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Ⅰ．はじめに――統計にみる日本の現状

統計に見る、青年たちをとりまく日本社会の情況

・不登校児童生徒数（年度間に連続又は断続して 30日以上欠席．病気や経済的理由等を除く） [文科省]

平成 25年度 小学校 24,175人（0.36%） 中学校 95,181人（2.69%）
高等学校不登校者数 55,657人（1.67%） 中途退学者数 59,742人（1.70%） 原級留置者数 17,914人（0.54%）

平成 24年度 小学校 21,243人（0.31%） 中学校 91,446人（2.56%）
高等学校不登校者数 57,664人（1.72%） 中途退学者数 51,781人（1.50%） 原級留置者数 12,469人（0.44%）

・いじめ認知件数（文科省定義「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、

精神的な苦痛を感じているもの」．起こった場所は学校の内外を問わない） [文科省]

平成 25年度 全体 185,860件（小学校 118,805件 中学校 55,548件 高等学校 11,039件 特別支援学校 768件）
平成 24年度 全体 198,109件（小学校 117,384件 中学校 63,634件 高等学校 16,274件 特別支援学校 817件）
平成 23年度 全体 70,231件（小学校 33,124件 中学校 30,749件 高等学校 6,020件 特別支援学校 338件）

・児童生徒自殺者数 平成 25年度 240人 平成 24年度 195人 平成 23年度 202人 平成 22年度 156人 [文科省]

・ひきこもり者数の推計 ふだんは家にいるが、近所のコンビニなどには出かける 15.3万人 広義の

（平成 22年 2月） 自室からは出るが、家からは出ない 3.5万人 ひきこもり状

自室からほとんど出ない 4.7万人 態にある者

ふだんは家にいるが、自分の趣味に関する用事のときだけ外出する 46.0万人 69.6万人
ひきこもり傾向のある者 155 万人 [内閣府]

・全国ひきこもり KHJ親の会の推計（中高生不登校＋ひきこもり） 1,636,000人
・朝日新聞によるひきこもり者数の推計（平成 23年） 360万人
・ニート NEET（Not in Education, Employment or Training） 60万人（平成 25年．15～ 34歳．同年代の 2.2%）

63万人（平成 24年．15～ 34歳．同年代の 2.3%） [内閣府]

・フリーター（パート、アルバイト及びその希望者） 182万人（平成 25年．25～ 34歳．同年代の 6.8%）
180万人（平成 24年．25～ 34歳．同年代の 6.6%） [内閣府]

・正規雇用者数 3,294万人（平成 25年） [総務省]

・非正規雇用者数（フリーターを含む） 1,906万人（平成 25年） 1,813万人（平成 24年）
非正規雇用者の割合 パート 928万人(48.7%) アルバイト 392万人(20.6%) 派遣社員 116万人(6.10%)
【平成 25年】 契約職員・嘱託 388万人(20.4%) その他 82万人(4.3%)
【平成 24年】 パート 888万人(49.0%) アルバイト 353万人(19.5%) 派遣社員 90万人(5.0%)

契約職員・嘱託 354万人(19.5%) その他 128万人(7.1%) [総務省]

・正規雇用者平均年収 468万円 非正規雇用者平均年収 168万円（平成 24年） [国税庁]

・ワーキングプア 年収 200万円未満合計 1,425万人（非正規の 74.8%．平成 25年）
（年収 100万円未満 752万人、年収 100~199万円 673万人) [総務省]

・完全失業者 265万人（平成 25年） [総務省]

・生活保護水準以下で暮らす家庭は日本全世帯の 1/10、400万世帯以上。
生活保護世帯、人数（平成 26年 6月） 1,604,414世帯（2,158,840人／保護率 1.70%（100人あたり 1.7人）） [厚労省]

・自殺統計（警察庁）

①過去 5年間の推移
・2009年 …… 32,485人 ・2010年 …… 31,334人 ・2011年 …… 30,370人
・2012年 …… 27,589人 ・2013年 …… 27,283人（男性 18,787人（68.9%）、 女性 8,496（31.1%））

②自殺の動機（2013年、平成 25年）
・健康問題 13,680人（50％） ・経済、生活問題 4,636人（17％） ・家庭問題 3,930人（14％）
・勤務問題 2,323人（ 9％） ・男女問題 912人（ 3％） ・学校問題 375人（ 1％）
・その他 1,462人（ 5％） 【警察庁注】遺書等の自殺を裏付ける資料により明らかに推定できる原因・動機を自殺者一人

につき３つまで計上可能としたため、原因・動機特定者の原因・動機別の和と原因・動機特定者数とは一致しない。

③年代別自殺者（2013年、平成 25年）
・60歳以上 11,034人（60～ 69歳 4,716人（17%） 70～ 79歳 3,785人（14%） 80歳～ 2,533人（9%））
・50～ 59歳 4,484人（16%） ・40～ 49歳 4,589人（17%） ・30～ 39歳 3,705人（14%）
・20～ 29歳 2,801人（10%） ・ 0～ 19歳 547人（ 2%） ・不詳 123人（0.5%） ［警察庁］
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Ⅱ．ひきこもり理解の視点

えっ！ 俺ってひきこもりか？ 自分は「在宅生活者」だと思っていた。「自宅警備員」といった者もいる。

ひきこもりはだいたい親孝行ですよ。親を謙虚にさせます。でしゃばらなくなります。だから、ひきこもりではなく「専業子供」。洗濯や風呂

掃除などしていたら「兼業子供」くらいの働きはしている（勝山実）。

・以前、1989年「連続幼少誘拐殺人事件」（埼玉）で宮崎勤が逮捕された。当時、犯人の生活様態から“オタク”という言葉が流行した。

・1999年 12月には、京都日野小児童（小 2）殺人事件が起った。

・その後 2000年 1月「新潟少女監禁事件」（9年 2ヶ月監禁）が発覚、また 2000年 5月には「佐賀西鉄バスジャック事件」が勃発した。

そのいずれも逮捕された犯人が、ひきこもり状態の青年であったということから「青年期におけるひきこもり」がにわかに社会問題化した。

・そこで、精神保健研究所の伊藤順一郎を主任とする厚生科学研究『10代 20代を中心とした「社会的ひきこもり」をめぐる地域精神保健

活動のガイドライン（暫定版）』が直ちに作成されることとなる（2001年。3年後、加筆、報告書としてまとめられる）。

・「ひきこもり」現象は昔からあった。「ひきこもり」は人間のとる行動様式のひとつ、行動現象（ひとつの状況への適応行動）である。

・精神疾患において、例えば妄想等の病状内容により「ひきこもる」という状態を見ることがあるが、それは精神疾患に罹患した者が「ひ

きこもる」ということではなく、そこに生起する思考内容に基づく行動形態である。

・人間は病気であるないにかかわらず、心理的事情・背景により「こもる」という行動様式をとる。

１．ひきこもり研究

・1961年、アメリカのWalters,P.A.は学生の間に起こっている student apathyについて報告。
・1978年、笠原嘉は日本における student apathyを「退却神経症」として概念化する。青年期の無気力――ひきこもり状態を、
不安神経症、強迫神経症、抑うつ神経症、ヒステリーと同様、神経症圏の病像として捉えた。

・1978年、小此木啓吾は Erikson,E.H.のモラトリアム概念により、ひきこもる青年の心理的背景を論じる。
・1980年代、DSM-Ⅳで social phobia（社会恐怖・社会不安障害）、avoidant personality disorder（回避性人格障害）が登場し、
ひきこもりが概念化される。

1980 年代は不登校の急増とともに、ぼちぼち「ひきこもり」が社会的に顕在化してくる。これに前後して 1989 年、稲村博の論文『不登校を

放っておくと、おとなになって“無気力症”になる』という発表がセンセーショナルな社会問題となり、精神神経学会、また掲載雑誌であっ

た日本児童青年精神医学会もこれを批判することとなった。

【精神神経学会に提出した石川憲彦、渡辺位の要望書において問題視した点】

1) 登校拒否症、無気力症といった、病気として医学会が公認をしていない病名を使用することによって、「学校に行か ない」という個人

の社会に対する意思表示を、個人病理化する危険性。

2) 発表される数字をはじめとして、使用されているデータには多くの初歩的な誤りが含まれているにもかかわらず、学会等で発表したと

いう形式をとることで、あたかも客観的に公認されたかのごとき印象を与えるごまかしの危険性。

3) マスコミの報道によって、善意ある教師や居住地域の人々が、登校拒否を早く直さないと無気力症で一生を台無しにしてしまうという

不安をおぼえ、過剰な治療を推進させていく危険性。

4) 社会的な差別や偏見が増加していく危険性。

【日本児童青年精神医学会の批判】

不充分なインフォームドコンセントによる強制入院や、入院後に週間にわたる通信・面会の禁止をはじめ、個室での施錠（監禁）等、その対

応に問題が多かったばかりでなく、「登校拒否症」や「無気力症」といった言葉の定義や概念についても、『換言するなら、登校拒否とそれに

関連した事象を社会病理も含め、多様な要因をもつにもかかわらず、すべて個人――家族病理へと還元していくという危険性を意味する』と

指摘し、『登校拒否児（者）の人権という視点からみた場合、正当な学術的根拠を欠きながらも、なお医学概念を装うことによって、当事者

に対し著しい不利益をもたらすものである』と批判した。そして、『稲村会員の方法は厳密さを欠くものであり、また当事者の内面に配慮し

たものと言えず、徹底して外部からの強制にどこまで適応できたかという結果を基準にしたものである』と結論づけた。

・1996年、田中千穂子は、誰でもひきこもりになる可能性はあるとした。ひきこもりは一次的な避難の場・時間としてあり、
ひきこもりの状態を選択することは誰にでも可能性はあり得るし、間違っていることとは言えないと論述した。

