる」と指摘している。そして，「首都

圏の学生は，将来を考えて充実した学生生活を送ろうとしていながら，迷いや不安の中で，

前進できずにいる。…例えば，約7割の学生は『自分の生活には目標がある』と回答しながら，

もう一方では6割の学生が『自分は流されて暮らしている』と感じている」という。河村茂雄

らが指摘するように，1990年代半ばに小中学校におけるいじめや学級崩壊が社会問題となり，

子どもだけでの集団形成が成り立たない状況が目立った時代があったが，現在の学生は，ま

さにその時代の児童生徒であることを認識しておく必要がある 。

　授業中の学生たちの行動パターン（教室での座る位置，講義への注目度，私語の頻度，行

儀の悪さ，状況に対する配慮の仕方など）を観察していると，学生は二極化しているように

思える。約3～4割の学生は，欠席することがほとんどなく，熱心にメモをとり，理解しにく

い箇所があると積極的に質問し，さまざまな資料をフルに使って工夫したレポートを毎週提

出し，大学で学ぶことに対する目的意識が明確である。その反面，約2～3割の学生は，授業

に集中せず，机にうつぶせになって居眠りをし，レポートを提出しないことが多く，アルバ

イトのスケジュールを最優先し，目的意識が希薄である。

　ある状況の中で，大人たちには理解しかねる行動に走る学生がいる。ブレーキがきかない

というのか，衝動コントロールがきかないというのか， 些  細 なことをきっかけにして，常識
さ さい

では考えられない行動を生起させてしまう。子どもたちは発達の過程でさまざまな経験をし，

社会的トレーニングを積み重ね，ストレスに対する耐性や他人とのかかわり方を学んできた

はずである。最近の学生に見られる現象として，彼らには奇妙な優しさがあり，人を傷つけ

ないし，自分が傷つけられることに極度に敏感である。ある意味では，他者に対する基本的

な信頼感が乏しく，人とのかかわりに不安を持っているかのようである。この不安の正体は，

おそらく本人にも判らない漠然とした「根源的不安」であり，前述した乳幼児期における親

子関係に起因するものと推測され，被害者意識に発展しやすい。その結果，些細な刺激・注

意・ 叱  責 ・批判などに鋭く反応し，限度を越えた激しい行動に走ってしまい，解離現象のよ
しっ せき

うに 呆  然 と立ちつくすのである。
ぼう ぜん
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　学生たちには特有な下位文化があり，特定の仲間との限定された世界の中で，自己中心的

な価値観によって行動するのは当然のことかもしれない。短い言葉で一方的に述べ，それが

相手にどのように受け止められているのかについては 無  頓 
む とん

 着 なのである。しかし，社会に出
じゃく

ると，「空気を読み」，状況に応じた行動をとることが要請されることになる。新入社員や若

い人たちの社会的常識を欠く言動に，先輩諸氏が辟易している話しはよく聞くことである。

　ところで，最近，各大学で広汎性発達障害（自閉症・アスペルガー症候群など）が疑われ

る学生が増加しており，特別なカリキュラムを用意する必要があるとさえいわれはじめてい

る。とくにアスペルガー症候群の学生は，教師や保護者などに彼らの「生き方の困難性」が

理解されず，悩み続けている例が多い。前述した最近の若者の心理社会的特性とばかりいえ

ない新たな状況が見られはじめてきた。

 

