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第４章 両親のマイナス要因が及ぼす子どもの行動や意識への影響 

－父母の生育歴と現在の心身状態に注目して－ 

 

茨城大学教育学部 教授  数 井 み ゆ き 

 

 

要旨 

 本章では，激しい社会変動の中を生きている親世代が抱える心身の状態と生育歴という，養育に影響

与える心理的要因に注目し，それらが子どもの問題と思われる行動や考え方にどのように影響を与えて

いるのかを探ることを目的とした。父母の心身の状態は，“抑うつ的気分”という合成変数を作成するこ

とで代表させた。父母の性別と子どもの性別で，親の抑うつ傾向の影響の出方が異なっていた。女子の

場合には，父親のうつは，感情制御に不全を引き起こすようであり，母親のうつは，過食といらいらす

る傾向を増加していた。男子には，父親の抑うつは，うそをつかない，過食傾向にない，嫌いな人の意

見には正しくても従わない，直接だと言えないことも携帯電話やメールでなら言えるということはない，

という行動抑制的な傾向を見せていた。しかし，男子でも母親の抑うつ傾向は，過食傾向の増加，自分

に対する自信のなさという領域と関連していた。体罰経験やDVの目撃のある父母は，娘に対しては体罰

を使う傾向にあったが，息子には体罰を特に使っていないようだった。ただし，男子の場合は，うそを

ついたり，小動物をひどく傷つけたりという行動的な問題を見せていた。また，男女ともに怒りのコン

トロールに現れる情動調整に不全を来している様子がうかがえた。親の心身の状態や生育歴は，家族の

相互作用に影響を与える。そして，潜在的に子どもの中に，そのマイナス側面が蓄積されていく様子が

明らかになった。 

 

 

はじめに 

 平成16年度の児童相談所が処理した虐待件数は３万件を超え，虐待問題は大きな社会問題となってい

る。何よりも，毎年報告される件数の子どもたちは積算されていくわけであるし，そして，児童相談所

に通告されないが，不適切な養育を受け続けている子どもが多く存在していることを認識しなければな

らない。子どもの多くの問題行動や精神病理の背後には，実は子ども虐待の既往があることが多い。 

 また，子どもの問題というときに，平成17年に成立した発達障害者支援法が意味することも考慮にい

れるべきであろう。例えば，小学生や中学生が犯罪行為を行った場合に，親子関係の問題であるとか，

周りの大人のしつけ方が十分厳しくなかったという言及が社会をにぎわしやすい。しかし，その生い立

ちをみると，何らかの発達障害が疑われたにもかかわらず，それが早期に介入されないことがそもそも

の原因ではないのかということがある。 

 ただし，不適切な養育（虐待をもう少し広範囲に定義している言葉）にしろ，発達障害にしろ，それ

は子ども全体からすれば，やはり，少ない特殊な例なのではないかという話があることも事実である。
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しかし，平成14年度から16年度にかけて文部科学省が行った調査から（玉井他，2004），義務教育レベ

ルの教員の５人に１人が虐待された（と思われる）子どもの担任をしたことが分かっている。身体的な

虐待についてはあざや傷などがあり分かりやすいが，基本的に養育をしないというネグレクトであると，

実は非常に分かりにくくなる。宿題や忘れ物が多い，給食を必要以上にたくさん食べる（特に休み明け），

服装がいつも同じ，臭い，清潔ではない，学習意欲がない，成績が悪い，知能が劣っているのではない

かという疑いがあるなど，これらの特徴が重なっていればいるほど，ネグレクトされている確率は高い

だろう。そして，性的虐待や心理的虐待については，表に特徴が出にくく，あるいは，大人をよほど信

頼しないと頼らないようになっている場合もあり，発見が遅れやすい。 

 そして，不適切な養育と発達障害が絡んでいる問題はさらに重篤なものになりやすい。 

 実際に，一般的な生活状況にいる者が想像をする以上に，「普通でない」，「マイノリティ」と思われが

ちな不適切な養育や発達障害という子どもは多いのである。本章では，これらの問題に焦点を当てつつ，

親の背景や考え方を分析し，子どもに対する養育態度の在り方を探る。 

 以下の分析では，巻末にある集計表に記載してある数値と異なる数値が算出されている場合がある。

それは各々の問や分析において欠損値がある場合に，それを除いた分析となっているためであることを

断っておく。 

 

第１節 養育者の心理的問題と生育歴との関連 

 不適切な養育や養育態度の問題を抱える養育者の場合，経済的な問題や地域からの孤立など，幾つか

のリスクを高める社会経済的な特徴が複数見られることが多い。関連して，親自身の要因として，自分

自身がどのような養育をされてきたのかという生育歴や，心身の不健康さなども，養育態度と密接にか

かわる重要な要因である。本節では，親自身の心身の状態と生育歴を探っていく。 

 

１ 母親の心身の健康度及び生育歴 

 表Ⅲ－４－１より，心身の不調を推測させる状況は，睡眠，意欲，いらいらに強く現れている。「早朝

や夜中に目が覚めて，なかなか寝付かれないこと（保護者 Q25(ウ)）」については，「ほとんど毎日」に

39名(3.0％)，「週１回程度」が86名(6.5％)と，１割近くにおいて何らかの睡眠パターンの不調を訴え

ている。また，「何もする気が起こらず，億劫に感じること（保護者Q25(エ)）」については，「ほとんど

毎日」が35名(2.6％)，「週に１回程度」が98名(7.4％)で，これも１割強において常態化していること

が分かる。さらに，「ささいなことでいらいらすること（保護者Q25(オ)）」については，「ほとんど毎日」

が82名(6.2％)，「週に１回程度」が180名(13.6％)で，２割強において常にいらいらしている状況が見

受けられた。  

 心身の状態を表す５項目間での相関は飲酒にかかわる項目以外は，相互にすべて有意であり，不調は

累積している状況が見て取れる（表Ⅲ－４－２）。食欲については，全体からは少ない数の母親が問題と

思われる状態を呈していたが，他の項目とも相関係数は高く，基本的に，睡眠や意欲，いらいらという

領域に不調がある者は，全体的に不健全な傾向を示すことになる。心身の健康状態が低下してくると，
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仕事，家事，養育などを遂行することが困難になりやすい。 