・1997 年、斎藤環はひきこもり状態をシステムとして捉え、個人、家族、社会のすべての領域で何らかの悪循環が生じてひ
きこもりが生起すると解釈し、長期化することによってこれが安定したシステムとして作動すると説明した。

・1999 年、近藤直司は「自己愛の病理」としてひきこもりを捉えた。つまり、現実世界との摩擦から自己愛的、万能的な内
的世界を保護するために対人関係からひきこもると説明した。

・2001 年、花岡陽子、近藤卓はひきこもりについて、欧米においては幼少期の孤立の表現として用いられる場合が多いと報
告している。（あるいは、幼少期のひきこもりはうつ病を予測するものであるとして考えられたり、攻撃性を伴うひきこも
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りは精神分裂病（統合失調症）の発症を予測させるものではないかと論じられたりしているが、いずれにしても欧米での視

点は疾病との関連で論じられているようである。）日本における「社会的ひきこもり」の一般的な定義からすると、ひきこ

もりに対する認識の違い、あるいは発生の仕方そのものの違いは、文化差や社会状況の差などあらゆる要素が含まれている

結果であると考えられると解説した。

２．ひきこもりの定義

・黒川昭登 ：閉じこもりとは、18 歳以上で、身体に病気などの理由がなく、親の家に同居し、日中、通学や通勤、あるい
（1996） は友だち付合いなど社会生活ができない状態で、経済的には親に依存して生活している人。

・近藤直司 ：①社会・経済的活動を回避した生活が 1年以上に及んでいる。②精神分裂病（統合失調症）を背景としていな
（1997） い。

・富田富士也：ひきこもりとは人間関係を取り結ぶことに悩み、学校、社会、知人、そして親からさえも逃避し、人間関係を

（2000） 拒絶すること。

・塩倉 裕 ：対人関係と社会的活動からの撤退が本人の意図を超えて長期間続いている状態。家族とのみ対人関係を保持し

（2000） ている場合を含む。

・精神保健研究所：様々な要因の結果として社会的参加（義務教育を含む就学，非常勤職を含む就労，家庭外での交遊など）

（2007） を回避し，原則的には 6ヵ月以上にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態（他者と交わらない形での外
出をしていてもよい）を指す現象概念である。なお，ひきこもりは原則として統合失調症の陽性あるいは陰性

症状に基づくひきこもり状態とは一線を画した非精神病性の現象とするが，実際には確定診断がなされる前の

統合失調症が含まれている可能性は低くないことに留意すべきである。

・齋藤 環 ：思春期・青年期に起きる問題で、6 ヶ月以上自宅にひきこもって社会参加をしない状態が続き、ほかの精神障
害がその第一の原因とは考えにくいもの。

・厚生労働省：自宅にひきこもって学校や会社に行かず、家族以外との親密な対人関係がない状態が 6ヶ月以上続いており統
合失調症(精神分裂病)やうつ病などの精神障害が第一の原因とは考えにくいもの。

３．生活様態について

・自室にこもる、家内にこもる、家族と顔をあわせない者も多い。夜中にコンビニ、本屋など限定的に外出するということも

ある。家族と一緒に食事をとるという者もあるが、多くは食事は家族が自室まで運ぶ。家族が寝て以降に入浴、食事など行

動をとる場合もある。全く入浴しない者もいる。3年間敷きっぱなしの布団で寝起きし、畳が腐っていたという事例もある。
完全閉居の者は小便を空き瓶にする。部屋（家）では早朝から新聞を待って、くまなく読むという者もある。多くは、テレ

ビゲーム、インターネット他自分の興味に応じて生活しており、無為にしているという者に出会うことは希。中には音楽を

友にしている者もある。

４．臨床像――症状化について

・斎藤環は、非精神病性のひきこもりにおいても精神病性のひきこもりのような症状、例えば被害妄想、強迫症状、対人恐怖

症状など存在するが、これは二次的な症状として表れたものであると解釈している。

・福田真也は、ほとんどの事例で、頭痛、めまい、耳鳴りなどの不定愁訴、アトピー性皮膚炎、気管支喘息などの合併、不安、

焦燥感、緊張感が見られ、抑うつ感、自己不全感、自己卑下、劣等感、自信のなさも目立つと報告。一方、うつ病のような

周期性、日内変動は乏しいこと、及び希死念慮をもつひきこもりの多いことに注意を促している（2000年）。
・斎藤環の調査：家族に話し相手が限られているか、全く会話がない………………… 60％
（1997年） 不眠による睡眠薬の使用…… 68％ 昼夜逆転…………… 81％

家庭内暴力…………………… 50％以上
慢性的な激しい気分変動…… 31％ 軽度抑うつ状態…… 59％
絶望感、希死念慮、罪悪感の経験（軽度のものを含め）…………… 53％
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５．ひきこもりの性格特徴

・稲村博（1983年） ：ストレス耐性の欠如。

・田中千穂子（1996年）：小心で過敏、几帳面で潔癖、欲求水準が高く融通がきかない。
・近藤直司（1997年） ：自己愛的な性格傾向､スキソイド・タイプ､｢一つダメなら全部ダメ」「－か＋か」といった強迫傾向。
・福田真也（1999年） ：自己愛的、罪悪感・自責感が強く、劣等感・不安焦燥感をもつ。自己への要求水準が高い。

＊いずれもひきこもりの実態からかけ離れた理解である感は否めない。そういった性格傾向の者は世の中にザラにいる。僕（筆者）なん

か‘ストレス耐性’などまるでない。

６．ひきこもりのきっかけ

・田中千穂子（1996 年）は、思春期の子どもがひきこもりを始めるときというのは、不登校というあらわれを呈することが
ほとんどである、と報告した。

・斎藤環（1999 年）は、最初に問題が起こるきっかけが不登校であったとするものが 68.7 ％（1983.1.～ 1998.12.の調査）あ
った、と報告。また別に、斎藤はひきこもりについて、以前に不登校を経験したことがあるという者は 90 ％にのぼるとも
言っている（1998年）。

・富田富士也（2000年）は、不登校、高校中退、いじめ、就職拒否をひきこもりのきっかけとして報告している。

ひきこもりはそれまでの経緯の中で、学校社会との関係性において、何らかの問題が生起しているというエピソード

に出会うことが多い。しかも、そういう事態の遭遇において心的外傷を負っている。

７．対応

・斎藤環（1997 年）は、はじめは両親のみが定期的に治療に訪れて、対応や環境の改善を図り、これと並行して本人の通院
も促していき、本人の治療につなげるという方法を紹介、ひきこもり事例では治療者との信頼関係が重要であるとした。

・吉川悟（2000 年）は、家族からの援助要請によって相談が開始される場合が多く、まずは家族の心労に対するサポートが
不可欠であると論じた。

・荒井裕司（2000 年）は、（ひきこもる）その立場や気持ちになって子どもたちを理解してやること、そして今のその子らし
さを認めることが大切と説いた。

・芹沢俊介（2002年）は、身近な家族の肯定的なまなざしが重要であると論じた。
・小田晋（2005 年）は、現代の「ひきこもり」研究者は、社会に対して「ひきこもり少年」への理解を求め、「ひきこもり」
をひたすら美化する傾向があるとし、親は家に居座りつづける子に対しては「そんなことはこの家では許さない」というメ

ッセージを出しつづけなければならないと説いて、30 代を過ぎても「ひきこもり」がつづいた場合、閉鎖病棟への入院を
考えた方が家族にとっても本人にとってもいいことずくめであると主張した。

・高岡健（2011 年）は、（ひきこもりから）一刻も早く出たいという気持ちになるぐらいの世の中が成立しているのかどうか
……そういうことを大人の倫理はまず問うていかなければならない、そして（ひきこもることが）これからの人生にどれだ

け役に立つかはかりしれないものがあると説き、親は親として自分の人生を歩めばいいと論じた。ただし、本人との関係に

おいては、家族は信頼関係樹立のためには本人のひきこもり状態をまるごと受容する必要があり、本人がリラックスして過

ごせるようにすることが大切とし、本人と両親とのコミュニケーション（否認、批判は無意味。日常的な「会話」）を活発

化する必要があると主張した。

対応について、定説になっているものはない。そもそも社会現象としてある「ひきこもり」の解決とは何か。外に出

てくれば解決か。であれば、引っ張り出せばそれでよい（乱暴な言い方ですみません）。そういう事態ではないのである。

彼らのこころは解決していない。

Ⅲ．ひきこもるということの心性

１．「こもる」ということ

・「ひきこもり」という現象は何も珍しい現象ではなく、人類が昔からとってきた行動様式のひとつであるに過ぎない。
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・元祖「ひきこもり」は天照大神（あまてらすおおみかみ）である。天照大神は素戔嗚尊（すさのおのみこと）のおさまらぬ