　発達障害については次号で詳しく述べるが，精神医学の体系的診断分類の中で「発達障害」

が明確な形で取り上げられたのは，1980年に公刊されたアメリカ精神医学会の診断マユアル・

第3版（ＤＳＭ_Ⅲ）が初めてである。ＤＳＭ_Ⅲでは，知的障害として精神遅滞を，発達障害と

して広汎性発達障害と特異的発達障害を取り上げたが，特異的発達障害は第Ⅱ軸に位置づけ

られた。そして多動を伴う注意欠陥障害（ＡＤＤ）は，行動障害としてまとめられた。

　1987年に改訂されたＤＳＭ_Ⅲ_Ｒでは，「発達障害」という新しい項目が設けられて第Ⅱ軸

にまとめられ，下位分類についての具体的な記載がなされた。すなわち，発達障害の基本的

病像を，認知・言語・運動または社会的技能の獲得に大きな障害があるものとし，精神遅滞

は全般的な遅れ（ｇｅｎｅｒａｌ ｄｅｌａｙ）を，特異的発達障害は特定の技能領域の獲得の遅れまた

は失敗（ｄｉｓａｂｉｌｉｔｙ）を，そして広汎性発達障害（主として自閉症）は広汎な領域における発

達の質的な 歪 み（ｄｉｓｔｏｒｔｉｏｎ）を特徴としていると記載した。発達障害の経過は，慢性的で，
ゆが

障害のいくつかの徴候が（寛解ないし増悪の時期のないまま）固定した形で成人期まで持続

しやすいが，多くの軽症例では適応や完全な回復が見られることもあるとされた。ＤＳＭ_Ⅳ

（1994年）およびＤＳＭ_Ⅳ_ＴＲ（2000年）では，学習障害，運動能力障害，コミュニケーシ

ョン障害，広汎性発達障害が第Ⅰ軸（臨床疾患）にまとめられ，精神遅滞はパーソナリテイ

障害と共に第Ⅱ軸にコードされている。

　一方，1992年に公刊されたＷＨＯの診断基準であるＩＣＤ_10では，精神遅滞は精神の発達停

止あるいは発達不全の状態であり，発達期に明らかになる全体的な知的水準に寄与する能力，

例えば，認知・言語・運動および社会的能力の障害によって特徴づけられ，あらゆる精神障

害が生じ得るとした。その上で，精神遅滞の顕在化には社会的および文化的な影響が明らか

に関与していることから「精神遅滞」と「心理的発達の障害」を並列して位置づけた（表）。

発達障害とはどんな障害か
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そして，心理的発達の障害に共通するものとして，①　発症は乳幼児期あるいは小児期である

②　中枢神経系の生物学的成熟に深く関係した機能発達の障害あるいは遅滞である　③　精神

障害の多くを特徴づけている寛解や再発が見られない安定した経過である の3項目があげら

れた。

　最近，Ｗｉｎｇ, Ｌ.が提唱した自閉症スペクトラムまたは自閉症スペクトラム障害という言葉

がよく使われているが，自閉症からアスペルガー症候群までを含めた幅広い連続帯としての

意味で用いられており，広汎性発達障害の下位項目が並列的に記載されたのとは異なる発想

である。高機能自閉症とアスペルガー症候群の差異および類似点についての検討は，未だに

論議が続けられている。

 

　子どもと親との関係は，船と母港の関係によくたとえられる。船は母港に入って，食糧や

燃料を積み，外海へと出航して行く。外海にこぎ出し荒波にもまれながら，目的を達成し，

再び母港にもどって船は修繕されたり，食糧と燃料を補給される。もし母港がなければ，船

ボーダーライン・チャイルドー母港をもたない船ー

F70～F79　精神遅滞
F70　軽度精神遅滞
F71　中等度精神遅滞
F72　重度精神遅滞
F73　最重度精神遅滞

F80～F89　心理的発達の障害
F80　会話および言語の特異的発達障害

F80.0　特異的会話構音障害
F80.1　表出性言語障害
F80.2　受容性言語障害
F80.3　てんかんに伴う獲得性［後天性］失語［症］
　　　（Landau-Kleffner症候群）
F80.8　他の会話および言語の発達障害
F80.9　会話および言語の発達障害，特定不能のもの

F81　学習［学習能力］の特異的発達障害
F81.0　特異的読字障害
F81.1　特異的綴字［書字］障害
F81.2　特異的算数能力障害［算数能力の特異的障害］
F81.3　学力［学習能力］の混合性障害
F81.8　他の学力［学習能力］の発達障害
F81.9　学力［学習能力］の発達障害，特定不能のもの