乱暴な振るまいに業を煮やし、天の岩屋に引き籠もってしまった。（困った神々は手をかえ品をかえ天照大神の機嫌を伺う

が、天野岩屋戸は開かれない。結局、天鈿女命（あまのうずめのみこと）が踊りを舞って大神が外へ出てくるという話）。

これは神話の世界であるが、人間がそういう行動をとるということについては太古の昔から承知していたことなのではない

か。この「ひきこもり」の心性は、“腹を立てて周囲をシャットアウトする”というものだった。

・戦国時代、敵に囲まれた武将たちは城に籠もって何とか防ぎ守ろうとした。「籠城」「たてこもり」という。終戦後、しかし

終戦を知らない横井庄一さんはグアム島のジャングルに 27 年間立て籠もった。同じく、小野田寛郎さんはルバング島で 30
年間の立て籠もりをしている。これらは、“危険から身を守るために安全な場所を確保して過ごす”ということだった。

・日本国も、1853年ペリー艦隊が浦賀に来るまで 2世紀にわたって「ひきこもり（鎖国）」をやった。
・鳥が巣に籠もることを「巣ごもる」という。その例えで、椿説弓張月の一節に「父忠重がさきに罪を得てしより、この 3～ 4
年は巣籠もり居て」というところがある。これは、“とても世間に顔向けできない”という心性で、“謹慎する”ということ

を意味する「巣ごもり」である。

・修行僧が山中に隠遁して修行を重ねる「山ごもり」というものがある。“自らに向きあって悟りを開く”という事態。忌中

の間、「こもって」経を読む「籠僧」というものもある。僧侶と「こもり」はとても密接な意味でつながっている世界なの

ではなかろうか

・「冬ごもり」。両生類や爬虫類などの動物が冬の間巣に籠もって動かない現象をいう。摂食行動さえ起こさない。これは一部

の哺乳類にも見られるという。“過酷な環境を避けて、状況の変化を待つ”といったことを身につけているわけである。同

じように「繭ごもり」「さなぎ」という現象もある。幼虫が成虫に変化成長していく過程で欠かせない「こもり」の状態。

成虫に必要な組織へと変わっていかなければおとなにはなれない。言い換えれば、“成長の一過程で、他との接触を避けて

新しい自分自身を形成する”という事態といえる。

・山口県の厚狭地域には『3年寝太郎』という寓話がある。3年半考え抜き、堰を造って農業振興に一役かったという話。
・このように、昔から生き物は生活環境の変化や様々な心模様の中で「こもる」という行動様式をとってきた。人間生活の歴

史を見ても「こもる」という現象はあるものとして認識されているものであった。「こもる」とは、突きつけられている現

実状況に対してどのように生き延びようとするのか、その適応行動のひとつであると捉えることができる。人間はいつも外

に出て動き回るものだと考えていることの方が、そもそもおかしい。人間はあらゆる事情の中で、生き抜くために「こもる」

という形態をとってきたのである。

２．現代青年に見るひきこもり――こころの傷

・経験的に、多くの「ひきこもる」青年は対社会的関係性（特に学校社会との関係性）の中で傷つけられた体験を持ち、かつ

周囲の無理解にさらされてそれが癒されない状況下にあると考えられる。

・長期にわたって繰り返される被害（いじめ、暴力、ハラスメント等々）、あるいは一度でも衝撃的は被害、傷つき体験は深

刻である。

・人間は傷つき心が疲弊してしまっているとき、その生活空間でどう適応していくか――「こもる」ことによって身を守り、

心を回復させるための行動様式をとる。不安を抱え、身動きできないでいるとき、せめて安全な空間に身を置いて自分を守

るために人は「こもる」のである。

・クマは傷つくと巣穴に籠もって動き回らず、癒えるのを待つという。じっとしていることによって癒えていくことを知って

いる。身に起こった事情に対する適応行動に他ならない。癒えればまた動き出す。

・人間の心も同じで、傷つけば癒すことが必要である。じっと‘こもり’、穏やかにして癒す――そして、自分に向かいあい、

自分を発見し……「こもる」という事態の中では、そういったものすごいエネルギーがうごめいている心性があるように思

われる。

・我々は、「こもる」行動に目を奪われてばかりで、「こもる」こころに目を向けていない……。

・3年間ひきこもり、後に自己実現に向けてメディア関係の何かのアシスタントをやっているという青年の述懐。
――彼は、「ひきこもってよくなかったと思うことは、友人がいなくなったこと。ただ、これはこれからの出会いででき

ていくでしょう。また、ひきこもってよかったことは、この社会の価値観に惑わされない自分というものができまし

た……」と言った。

私たちおとなは、自らの不安から「こもる」青年の不安をさらに煽ることをしてきてはいないか。私たちはもっと

現代社会の片隅で自らの生きる意味を失いかけている青年の心性に目を向けなければならない。
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Ⅳ．被害者学から見たひきこもり

“トラウマ”が様々な精神的問題を引き起こすことを明らかにしたのは、『被害者学』の登場が大きい。

１．被害者学【参考資料Ⅰ】について

・犯罪学が犯罪についての学問であるのに対し、被害者学（victimology）は被害についての学問であり、犯罪学は犯罪者と被
害者関係として捉えるが、被害者学は被害者と加害者関係としてこれを捉える。法的に犯罪として成立しなくても、被害を

受けた者があれば加害者が存在するのである。そして、被害の全容を明らかにすることによって（被害の構造、被害者の心

身変調など）、被害者支援への取り組みを構築する。

・人間は対処能力を超えた精神的な打撃（心的外傷 trauma）を放置しておくと、後に「トラウマ反応」と呼ばれる精神的変
調を来すことがある。これは心の正常な反応であるが、被害が大きかったり、その後の対応が充分でなかったり、二次被害

が加わったりすると、こころの傷の「後遺症」として PTSDをはじめ様々な症状化が生起する。

被害者学ではトラウマ反応について、発症前性格と発症との間には関連性がないと捉えている。

２．ひきこもりと不登校の関係、及び心的外傷について

・ひきこもりのきっかけとして（既述）不登校であったり、過去に不登校を経験したことがあるというエピソードをもつ青年

が非常に多い。

・学校という閉鎖された空間で生起する、教師の暴力や生徒間のいじめ【参考資料Ⅱ】などはトラウマとなるに充分であると

考えられる。

・この状況から身を守るためには不登校という行動をとる（大人の場合は、社会から撤退する）。

・多くの者が学校に行っているなか、学校に行かないという行動をとるだけでも大変な決断であるが、しかしそれに伴い「自

分は周囲と違ってしまった」「これからどうなってしまうのか」「生きる資格がない」などと大変な恐怖と不安に苛まれてい

くことになる（社会人の場合も同様な不安を抱える）。

・文部省（現、文部科学省）の設置した『学校不適応対策調査研究協力者会議』は 1992 年、不登校を「その子の属性的問題
に原因があるのではなく、どの子にも起こりうる」と答申した。

・しかし、その対策としてはスクールカウンセラー制度の導入と適応指導教室の設置だった。その方向は、学校社会で何を経

験したのか、どのような理不尽な目に遭ったのかというようなことは不問に付され、あくまで登校を視野に入れた取り組み

であるに過ぎない。

・これまでのことは、「もう済んだこと」「忘れて先のことを考えよう」「いつまでもクヨクヨしていないで」等々、対応しが

ちだが、被害にあった者にとっては「（心的外傷体験は）昨日のようによみがえる」と述懐する。済んだことではすまされ

ないのである。こころは癒されない。

・それどころか、当人たちがいくら理不尽な目に遭ったことを告白しても、性格の脆弱性や生きる力の不足などと言われて切

り捨てられ（二次受傷）、さらに傷つけられていっているというのが現状であるなか、彼らは信頼する者に出会わない限り

決して真意を語らなくなってしまった。

・こういった事態は、不登校――ひきこもり問題をさらに深刻にしている要因である。

ひきこもりについて、例えば不登校によって学校に背を向ける、あるいは社会から撤退するといったことが問題な

のではない。そういう行動をとることによってどのように扱われたかが問題なのである。

・実際、子どもにおいても大人においても同様な心理機序で否定的な自己像を形成し、人はひきこもるという行動をとる。

３．被害者学とひきこもり

・ひきこもる青年は、何らかの形で学校社会や企業社会など生活環境の中で被害に遭っている。

・被害に遭っているにもかかわらず、それが癒されるどころか、周囲の無理解からさらに二次被害に遭っている。

・こういったトラウマ反応（あるいは後遺症）として、状態像としては生理的エネルギーを低下させるとともに情緒的混乱を

惹起させて感情のコントロールを失ったり、あるいは睡眠障害に陥ったり精神的不調が非特異的に生起する。そして心的に

疲弊しひきこもるという生活様態をとるようになると理解できる。
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・上記、合併して生起する精神的な症状は、トラウマ反応としての状態像と共通している。

――症状化に伴い、服薬治療を受ける者もある。ただ、薬物は根本的な問題を消失させるものではない。ちょうど熱冷ま

しのようなもので、熱を下げることにおいて楽になることはあるが、発熱の原因となるものに効果をあげているもの

ではないのと同じである。精神的にイライラしたり、不安が高かったり、うつ状態がひどくなっているとき、服薬に

よって多少ともその状態を軽減することは可能となることもあるので、薬はうまく利用することである。

・ただ、症状というもの、全存在をかけた意味がある。いまを懸命に生きている存在理由として……。

・従って、症状というもの（経験的には）“治そうと思っても治らない”、しかし“治そうと思わなくても治る”のである。

・大切なことは、失わされた本来の自己をとり戻すこと――否定的自己評価からの回復。

――傷が癒え、再び自己の感性（自分の思いや考え方、物事の捉え方など）が自分のものとなって主体性を回復し、生き

る望みとこれからの生き方が組み立てられていくとき、症状は全く意味を失う。

・また、ひきこもりと併存して、既述したように昼夜逆転、家庭内暴力等、いわゆる問題行動の生起を認めることも多いが、

これはこころの傷（トラウマ）を理解しようとしない周囲との軋轢によって現象化する。こういった行動についても、それ

ぞれ意味をもっている。ひきこもるにはひきこもるだけの心理的意味があるのである。

Ⅴ．ひきこもりの理解を通して――心理的支援について

１．疲弊したこころ――自己否定

・彼らの多くは死と隣りあわせの中で必死に生きている。ある青年は、「シャボン玉がふっとはじけるように、すっと消えて

しまいたい」とか、「朝、また目が醒めてしまうことの恐怖」を語った。

・一次受傷、二次受傷を通して強固な否定的な自己像が形成され、自らをこの社会では通用しない人間であると誤って確信し

てしまう。

・その心性は次のようなものである（青年の述懐から…）。

①自分は周囲の人たちとうまくやっていけない人間である。

②自分はこの社会のなかでとり残されてしまった。

③自分はこの社会で何の役にも立たない人間である。

④自分は親にいつまでも迷惑をかけている存在である。

⑤もう、いまの自分を生きているのが辛い、生きることに終止符を打ちたい。

このような心性に支配されてしまって、先が描けない、将来に希望が見えない、あるいは将来を考える精神的余裕さえ失っ

ている状態となってひきこもる。

・そして、周囲が恐怖に満ちあふれた世界として映る。

・このまま人生を終えてしまうのかという恐怖にさいなまれる。一方、逆にもうここで自分の人生が終わってしまえばどんな

に楽だろうという観念に襲われる。

・ただこうして生きているだけの人生、自分の先が見えてこない、生きている意味がない、などという思考に陥る。

・社会は自分をとり残したまま先へ先へと進んでいるように思い込んでしまう。

・こういった観念にまとわりつかれながらも、何とかその日その日を送っているのがひきこもりの心的様態である。

・総じて、「生きる資格がない」「物の見方、考え方……すべてにわたって自分は周りの人間と違ってしまっている」と錯覚し

ていることが多い。それまで経験してきた人間関係の中で、自分という個性、存在が確信ではなく希薄になってしまってい

るのである。

・しかし、それでも青年たちは自分の人生を無駄にしようなどとは決して思っていない。だから苦しみ、あがくのである。

・従って、我々は青年たちの一見理解しがたい言動に振り回されることもある。しかし、だからといって振り回されないよう

にすることではない。大いに振り回されることこそ大切である。この舞台の主役は彼らであり、そのシナリオの先に自分自

身を見つめていくことになる。

２．自己肯定へ

・――学校に依存しないという生き方があって良い。同様に、社会のシステム、社会の価値観にとらわれない「もうひとつの

生き方」があっていい。社会に迎合することだけが人生ではない。
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・後に、元気を回復した彼らは不登校の本質を「生き方の選択」「進路の変更」であると述懐した。これは大人社会において

も共通する。

・人生、とりかえしのつかぬ事でもやりなおしはいくらでもきく。

・人生はいつからでもスタートできる。人生、平均 80余年をどのように生きてもよい。
・支援者として確認しておきたい重要な経験――青年たちが教えてくれた元気になる（回復への）契機は、「この自分でいい

と思えてから」であった。「この自分も結構素敵じゃないか」「もう一度、生きてみようと思った」と言った者もあった。好

きな自分、嫌な自分、トータルとしての自分を自分らしさとして自分のものにすること――肯定的自己像の形成であり、支

援に関してとても重要な契機であると考えている（Erikson,E.H.のいう「自己同一性」概念にも通ずる）。
・吉本隆明は「自分の中に生じた違和感は大切にすること」であると説いた。それが個性であり、自分であるということの証

である。現代社会が求める価値観の呪縛から解き放たれ、大切にしていかなければならない事態である。

・自分らしさを大切にした生き方を通して見れば、社会のシステムへの不適応は、まさに新しい文化の形成へと向かう息吹の

根源に他ならない。実は、社会のシステムの方が疲弊しているとも捉えられるのである。

３．ひきこもりの支援

支援の根幹――彼はあるがままの彼を尊重してくれる誰かがあることを実感し、彼がどのような方向を選んでも、それを尊重してく

れるもののあることを経験する。

・何度も言ってきたことだが、ひきこもる青年たちはこころを傷つけられる体験から、さらに二次被害に遭っていることが多

く、強固な否定的自己像を形成している。

・まず、何をおいても傷は癒すことから。そのためには安全が保障される場、もうこれ以上傷つくことのない空間が保障され

ること。快適に過ごせることが一番（それでも彼らには不安がつきまとっている）。とにかく癒していくことを中心に。私

たちのあり方がためされ、価値観が問われる。

・次に、強固に形成された否定的な自己像の払拭が必要である。傷ついた本人の性格など属性的問題ではないという認識のも

とに、事態の捉え直しと本人の心性を深く理解していく作業が重要となる。

・大切なこと――例えば、不安、辛さ、苦しさ、情けなさ、等々、こころを傷つけられる体験をすれば人間誰でもそのような

感情に支配されてしまうことは当然であることとして深くわかること。

・人間はすべて自己回復力をもっている。基本的な姿勢は、その過程にしなやかにつきあうこと。

・そして、癒えは気持ちの変化となって現れるが、その変化は意識できず自然であることを経験する。

――ある、ひどい家庭内暴力で荒れていた青年、後におだやかな自分に戻り家庭内暴力はおさまった。どういうきっかけ

があったのか尋ねると、彼は考えて、「……気が変わった」と言った。

――ある、対人関係障害（恐怖）を起こした青年、バスに乗ると激しい動悸に襲われ、冷や汗が流れ、パニックになって

次のバス停に到着する前に降ろしてもらうことになる。後に、癒えて平気でバスに乗っている。どうして平気になっ

たのか尋ねると、「……わかりません。ただ、どうもなくなっただけです」と言った。

――ストレスで万引きが常習化してしまった青年。後に、そういった行為が消失する。何があったのか尋ねてみると、「…

…万引きしたいという気持ち（衝動）がなくなりました」と言った。

――人間、“気というものは変わる”ものなのである。また、“癒える”とは、そういうことなのであろう。

・彼らは特に頑張らなければならないのではない。安全、安心が確保され、否定的な自己像が払拭されていけば癒える。その

ためにも、今ある彼、今ある彼の生き方（ひきこもり）が大切にされなければならない。支援にはそういったアプローチが

重要な視座となる。

・“人間は一生をかけて変化する”生き物である。人間は常に今どこにいて、どこへ向かおうとしているのか、その自分とは

何かを問い続けながら今の生き様を形づくっている。

・こころの平穏を獲得してから、またさらにこれからの自分というものに向きあっていくことになる。この“これから”を描

いていくプロセスを共有していくことがまた大切である。そして、その“これから”は我々おとなの期待に必ずしも添うも

のではなく、その人その人が定め固めていくものでもある。そこに息づく命――生き方は多様である。

・参考まで――教育は、「将来のために今を辛抱すること」と教えた。その幻想に惑わされないこと。「今を楽しむ」「今を生

きる」ということを誰も教えない……この延長線上に将来が描けるというものであるのに！

・こころ豊かな思い出は人生を支える。視野が拡がり、これからの生き様が組み立てられる、そういったエネルギーが充電さ

れていくこと。
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【支援の図式化】

本来の自分を取りもどす契機――安全、安心が確保され、それが充分保

性格の脆弱性や、生きる力の不 障される空間で心を癒す。癒えていくなかで否定的な自己像は払拭され

長期にわたって繰り返される受傷、ある 足など、実証根拠のない暴言に 自分をとり戻す。「自分て結構素敵じゃないか」

いは一度でも衝撃的な受傷体験は確実に よって咎められ、切り捨てられ 社会的自己からの撤退と自己領域の確保（芹沢俊介)

心を壊す。深刻である。 ていく。 Eriksonの自己同一性と役割同一性（Kraus)

この自分でいい

一次受傷 二次受傷 私には生きる ↓ 自分らしさの回復 それぞれの生き様

↓ ↓ 資格がない↓ ひこ 身を守る ↓

傷つけられる体験 →→ 否定的自己像の形成 ⇒⇒ きも 癒やす ⇒⇒ 肯定的自己像 →→ これからの

行動化…不登校 行動化…ひきこもり る 自己と向きあう ↑ 生き方の組み立て

非行など 症状化…神経症状など ↑ 主体としての自己 ↑

生き方の模索 “夢”の具現化など

傷つけられたエピソード…… 「…すごく周りの人に迷惑をかけている存在で、でも周りを悲し 「社会の価値観に惑わ

――昨日のようによみがえる。“も ませるわけにもいかず、ふ～と泡が消えるように消えてしまいた されない自分としての

う済んだこと”では済まされない。 いと思って…私、もとからその場所にいなかった人間として、み 価値観が生まれました」

んなの記憶から消えてしまえたらどんなに楽だろうって……」

・否定的自己像の払拭へのアプローチが重要な視座となる。主体性の回復。

【精神的回復の指標～経験的に】

（きざし）何もしないでいることに退屈を意識できるようになる。

① 自分が生きている主体であることが実感できる。

② 自分のものの見方・捉え方に自信が伴っている。

③ 人からの当を得ない批判・中傷を無視できる。

④ 確信をもって選択的行動ができる。

⑤ これから先の人生を想像することがそれほど苦痛ではない。
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【心性の状態に対応した支援の具体的内容】