F82　運動機能の特異的発達障害
F83　混合性特異的発達障害
F84　広汎性発達障害

F84.0　小児自閉症［自閉症］
F84.1　非定型自閉症
F84.2　レット症候群
F84.3　他の小児期崩壊性障害
F84.4　精神遅滞および常同運動に関連した過動性障害
F84.5　アスペルガー症候群
F84.8　他の広汎性発達障害
F84.9　広汎性発達障害，特定不能のもの

F88　他の心理的発達の障害
F89　特定不能の心理的発達の障害

表　ICD-10の「精神遅滞」と「心理的発達の障害」の分類
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は荒海に出て行くことはできないし，出てもすぐにトラブルに見舞われることになる。いま，

母港を持たない船，「ボーダーライン・チャイルド」が注目され始めている。

　ボーダーライン・チャイルドという言葉の定義は，未だコンセンサスが得られていない。

精神遅滞と健常な子どもの境界領域の子どもをボーダーライン・チャイルドと呼んだ時代も

ある。また，精神障害の子どもとそうでない子どもの境界領域の子どもをそう呼ぶこともあ

る。最近は，乳幼児期のごく早い段階における親の誤った養育態度―虐待・拒否・ネグレク

トなど―のために，安定した親子関係を経験することができなかった子どもが，性格形成の

過程で歪みを生じさせた状態と考えられている。次のような特徴的な症状を現すものである。

　①　自我機能が変動しやすく，神経症レベルから精神病レベルまで移りやすい。

　②　不安の処理が下手で，パニックに陥りやすい。

　③　空想と現実のできごとを混同し，パターン化したものに興味をもつ。

　④　未熟な依存的愛着を示すが，対人関係のあり方は不安定である。

　⑤　衝動コントロールが不得手で，リスト・カッティングをくり返す。

　あるときは精神病，あるときはノイローゼにも見える。空想と現実が区別できず，社会的

な常識を欠き，状況を読み取ることができず，ベタベタ甘えるが，対人関係がとても未熟で

下手である。そして些細なことでキレてしまい，想像を絶する暴力に発展することがある。

　このような特徴が成人期になって見られるようになると，境界性パーソナリティ障害と診

断されることがある。子どもの場合は，まだ精神発達の途上にあり，性格が固まっていない

段階なので，パーソナリティという言葉がそぐわないために，ボーダーライン・チャイルド

と呼ぶことが多くなった。

　現代の子どもたちの行動には，ボーダーライン・チャイルドと符号する点が多いことに驚

かされる。インターネットやゲームなどにハマる子どもたちは，パターン化したものに興味

をもち，空想と現実の世界を混同しがちである。本音で人と付き合うことを避ける心の背景

には，根源的な不安があり，安定した人間関係を築くのが苦手なためであろう。さらに，些

細なことでキレやすく，不安や衝動のコントロールが不得手で，周囲に対して非常に用心深

い傾向があるのは，自分の縄張りの中に他人が突然入ってきたことに過敏に反応し， 牙 をむ
きば

くのだが，これは恐怖感や警戒心の裏返しともいえる。

　これまでボーダーライン・チャイルドは，親の「拒否」的養育態度によって生み出される

と考えられてきた。いまもその考えは主流であるが，一方で，違う概念からとらえ直そうと

する動きもある。最近は，パーソナリティ障害は心理社会的要因により，発達障害は生物学

的要因によるものとする２分化論ではなく，どちらの要因も関連し合っていると考える研究

者が多くなってきた。子どもの発達は，生まれつきの生物学的要因だけでなく，親とのかか

わりや，社会・環境の状況が密接に関連して，複雑に絡み合っているのである。
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　いずにしても，子どもの心の問題は，家族・地域社会の有り様に深くかかわるものであり，

従来のように母親のせいばかりにするべきものではないということを，理解することが大切

である。

 