ひきこもりの心性 ひきこもりの心性に対する支援の視点

・いじめ、嫌がらせ等々、一方的に心を傷つけられる直 ・いじめ、ハラスメントなどの被害体験と本人の属性的問題との

一 接被害体験。 間には何の関連もないことの徹底、飽くまで被害を受けた側で

次 ・あるいは、そういう目に遭遇している者を目撃して心 あるという認識をもたせること。

受 が傷ついてしまう間接被害体験。 ・心が傷つけば容易に心身の変調をきたすものであが、そういう

傷 目に遭えば誰にでも起こることのある非特異的な反応であると

承知しておくこと。

・理不尽な目に遭って心が傷ついているにもかかわらず、 ・一次被害に対し、さらに周囲の無理解から二次受傷が加わると、

そういう目に遭うのは本人にも何らかの問題があるか 心の傷も深刻化していく。精神的症状化を惹起させることも多

らだとされて、さらに傷つけられる事態。 くあるということを心得て対応を図ること。

二 ・心が傷つけば精神的にも変調をきたすことがあるが、 ・心が傷つけばとにかく休養第一。多くの場合、情緒的混乱に陥

それは当たり前の反応として理解されず、本人の脆弱 って感情のコントロールがきかなくなったり、これまでできて

性と捉えられて逆に叱咤されるなど、問題の核心から いたこともできなくなってしまい、自分はダメになってしまっ

次 目をそらされていく。 たと認識しやすい状態になるが、これも本人の性格など属性的

・このような扱いを受けていると、本人も自らの脆弱性 問題との関連はなく、誰でも非特異的に生起するものであると

として認識していくようになる。 いうことをわかっておくこと。

受 （この時点で、本人に被害者としての自覚・正確な自己認識がで

きると、さらなる深刻化を防ぐことも可能であると考えている）

・二次受傷に際しては、親が荷担していることも結構多い。「あ

傷 なたのことを思えばこそ」という言い訳は通用しない。傷つけ

たという結果こそ重視されるべきで、謝罪することが適切であ

る（ただし、一次的に傷つけた加害者ではないということにつ

いてはそのように認識しておくこと。親が自責し過ぎると事態

はさらに混乱する）。

・一次受傷、二次受傷を通して強固な否定的な自己像が

形成され、自らをこの社会では通用しない人間である

と誤って確信してしまう。

・その心性は次のようなものである。

①自分は周囲の人たちとうまくやっていけない人間で

否 ある。

定 ②自分はこの社会のなかでとり残されてしまった。

的 ③自分はこの社会で何の役にも立たない人間である。

自 ④自分は親にいつまでも迷惑をかけている存在である。

己 ⑤もう、いまの自分を生きているのが辛い、生きるこ ・周囲の恐怖から必死に身を守っていると心得ること。

像 とに終止符を打ちたい。 ・生きていることに意味が見つからず、常に生と死の狭間をさま

の このような心性に支配されてしまって、先が描けない、 よっていると理解すること。

形 将来に希望が見えない、あるいは将来を考える精神的 ・そういう彼らが、いまこうして生きていること自体が肯定され

成 余裕さえ失っている状態となってひきこもる。 ることこそ重要。

と ・そして、周囲が恐怖に満ちあふれた世界として映る。 ・そのなかで、少なくとも何らかの趣味、関心（TV ゲーム、パ
ひ ・このまま人生を終えてしまうのかという恐怖にさいな ソコン……何でもよい）のあることができているとよい。

き まれる。一方、逆にもうここで自分の人生が終わって ・一時でも充実感が伴っていればなおよい。

こ しまえばどんなに楽だろうという観念に襲われる。 ・話材に共通する接点が見つかれば世界を共有できる。理解を深

も ・ただこうして生きているだけの人生、自分の先が見え めるチャンスでもある（もちろん、これを契機にひき出そうと

り てこない、生きている意味がない、などという思考に いう魂胆などみじんもない。彼らの生き様は彼らの自己決定に

陥る。 あると心得ておくこと）。

・社会は自分をとり残したまま先へ先へと進んでいるよ ・ひきこもるにはひきこもるだけの事情があるということが共感

うに思い込んでしまう。 とともに理解されること。

・こういった観念にまとわりつかれながらも、何とかそ ・本人の人生において、その理解者がひとりでも傍にいるという

の日その日を送っている。 ことはとても重要である。
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・彼らが肯定的自己像を形成するためには、まず周囲の者が彼ら

の生活様態すべてにおいて肯定的な理解を進めていくことが必

要である。

・また、否定的自己像払拭に対するアプローチの基礎は次のとお

りである。

自 ①まず、ひきこもるにはひきこもるに値するほどの事情を有し

己 ていることに理解を深めていくこと。

肯 ②具体的には、これまでの様々な否定的自己像形成要因となる

定 ・自分のこれから先の夢や希望を描くことは、この自分 エピソードに対して、一つひとつその事態に関して個人の属

と で自分らしく生きてみようという見通し、意欲の生起 性的問題によるものではなく、飽くまで一次被害・二次被害

こ からはじまる。 に遭うことによって自分を否定的に認識させられてしまった

れ ・いまの自分をこうして生きているという実感（満足感） ものであるという点を粘り強く明らかにしていくこと。

か が伴っていることが意識される。 ・そして、彼らがいまある自分（ひきこもり）自体も肯定的に捉

ら ・自分が好きだ、こうしている自分でよい、こういう自 えることができるようになること、いまの自分を生きていると

の 分も結構素敵であるという自己認知。 いうところに満足がいくらかでも得られるようになること、そ

生 ・低かった自尊心が回復してくる。 ういったアプローチが大切である。

き ・生きていくことに自信が伴うようになる。 ・そのためにも、支援者が彼らの今の生き様に対して確信をもっ

方 ・心が回復すると伴に、様々な夢（荒唐無稽な夢である て肯定できているか否かということが重要な鍵となる。

の こともある）や希望を抱くようになる。 ・人生はいつからでもスタートできること、またどのように生き

組 ・将来への可能性が現実感を伴うようになる。 てもよいと心得ること。

み ・これからどのように生きるか、自分のなかで整理して ・描く夢は、仮にそれが荒唐無稽なものであっても共有して可能

立 いくことができるようになる。 性を膨らますこと。

て ・そして、やがて具体的に何かをやってみようと思うと ・心の回復、これからどのように生きるのか、それも自己決定に

きに、怖じ気づくより具体的にどうすればいいのか考 ゆだねられるものであること。

えるようになる。 ・具体化した将来像において、それを実現するときに必要となる

・その将来像は、必ずしも我々周囲の者が期待するもの 援助機関があれば利用することも視野に入れた対応を具体的に

ではない。 呈示していくこと。

・「もうこの社会では働かない！」と宣言した強者もいる ・多様な生き方があることも承知しておかなければならない。個

……。 別性の尊重。

支 援 に お け る 基 本 的 な 視 座

こころに傷を受けた人に一番必要なものは、安定した関係の維持である。非常に傷つきやすくなっている人たちと安定した関係を築

くのは、それだけでも大変なことである（小西聖子）。

ひ き こ も り か ら の メ ッ セ ー ジ

ひきこもりは何を訴えているのか。

ひきこもりはこの社会に何を問うているのか。

――私たちは、ひきこもりから私たちの社会そのもののあり様が問いかけられている。

――私たちは、ひきこもりから何を学ぶか。

――しして、私たちは“いのち”というものにどう向きあっているのか。
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Ⅵ．補遺――経験から教えられたこと（本人や親御さんの述懐から）

――決してノウハウで考えてはならない。深い理解と洞察が求められる事態として捉えること――

あきらめきれない夢を、あきらめてきた大人たちが、努力をすれば何でもできるとほざいている。いい加減目をさませよ！

１．当事者の発言から学ぶ

1) 自己肯定への視点を大切に――傷ついたこころ、先の描けない不安に覆われている心性をわかること。
「過去のことを思い出しては苦しくなることが多い。この先どうしていいのかわからない」

「周囲の普通の人間と違ってしまっている。この社会でやっていけない、生きる価値のない人間」

「自分には‘核’になるものがない。だから、社会で直面するあらゆる事態に対処ができずぶれる」

「社会のとり残されてしまった。存在を消したい。生きる資格がない」

「“ありのままのあなたが大切”と言われたことで自分というものに向きあえた」

「この自分も結構ステキじゃないかと思えるようになった！」

2) 家庭はこころを癒やす場でることが基本――外へ出なければ家にいるのがあたりまえ。家族。
「当事者は大変……、イライラしてしまう。だから親も大変だと思う」

「家は安心できる場所であって欲しい」

「親は必要以上に干渉して欲しくない」

「何でも一緒に考えていこうという姿勢、一緒に悩みを共感できる状態でいて欲しい」

「ひきこもっている間、そっとしていてくれてありがとう」

3) 胸の内――いまそうしている彼でよいと心得る。
．．．．．．

「テレビゲーム三昧でも疲れる。不安がよぎる」

「笑っていても、本当におもしろいのかわからなくなることがある」

「朝はみんな生き生き見える。自分はみんなからとり残されている……。強烈な不安が襲う。逃れるには寝るしかない。夜

は静かで自分をとり戻せる。楽になれる……でも不安」

「24時間をどのように使うかも大変」

4) 彼には彼としての生き方があり、親は親としての人生がある。
「自分がいるだけで親に迷惑をかけている」

「親が入り込みすぎると‘うつ’になる。親は親として毅然と、ときには自分から離れて親は別の人生を――」

「親まで自分が縛っていると思うと苦しくなることがある」

「親は自分の人生を楽しんでくれたらいい」

5) 荒れ苦しむ心性に目を向けたい。
「やり場のない思い……親にぶっつけてしまう。後で、そうしている自分が情けなくなる」

「暴力的になった後、いつも後悔する。申し訳ないことをしたと自責する」

「またやってしまった。荒れる自分、コントロールできない自分がいて、どうかなってしまった自分に苦しい」

6) ひきこもり、模索していることを大事に。
「怠けているのではない。苦しんでいる。人格がおかしくなったのでもない。どうしていいかわからない」

「自分に将来はあるのか不安になる」

「自然とやってくる回復を待つ。変わろうとするタイミングがある」

「この先、どのように生きてもいいんだなと思った」

「一時期、現実不可能な夢に浸っていたこともある」

「生きていれば何とかなる」

「この社会の価値観に惑わされない、自分としての価値観ができました」

「俺はもうこの社会では働かない！でも、生きる権利は行使する」
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２．家族の経験から学ぶ

1) 自分の人生観が問われている。
「親である自分を被害者だと思っていた。あなたのせいで自分まで不幸になる……と思っていた」

「この子がいなかったら、何もしないで（考えないで）いたんだろうと思うと、かえってよかった」

「ものの見方が変わった。そうすると（生きていくうえで）楽になっている自分がいた」

2) 親の会など、自助グループを活用すること。
「苦しくて苦しくて誰にも言えず、誰に相談したらよいのかもわからなかった。この気持ちをわかってくれる人との出会い

で、自分自身の気持ちが軽くなっていった」

「色々な本も読んだが、気持ちが緩んだのは例会に参加してからが初めてだった」

「何でも話せ、親の気持ちを受けとめてくれる人が必要」

「何でも話せると、自分の気持ちが落ち着いて（子どもにも）接することができる」

「おだやかに接することができるようになると、子どももおだやかになる。おだやかな顔を見て安心する」

「例会で余裕ができて浄化された」

3) 物事をポジティヴに捉えられるようになること。
「何もわからないときは叱咤激励しかしてこなかった。それがさらに傷つけてしまっているとは思ってもみなかった」

「どんなことでも、気持ちをくんでやることが大切」

「家庭では、家族であればあたりまえのように話しかけるだけでうちとけてきた」

「いま元気で、いま機嫌よく過ごしてくれるだけでよい」

4) 傷つける言葉には注意する。
「冗談まじりに、つい皮肉を言ってしまうことがある。機嫌のよいときはいいが、そうでないときには突然顔色が変わる…

…そのあたりの読みが難しい」
．．

「お互い健やかに過ごせる仲になるような心がけが大事。よい友だちでいようという気持ちでつきあっている」

5) 家庭は“何でもあり”なのだと考えること。
「なぜこんなに荒れるのだろう。理解できないことも多い。理屈で考えても答えはありません」

「何も悪いことはしてないと思うのに、子どもが荒れる。吐き出せるのは家庭しかないから……」

「無茶苦茶なことを言われる。本人もわかっていると思う。わかっていてもそうなるのだと思う。家庭って何でもありなん

です。それができること自体いいのです」

6) いま何をしてやれるのか考える。
「結局、何もしてやれず、ただ毎日何をおいしく食べてくれるだろうかと考えて食事をつくってやりました」

「家にひとりでいたいんだなと察知したとき、あてもなく外出して寒い 1日を公園で過ごしたこともあります」
「真夜中、求めに応じて女（女性と母親）ふたり暗い夜道を散歩しつづけました……そうしていると、やがて色々、辛い思

いをしてきたことなど胸の内を話してくれるようになりました。そのとき初めてこの子の苦しい気持ちをわかってやるこ

とができました」

「これからは何でもしてやろうと思っている。これまで自分のしてきた仕打ちに比べれれば大したことはない」

7) いてくれてありがたい。
「歳をとってくると、家にいてくれるだけで助かっている。安心」

「台風で家が大きなダメージを受けたとき、いつの間にか真っ先にアンテナを直してくれていた。年寄りにはテレビが必要

だろうと彼なりに考えてくれたに違いない」

「脳梗塞で倒れた後、毎日のリハビリ通いを黙って手伝ってくれている。ありがたい」

8) “命”に向きあう。
「“僕はいま死の淵を歩いているようなもの”という彼に、同じ死ぬならもっと死ぬ気で頑張れと言った。気持ちをわかっ

てやっていなかった。頑張れよと言ったつもりだけなんだけど、いまは無理なんですよね」

「いつも、何とかしろとずいぶん責めてきた。ただ生きていてくれるだけでよかった。…… 18年で終えた人生」
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３．その他

1) ひきこもりは個人病理としてだけで捉えられるものではない。必ず対社会的関係性のなかで深く傷つけられている。
．．．．．．．

2) 彼らは自分の人生を無駄にしようなどとは決して思っていない。必死で戦っている。
3) 親の思う幸せが子どもの幸せではない。
4) 家族の思いやりこそが最良の“薬”でもある。
5) 彼が巻き込もうとしているのなら、巻き込まれまいとするのではなく巻き込まれること。
――荒れたり、おだやかでいたり、かと思うと突然怒り出したり……わけがわからなくても、こういった繰り返しのプロセ

スが回復に導いていく。彼らは常にこのプロセスのなかで自問自答をまた繰り返している。

6) いまある彼が、これから先のすべてではない。

【参考資料Ⅰ――被害者学について】

１．被害者学とは

・例えば、「被害者を研究しなければ、犯罪の全容はわからない」という意識が被害者学（victimology）を生むことになった
（諸澤英道）。

・犯罪学が犯罪についての学問であるのに対し、被害者学は被害についての学問であり、被害の全容を明らかにすることによ

って（被害の構造、被害者の心身変調など）、また被害者支援への取り組みが構築できる。

・犯罪学は犯罪者と被害者関係として捉えるが、被害者学は被害者と加害者関係としてこれを捉える。法的に犯罪として成立

しなくても、被害を受けた者があれば加害者が存在するのである。

メ モ

①ガルーダ航空事故や地下鉄サリン事件、阪神・淡路大震災後、幾人もの人たちが心身症状態を呈する。

・アメリカではベトナム戦争帰還兵の間で、ひきこもり、抑うつ、体調不良、薬物中毒、感情コントロールの喪失、攻撃性の爆発など

社会不適応が多く起こった。

・1980年、第一次世界大戦時に既に見られていた「戦闘における外傷神経症」から発展、DSM-Ⅲ（Diagnostic Statistical Manual）で初

めて PTSD（心的外傷後ストレス障害 posttraumatic stress disorder）が概念化される。

②対処能力を超えた精神的な打撃（心的外傷 trauma）を放置しておくと、後に PTSDとして身体的不調や心身症、うつ状態などに陥るこ

とがあるということがわかる。

・ケスラー報告（1995年）では、全米調査（1990～ 1992アットランダムによる面接調査）により、PTSD有病率（一生のうち一度は PTSD

になったことがある）は、男 5.0%、女 10.4%、平均 7.8%前後と報告されている。その内最も発症率が高いのはレイプで、レイプ被

害者の 49.5%が PTSDを発症していた。

③ trauma はケロイドとして残遺するだろうが、PTSDは治る。

被 害 者 と は

被害者とは、被害にあった当事者はもちろん、被害を目撃した人、被害を聴いた人なども被害者となる

外 傷 的 な 出 来 事

直接体験……………戦闘、個人的な暴行（身体的攻撃、略奪や強盗）、誘拐、人質、テロリストの襲撃、拷問…自然災害または人災、激

しい自動車事故、致命的な病気の診断を受けること……

目撃した出来事……暴行、事故、戦争または災害による他人の大怪我や不自然な死の観察、家族や親友が体験した個人的な暴行、激し

い事故、大怪我、家族親友の思いがけない突然死、子どもの致命的な病気……
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一 次 被 害 と 二 次 被 害