　少子化が急速に進むなかで，不登校・いじめ・校内暴力・学級（学校）崩壊・家庭内暴力・

摂食障害・薬物乱用・援助交際・児童虐待・ひきこもり・自殺などが相次ぎ，子どもの心の

問題や少年事件は多様化・複雑化・低年齢化の傾向にある。この数年間に，次のようなさま

ざまな少年事件が相次いで起きた。

　このような少年事件が起きるたびに，事件の成り立ちや青少年の心理状態についてのさま

ざまな論評がマスコミで取り上げられ，行為障害・解離性障害やさらにはアスペルガー症候

少年事件から見えるもの

①「長崎男児誘拐殺人事件」（2003年7月）：中学１年生の男子が４歳の男の子を立体駐車場のビルから突き

落として殺害した。

②「河内長野市家族殺傷事件」（2003年11月）：18歳の男子大学１年生が家族を包丁で刺し，母親は死亡し，

父親と弟は重傷を負った。本人は，家族を殺して交際中の高校１年女子生徒と一緒に暮らそうと考えたた

めといっている。

③「山口県高校爆破事件」（2005年６月）：高校３年男子生徒が自作の爆弾を教室に投げ込み，58人が重軽傷

を負った。いじめられたことを恨みに思ったという。

④「母親毒殺未遂事件」（2005年10月）：高校１年女子生徒が，母親に毒物を飲ませて殺害しようとした疑い

で逮捕された。

⑤「町田女子高生殺害事件」（2005年11月）：高校１年生の女生徒（15歳）が自宅で刺し殺されていた。同じ

高校に通う16歳の少年が逮捕されたが，「小中学校時代は同級生だったのに，高校になってから急に冷たく

なったのでやった」と供述した。

⑥「秋田小1男児殺害事件」（2006年５月）：小学校１年生の男児が町営団地で行方不明となり，翌日６ｋｍ離

れた川沿いの草むらで遺体が発見された。４月に水死体で発見され，当初事故死として扱われた９歳の女

児の母親が容疑者として逮捕された。

⑦「奈良家族３人放火殺人事件」（2006年６月）：高校１年男子生徒が自宅1回の台所などにサラダ油をまい

て火をつけ，２階で寝ていた母親，７歳の弟，５歳の妹の３人を一酸化炭素中毒死させた。幼少期から父

親の暴力を交えた厳しいしつけを受けていたが，６月初旬の中間テストで英語の成績が悪かったことを隠

すためについた嘘が，父親にばれることを恐れたためであるという。

⑧「会津若松頭部切断母親殺害事件」（2007年５月）：高校３年生の男子生徒が，切断した母親の頭部をバッ

クに入れて持参し，「母親を殺害した」といって警察に自首してきた。「殺すのは誰でもよかった」と供述

し，母親の右腕を切断し，白い塗料を塗った上で，植木鉢にさしていた。

⑨「岡山駅突き落とし殺害事件」（2008年３月）：18歳の少年が，ＪＲ岡山駅のホームから，突然，男性を突

き落として殺害した。進学希望を持ちながら経済的理由で断念して家出をし，「誰かを刺してやろう」と思

っていたという。
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群などの診断分類名が新聞紙上をにぎわす。時には，公開されている情報が非常に少ないに