①一次被害とは、被害に遭うことそのものをいう。

②二次被害とは、被害後心ない言動によってさらに傷つけられることをいう。例えば、被害というものは傷の軽重には関係ないのに「そ

れくらいで済んで良かったね」などと不用意に慰めてみたり、被害にあって不安でたまらないのに「早く元気にならないとね」など

と励ましてみたり、またやがて人は一般に“被害に遭うのは何か特別のことがあったからだ”と思いたくなる心理が働いて、被害に

あったことを「注意が足りないから」とか、さらには「もともと、○○のような人だった」など関係ないことまで持ち出してみたり

……これらはすべて二次被害となり、被害者をさらに傷つけていくことになる。また、報道関係者が周辺に張り込んで普段の生活を

阻害させたり、被害者に「今の気持ちを聴かせてください！」などわかりきったことを強引に取材しようとしたり、番組制作のため

記者の望む答をするまでしつこく付き回ったり……これらのことも被害者の生活や気持ちを著しく踏みにじる、ひどい二次被害とな

る。

③二次被害は、被害からの回復を遅らせてしまう要因となる。

２．トラウマ反応

トラウマとは

ある異常で破局的な体験の記憶から生じる不快なストレスの状態。その体験とは、傷つけられることに対して自分はも

ろくないという被害者の感覚を粉砕してしまうような体験（既述「外傷的な出来事」）。

人間の心がある強い衝撃を受けて、その心の働きに不可逆的な変化を被ってしまうこと。

被害に遭うと、何らかの形で「トラウマ反応」と呼ばれる精神的な変調をきたすことがある。これは心の正常な反応であるが、被害が大き

かったり、その後の対応が充分でなかったり、二次被害が加わったりすると心の傷の「後遺症」が残ることがあり、これを「トラウマ反応」

「トラウマ後遺症」と呼ぶ。

「トラウマ反応」や「トラウマ後遺症」には、次のようなものがある。

(1) 感情の変化
気分が沈んだり、逆に怒りや焦りが出現したりすることがある。不眠、食欲低下、不安、動悸、冷や汗をかいたり、呼

吸が苦しくなったり、手足のしびれやふるえが出現することもある。重い場合は、その人らしさが失われ、人格が変わっ

てしまったようになることもある。

(2) 対人関係の変化
被害に遭うと、人とうまくやっていくことができなくなったり、学校、職業、家庭生活に支障をきたしてしまうことが

ある。

(3) ASD（急性ストレス障害）
被害に遭うと情緒的混乱を来し、睡眠障害をはじめ、易怒性、過度の驚愕反応、集中力困難など様々な精神的不調に陥

ることがある。

また、急性期には解離症状を伴うことも多い。解離とは意識、記憶、同一性、知覚などの統合が崩壊することをいう。

解離を「トラウマ反応」の中心に置くという立場をとる学者もいる。

解離は、現実に対する認知を変化させ、感情と記憶、感覚を意識レベルから切り離す役割を果たす。そして耐え難い状

況において、このような切り離しは適応的に作用する（虐待を受け続けた人が「ある時点から殴られても痛みを感じない

でいる方法を発見した」と話すのを聞くことは多い）。

①麻痺

・身体の運動麻痺……事件の起きたとき凍り付いたように動けなくなる、足が一歩も出なくなる、腰が抜けるといった

状態。

・感覚の麻痺…………あまりにひどい苦痛にあった特、途中でふっと痛みがなくなる、苦痛がなくなる、恐怖感が消え

るなどの状態。

・感情の麻痺…………悲惨なことがあっても悲しみがわいてこない。葬式で悲しいのに涙が出てこないなどの状態。冷

酷な人間と誤解されたり、自分でもそう思ってしまうこともある。
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②現実感の喪失

今起こっていることが本当のこととは思えない。目の前で事件は進行しているのに恐怖感もなく、どうも別のところ

で起こっているのを見ているみたいだという状態。一枚ベールで隔てられたような感覚。劇をやっているような感じ、

リアルさがない、現実に起こっている感じがしない、などの体験。トラウマの経験の間、トラウマ直後などには頻繁に

生起し易いといわれている。

③離人体験

観察する自分が、観察される自分から離れる感覚。自分が自分の身体から抜け出して、別のところから自分を見てい

るというような体験。レイプ被害に遭っている間にこれが生起したという人もいる。非常に疲れたときやストレスのか

かったときにも起こることがある。

④解離性健忘

記憶の障害。例えば、事件のことが思い出せない、忘れてしまったということではなく、記憶のある部分が「切り離

される」ということ。記憶喪失。

⑤解離性遁走

例えば、ある時ふっといなくなって別のところで発見される、あるいは自分が気づくというもの。記憶障害を伴う。

別の名前の別人としてしばらく生活しているということもある。

⑥解離性同一性障害

多重人格。一時の記憶や感情だけでなく、自分が自分自身であるという感覚の一部が「切り離される」というもの。

複数の人格がひとつの身体に住みついているかのごとくである。ある間はある人格が表面に出、またある間は別の人格

となるが、その人格間の記憶は共有されていない。「多重人格」といってもたくさんの人格があるのではなく、自我の同

一性が「切り離されて」統一されていないという状態。つまり、「ひとつとして完全な人格がない状態」ということ。

(4) PTSD（心的外傷後ストレス障害）
これには三つの症状がある。

①過覚醒

外傷以前には存在していなかった持続的な覚醒亢進症状。リラックスするということがなく、いつも緊張しビクビク

している状態。戦争が終わって内地に帰ったのに、兵士の心は戦場にいるのと同じで、眠れず、物音に過剰に反応した

りする、そういう状態。電話の音、ブレーキの音など、音に過敏に反応し、冷や汗がでたり、鼓動が早くなっていつま

でも収まらない。感情のコントロールが悪くなり、イライラしたり、集中力を失ったりするということも起こる。様々

な睡眠障害の出現――入眠困難、中途覚醒、早朝覚醒、熟睡感のなさ……このいずれもが生起する。

②侵入

決して自分で思い出そうとは思わず、むしろ考えまい、避けようとしているのに、突然外傷的な出来事が侵入、想起

される。忘れ去ったつもりでいても、事件のニュースなどがきっかけとなることがある。自分でコントロールできない。

感覚だけでなく、感情も生々しい。

・フラッシュバック

想起の内容が現実のことと感じられる。事件が再びリアルに体験され、見当識に混乱が起こって実際に身を守ろうと

したり、暴れたり、物を壊したりという行為が生起することがある。これをフラッシュバックという。フラッシュバッ

クが起きていたことについて、記憶が曖昧なこともある（気がつくと、「自分は何をしていたのかわからない」と表現さ

れる）。

・悪夢

出来事についての反復的で苦痛な夢。夢の中で苦痛や恐怖などの感情がよみがえる。目が醒めても恐怖感が持続した

り、身体に冷や汗をかいたり、震えが起こったり、身体症状も随伴する。

③回避（麻痺）

外傷に関連する思考、感情、会話を回避する（外傷に関する会話をすると、侵入的想起が起こる）。恐怖の再体験を避

けるために、事件を思い出させるような報道、場所、人を避けてひきこもるようになることがある。感情を麻痺させて

心がそれ以上傷つかないようにする心理機制で、生きている感覚、喜びなども同時に失ってしまうこともある（感情が

わいてこない、実際には悲しい、腹が立つといったような感情が麻痺し、大変つらいと思われる体験を淡々と述べる…

…）。また、外傷的出来事があまりに苦痛であるとき、出来事についての健忘が起こることがある。この健忘は記銘・保

持の障害ではなく、想起（再生）の障害。一部を思い出せないということもある。
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＊ PTSD 症状があればすべて PTSD であるというわけではなく、症状が一定の基準以上であること、外傷体験の暴露が明白であること、症