もかかわらず，一部の精神科医や犯罪心理学者が盛んにマスメディアに登場して独断的な見

解を 饒 
じょう

 舌 に語っている。
ぜつ

　マスコミの報道から少年事件の背景を垣間見ると，臨床例と比較していくつかの特徴が浮

かび上がってくる。

①　その子どもの育ち方や住んでいる地域，さらには学校での生活状況からは，犯罪に至る必

然性や文脈が見えてこない。②　酒鬼薔薇聖斗事件のように，子どもが書く難解な文章とかけ

離れた唐突で劇画的な行動の様相は，ある種のアンバランスさを感じさせる。経験不足で未

熟な心のあり様を，ゲーム・ビデオ・劇画などから得た刺激的で難解な言葉によって覆い隠

しているように見える。③　彼らの犯罪行為は大人には到底理解しがたいものであるが，彼ら

の文化（異文化とさえ思える）から見ると，当然の行為と考えることもできる。すべてでは

ないが，多くの同年代の子どもたちは，「判る気がする」といい，ある種の憧れさえ持ってい

る。④　子どもたちは常に根源的な不安を抱いており，このためにまわりの世界にひどく敏感

で，一見優しそうに見えるが，外傷体験（彼らのイメージの中での）を持ち，妄想的ともい

える被害者的意識を抱いているように見える。

 

　これまで述べてきたさまざまな子どもに，われわれ大人はどのようにかかわることができ

るのであろうか。テレビや雑誌などでは，引きこもりや不登校の子どもたちには「こうすべ

きだ」というさまざまな子育て論が 氾  濫 し，大人は戸惑っている。しかし，それらに惑わさ
はん らん

れる前に，子どもに接する大人は，次の「３種類の子ども」を意識することが大切である。

　私たちの心の中には，目の前にいる「現実の子ども」と，このように育ってもらいたいと

いう「理想の子ども」，自分自身の心の奥底に秘められている子ども時代の思い出，すなわち

「イメージの中の子ども」という３種類の子どもが存在している。多くの親は，「現実の子ど

も」を見て「理想の子ども」と比較し，しばしば「現実の子ども」を苦しめてしまう。だが，

そこに自分が子どもであった時の「イメージの中の子ども」を登場させ，３種類の子どもの

間を行き来してみると「現実の子ども」に対する見方が変わってくるものである。

　私は週１回，精神科の思春期病棟を回診しているが，回診を終えて病棟を出ようとすると，

いつも数人の思春期の子どもたちからちょっかいを出される。「教授，昨日，バイアグラ飲ん

だか」などと私を挑発するようなことを言い，肩をぶつけ合うようにしてきっかけをつくり，

私に挑みかかってくる。

　私は大学医学部の６年間，剣道に打ち込んでいたので，体力には自信があり，還暦を過ぎ

るまでは挑戦を受けて立っていた。これまでは全戦全勝であった。だが冷静に考えてみると，

現代に生きる子どもたちと，どうかかわることができるのか
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私が若い彼らに勝てるはずはない。なぜ勝てたのかというと，彼らは手加減していたのであ

る。私は彼らと取っ組み合いをしながら，子どもの頃に父親と取っ組み合いをした日のこと

を思い出した。はじめて父親に勝ったとき，父親に勝ったという喜びと，父親に申し訳ない

ことをしたという気持ちが入り交じり，そのときの不思議な感情が，何十年ものの時を超え

て蘇ってくる。私にストリート・ファイティングを仕掛けてきた子どもたちも，私と取っ組

み合いをしながら，このような気持ちになっているのかもしれないと思う。父親と同年代か

またはかなり年上の私を負かしてしまっては申し訳ないという気持ちがどこかにあり，つい

手加減をしてしまうのであろう。それが私にとってはチャンスで，わずかな 隙 を狙って，逆
すき

関節をとって押さえつける。押さえつけられた子どもは，「教授，強ぇなぁ」と言って，うれ

しそうにしている。まるで，父親との取っ組み合いをして来なかった子どもたちが，私との

取っ組み合いの中で，父親とのかかわりを再現しているかのように感じられる。

　子どもたちと接していると，子どものもつ大きなエネルギーに触発されて，子ども時代の

自分の思い出がとめどなくわき出してくることがある。ときには，自分が子どもの頃に抱い

ていた葛藤と，目の前にいる子どもの問題がぶつかり合い，心を揺り動かされることもある。

しかし，その心の動きが子育てには大切なのでる。「子育ては自分育て」とよくいわれる。そ

れは子育てにおいて，自分自身の子ども時代を生き直し，自分自身を育て直すという心理的

な作業が必要なのだということである。

 

　私は子どもたちに接するとき，「子どもは大人を 騙 してもいいが，大人は子どもを騙して
だま

はいけない」という信念をもっている。結果的に「子どもに騙された」という事態になるこ

ともあるが，子どもは最初から大人を騙そうとしているのではない。

　東海大学医学部を定年退職後，私は付属中学校・高等学校の校長を勤めた。これまで児童

精神医学の臨床に専念してきた私にとって，学校長という仕事はある意味での総決算でもあ

った。確かに苦労もあったが，私にとってはかけがいのない楽しい日々であった。中学校に，生

活態度が極めて悪く，友人との間でトラブルが絶えないために，高校への進学が危ぶまれて

いる男子生徒がいた。ある日，校長室で面接することにした。その男子生徒は激しい口調で

学校批判をはじめた。入学してからどんな目に遭ってきたのかを並べ立て，特定の教師を批

判し，学校教育のすべてに抗議した。

　私はそれをじっと聞いていたが，最後に「君の言うことはわかりました。君が学校に不満

があるのもよくわかった。だからといって君がそういう行動をとるということについて，君

自身はどう思いますか」と尋ねた。すると，生徒はうつむいたまま肩をふるわせて，ボロボ

ロと涙を流し，泣きだしてしまった。大人びた理屈で学校批判をしていた先程の顔とはまっ

騙されてもいい，子どもの復元力を信じよう
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たく異なる，幼い子どものような顔つきに変わっ

た。「君はこの高校へ進学することについて，ど

う考えているのだろうか。今後，生活態度を改め

て，本当に進学したいというのならば，先生も考

えてみよう」と尋ね，生徒の悩みと本意を詳しく

訊いてみた結果，私には問題行動の背景にある彼

の心情を理解することができた。私は進学判定会

議で，「もし彼が高校に進学して再び重大な問題

を起こした場合は，私が全責任をとって校長を辞

職します」と言い，その生徒を進学させたいと思

う理由を説明し，進学させることを強く要請した。

最初は反対していた多くの教師も納得してくれたが，「校長は甘い，生徒はよく泣き落としの

手を使うのです。騙されているのですよ」と言った教師もいた。

　私は騙されたのかもしれない。しかし，子どもたちには，「復元力」がある。朝の登校時に

校門に立ち，登校してくる生徒に挨拶をしていると，その生徒が私に近寄ってきて，「校長先

生，ちゃんとやっていますから心配しないで下さい」と笑顔で話しかけて来るようになった。

養護施設で，親からも社会からも見捨てられたと思っている子どもたちは，いろいろな悪さ

を重ね，これでもか，これでもか，と大人の前に突き出してくる。それは，「本当に自分を最

後まで信じてくれるのか」という周囲の大人たちへのプロテストなのである。何度もプロテ

ストを試しながら，それでも自分を認めてくれるのだとわかったとき，子どもは大きく成長

して行く。子どもには，ヨットのように転覆しそうになると元に戻ろうとする復元力がある。

何があっても，自分を支えてくれる人がいれば，困難を乗り越えていける可能性がある。親

や周囲の大人たちは，それを信じることが大切なのである。

　そして今こそ，私たち大人自身が自分の人生の軸をしっかりと見据えなければならない。

フランクルは，アウシュビッツ収容所での体験をもとに人間の心理を考察し，『夜と霧』を著

した。収容所という極限の環境に置かれたとき，親衛隊員に取り入り，親衛隊員よりもひど

いやり方で収容者を搾取したり，生きることをあきらめ無気力な状態に陥る人たちが多い中

で，どんな逆境にあっても精神的に健康であり続ける人々がいることをみて，「人生いかに生

きるべきか」と問い続けた。

　社会情勢や経済状態などが 混  沌 とした現代社会において，私たち大人がまず「いかに生き
こん とん

るべきか」「何を生きがいとすべきか」を，真剣に考えてみる必要があると思う。

子どもの「復元力」を信じる
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