状の持続期間が 1 ヶ月以上続いていることが必要（DSM-Ⅳ）。1 ヶ月以内で消失するものは PTSD とは診断しない。PTSD は、基本的に

慢性の障害である。

＊事件から 1ケ月経過していないけれども重篤な症状が見られる場合は ASD（acute stress disorder）と呼ぶ。

(5) 一般的な精神障害
①うつ病…………抑うつ気分、興味や喜びの喪失、思考の停滞、集中力・行動力の減退などを主症状とする精神障害。自

殺念慮が生じることも多い。

②不安神経症……はっきりとした根拠もなく不安を覚え、そのことにより日常生活に支障を来す障害。突然、動悸や息苦

しさが襲ってくるパニック発作（不安発作）を伴うパニック障害と、慢性的な不安に絶えず悩まされる

全般性不安障害とに大まかに分けられる。

③依存症…………アルコールや薬物などの使用が増え、依存症に陥ることがある。

④その他…………統合失調症、摂食障害、強迫性障害など、発症のきっかけとなる場合もあると考えられている。

【参考資料Ⅱ――いじめ（心的外傷）被害について】

１．「いじめ」の定義

・「同一集団内の相互作用過程において優位に立った方が、意識的に、あるいは集合的に、他方に対して精神的、身体的苦痛を

与えること」(森田洋司、清水賢二）。

・「逃げられない閉じた集団（(学校）のなかで、対抗力のない弱者に対して、正当な理由なく繰り返される私的制裁」（清水賢

二）。

・「学校及びその周辺において、生徒の間で、一定の者から特定の者に対し、集中的、継続的に繰り返される心理的、物理的、

暴力的な苦痛を与える行為を総称するものであり、具体的には、心理的なものとして『仲間はずれ』、『無視』、『悪口』等が、

物理的なものとして『物を隠す』、『物を壊す』等が、暴力的なものとして『殴る』、『蹴る』などが考えられる」（東京地裁八

王子支部判決）。

・「いじめとは、当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を

感じているもの」――なお、起こった場所は学校の内外を問わない（文部科学省）。

２．「いじめ」の構造

１）「いじめ」の四層構造（森田洋司）

・「いじめ」は、加害者、観衆、傍観者、被害者の四層からなる構造によって特徴づけられる現象である（森田）。

・つまり、加害者、被害者だけでなく、まわりでこれを『はやしたり面白がって見ている』観衆と、『見て見ぬふりをする』

傍観者があるという構造をもつ（森田）。

・いわば教室全体が“劇場”であり、観衆や傍観者が否定的な反応を示せば、いじめはなくなるか、あるいはいじめの標的

が他へ移されていく。加害者にもよるが、「いじめ」が誰に、どんな手口で、どれだけ長く行われるかは、むしろかなり

の数にのぼる観衆層と傍観者層の“反応の仕方”によって決まってくる。――つまり、舞台と観客との反応によって進行

する状況的ドラマである（ジュリスト）。

・一方、「いじめ」の場面では舞台と観客とは固定された役割ではなく、観衆や傍観者は常に舞台の上の被害者に回る可能

性がある。――結局、被害者はこれ以上事態が悪化することを恐れて口を閉ざすし、加害者、観衆、傍観者においても、

被害者へと陥れられることを恐れて口を閉ざし、表面化しない（ジュリスト）。

２）「いじめ」と「ふざけ」の違い

・「いじめ」は、その事実があったかどうかについては、被害者の認識、受けとめ方で決定されるものである。

・教育側は、常に『いじめではない』『単なる悪ふざけ、いたずら、けんかである』と主張し、問題と真剣に向きあわない。

・『ふざけ』であろうが、『いたずら』であろうが、それが継続的になされ、被害者に精神的、身体的苦痛を与えるものであ

れば、回復しがたい心の傷となる。
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３）「いじめ」の見えにくさ

・「いじめ」かどうかは、被害者の受けとめ方によって決まる。

・「いじめ」は、『遊び（○○ごっこ）』、『ふざけ』、『けんか』などを偽装する。

・加害者は、口封じのために脅すなど「いじめ」発覚の阻止行動をとる。

・被害者は、「いじめ」の激化を恐れて口を閉ざす。

・教師に相談すれば、『ちくった』ということで「いじめ」が激化することもあるし、他方、逆に『それくらいのことで弱

音を吐くな』、『おまえにも問題があったのではないか』、『社会に出るためには耐えることも大切』とかたしなめられ、さ

らに傷つけられる。――そのようなことは、観衆、傍観者もよくわかっているので「いじめ」の事実を申告することをた

めらい、一層「いじめ」を見えにくくしている。

３．「いじめ」の背景

・1960 年、ときの池田内閣は「国民所得倍増計画」を唱え、ここから世界に冠たる経済大国日本を築きあげていく。――経済
審議会は教育に「能力主義」を導入するよう要請、これを受けて中教審は「高度経済成長」を支える人材開発政策のもと、教

育の高度化を約束する。

・財界が第一の目標として教育に求めたものは、3 ～ 5 ％のエリートを早期発見し、その者に対して充分な教育を保証するとい
うことだった。

・教育現場では偏差値を基準にした選別と序列化を形成。義務教育でありながら大量のついていけない児童をつくっていった。

・財界がもうひとつ教育に求めたものに「管理強化」という側面があった。これには、安保闘争との関連があった。―― 1960
年の安保闘争は、多くの知識人、労働者、学生が安保破棄を求めて戦った。70 年安保に際しては、67 年にはじまる東大、日
大の学生運動の延長線上で迎えることになる。これに際して、高校生までが参入してきた。これに財界はあわてたと言われて

いる。ここから著しい管理強化がはじまった。

・校則による細かい規則と罰則。体育系教師を中心に校門を固める（体育系教師も、ある意味で犠牲者）。

―― 70年代半ば、これに反発する校内暴力の嵐が全国を吹き荒れる。
・折しも、1970 年代は高度経済成長がピークに達する。――消費水準の上昇、大衆消費社会・情報化社会の到来、東海道新幹
線の開通、高速道路網の整備、巨大団地の出現……企業においては、採用・昇進に学歴、出身学校がものをいう時代に……も

はや高校進学率も 90％を超え、進学熱が高まり、多少の経済的余裕は教育費へ回すという時代。
・これに目をつけた財界は「内申書」重視の方針を打ち立てる。――この中心は、『校則を犯す者、教師に反逆的な者に対し、

進学の手だてを絶つ』というものだった。これで、子どもたち、親をも縛りつけて、徹底した管理統制を図っていった。

・こうして、一見校内暴力は沈静化していったかに見えたが、実はこれに変わって 1980年代から“いじめ”“不登校”が激増し
ていくことになる……。

・要するに、『子どもが主人公』、『個性重視の教育』は建前だけで、学業の高度化、画一的な管理統制の強化がなされ、教育の

要請する尺度に合わない子どもは規格外として排除する傾向にあるなか、いわゆる受験競争の激化とともに、学校は非常にス

トレスフルな環境となってしまった。

・教師による“体罰”も「いじめ」に大きな影響を与えていると考えられる。

・こういった教育環境におけるストレスや、教師の“体罰”による教師への不信感、不満、怒りの感情は、必然的に他の誰かに

向けられることになり、その対象として同級生が選ばれることになる。これが「いじめ」の背景である。

４．逃げる

・「いじめ」から身を守るためには“逃げる”こと――。現状では、それが一番か……。

・しかし、構造上なかなか逃げられない。逃げるとさらにひどい目に遭うと考える、あるいは教師に相談しても同様、「いじめ」

は激化してしまうと経験上知っている。

・恐怖は判断力を鈍らせるし、また身動きできなくさせてしまう。

・一方、『学校には行くべき』であり、『学校に行かないでいると社会人になれない』という幼少期からすり込まれた神話に、本

人はもとより家族もまた縛られている。

・『学校に行かない生き方』――『もうひとつの（別の）生き方』、もっと言えば『多様な生き方』『自己実現の仕方』があるこ

とを知らないという不安も関与している。また、そういったバイパス、別のシステムをたくさんつくっていくのも社会の責務

であると考える。

・「いじめ」――あらゆる事情が絡まって、なかなか申告しないことが多い。しかし、心理的負担は必ず日常生活のなかで異変

（いつもの彼と違う……）として察知できるはずである。周囲が気がつき、“守る”ことが重要である。
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【参考――『星のうさぎ』のおとしもの】

*『星のうさぎ』とは、山口県精神保健福祉センターで実施していた不登校グループ活動で、現在は

同様のグループを宇部フロンティア大学大学院附属臨床心理相談センターで開催している。

１．人生はとりかえしがつかない――とりかえしがつかなくても、やりなおしはいくらでもきく。

２．人生に遅れをとらぬよう――人生に遅れなどない。平均寿命 80余年をどのように生きてもよい。
３．集団生活を体験しないと社会性が身につかない――どういう集団生活を経験したかということが問題。また、社会性とは

何か？

４．集団生活を体験しないと社会に出られない――出ている。勝手な想像をしてはいけない。

５．嫌なことがあってもわがままを言わず、適応力を身につけないと社会へ出てやっていけない――人間は適応したり不適応

を起こすから生きている。

６．嫌なことでも我慢しないと、楽な方へ楽な方へ流れる――楽に生きたい。また、人間は我慢できることとできないことが

ある（人間は苦労するために生きるのか？楽な生き方を求めている。我慢に価値をおく企業社会）。

７．嫌なことから逃げてばかりいると、我慢できない人間になる――だから何？逃げるが勝ち。人間は逃げて生き延びてき

た。我慢の反対・わがまま（こちらの期待に添わない行動をとるとき一般的にそう呼ぶ）は主体性。

８．いじめにも立ち向かう逞しさを身につけないと社会ではやっていけない――立ち向かうなどできないのがいじめ。また、

一瞬でもなぜいじめられなければならないのか。逞しさを身につけないとやっていけない社会とは何か。

９．言いなりになって甘やかすから家庭内暴力になる――子どもをギリギリのところまで追いつめるから家庭内暴力に到る。

また多くの場合、その子どもはそれまで親の暴力によって押さえ込まれていたという歴史をもつ。

10．父親は威厳をもって、きちっと叱って……、親父の出番――求めていなければ出ない方がよい。
11．両親、意見を一致させた教育方針を――両親意見を一致させて子どもを責めていることがある。不一致させても守るべ

き。

12．何事も途中で投げ出さず、最後までやり遂げることが大切――嫌なことを無理してやり続けると、人間は疲弊する。関心
のあることは、やめろと言っても最後までやる。

13．友人は多い方がいい――少なくて何が悪い、否、いなくても生きていける。
14．何事も積極的に――積極性も消極性も事態に対するあり方（態度のとり方）のひとつ。物事よっては積極的になることも

あれば、消極的になることもある。評価の対象ではない。

15．将来の（幸せの）ために今を辛抱すること――今をどう幸せに生きるかをなぜ教えないのか？教育は今よりも「将来のた
め」を重視する。その将来とは何か。人間は常に今を、この瞬間を生きている。

・より良く発達した姿を描き出せない発達心理学。

・親の思いどおりになること、従順でいる子を大人になった、という。

・親の思う幸せが子どもの幸せではない。

・人間は主体的に判断して生きている。

・自己否定から自己肯定――自分の世界を拡げたい。私という個性は世界でただひとつ。

今を生きている唯一の生命。
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>>> Memo <<<