ほとんどない 月１，２回程度 週１回程度 ほとんど毎日

保25（ア）酒を飲みす
ぎ，昨日のことを覚え
ていないこと

1243（94.3%） 60（4.6%） 10（0.8%） 5（0.4%）

保25（イ）食欲がなく
食事をしないこと

1191（90.1%） 97（7.3%） 25（1.9%） 9（0.7%）

保25（ウ）早朝や夜中
に目が覚めて，なか
なか寝付かれないこ
と

916（69.3%） 280（21.2%） 86（6.5%） 39（3.0%）

保25（エ）何もする気
が起こらず，億劫に
感じること

803（60.7%） 386（29.2%） 98（7.4%） 35（2.6%）

保25（オ）ささいなこと
でいいらいらすること

457（34.6%） 603（45.6%） 180（13.6%） 82（6.2%）

表Ⅲ－４－１　母親の心身の状態

 

 

 

保25（ア）酒を飲
みすぎ，昨日のこ
とを覚えていない
こと

保25（イ）食欲が
なく食事をしない
こと

保25（ウ）早朝や
夜中に目が覚め
て，なかなか寝付
かれないこと

保25（エ）何もす
る気が起こらず，
億劫に感じること

保25（イ）食欲がなく
食事をしないこと

0.176**

保25（ウ）早朝や夜中
に目が覚めて，なか
なか寝付かれないこ
と

0.118** 0.294**

保25（エ）何もする気
が起こらず，億劫に
感じること

0.038 0.279** 0.375**

保25（オ）ささいなこと
でいらいらすること

0.032 0.178** 0.300** 0.504**

**：　p < 0.01

表Ⅲ－４－２　母親の心身の状態の項目相関(ピアソン係数）

 

 

 次に，母親の生育歴を見てみると，「親から体罰を受けたことがある（保護者 Q26(ア)）」で「よくあ

った」，「時々あった」を合わせると，294 名（22.1％）となり，２割強が養育を受ける中で体罰を使わ

れてきたことが明確になった（表Ⅲ－４－３）。また，「父親が母親に暴力をふるっている（保護者

Q26(ウ)）」ことを目撃してきた母親は，「よくあった」，「時々あった」を合わせると，182名（13.7％）

となる。虐待的な環境と言える程度にひどい状態だったかどうかはともかく，程度の差こそあれ，不適

切な養育状況で育ってきた母親が，２割強いたことが分かる。 
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よくあった 時々あった ほとんどなかった なかった

保26（ア）親から体罰
を受けたこと

51（3.8%） 243（18.3%） 335（25.3%） 697（52.6%）

保26（イ）食事を与え
られなかったこと

4（0.3%） 18（1.4%） 100（7.5%） 1204（90.8%）

保26（ウ）父親が母親
に暴力をふるってい
るのを見たこと

43（3.2%） 139（10.5%） 189（14.3%） 954（72.0%）

保26（エ）親にどこか
に遊びに連れて行っ
てもらったこと

361（27.2%） 627（47.3%） 263（19.8%） 74（5.6%）

保26（オ）親に本を読
んでもらったり宿題を
みてもらったりしたこ
と

176（13.3%） 480（36.2%） 451（34.0%） 220（16.6%）

表Ⅲ－４－３　母親の生育歴

 

  

 母親の生育歴についての項目間の相関からは，親に遊びに連れて行ってもらったこと（保護者

Q26(エ)）や，親に本を読んでもらったり宿題をみてもらったりしたこと（保護者Q26(オ)）が，不適切

な養育の項目とマイナス相関にあることが分かる（表Ⅲ－４－４）。つまり，親との肯定的なかかわりが

多いと，不適切な経験を受けにくいことが関係していると見て取れる。しかし，不適切な養育に関する

項目同士ではプラスの相関があり，重層的な問題があったことが推測される。 

 

  

 
保26（ア）親から
体罰を受けたこと

保26（イ）食事を
与えられなかった
こと

保26（ウ）父親が
母親に暴力をふ
るっているのを見
たこと

保26（エ）親にど
こかに遊びに連
れて行ってもらっ
たこと

保26（イ）食事を与え
られなかったこと

0.380**

保26（ウ）父親が母親
に暴力をふるってい
るのを見たこと

0.263** 0.203**

保26（エ）親にどこか
に遊びに連れて行っ
てもらったこと

-0.018 -0.063* -0.119**

保26（オ）親に本を読
んでもらったり宿題を
みてもらったりしたこ
と

0.028 -0.035 -0.127** 0.472**

*　p<0.05，　**　p<0.01

表Ⅲ－４－４　母親の生育歴の項目相関（ピアソン係数）
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２ 父親の心身の状態及び生育歴 

 飲酒について（保護者Q25(ア)）は，記憶を失うほどに飲むことがほぼ毎日ある者が７名（0.5％）と，

それが週に１回程度の者が16 名（1.1％）で，これらを合わせると，全体の1.6％となる（表Ⅲ－４－

５）。さらに，食欲がなく食事をしない者（保護者Q25(イ)）も同じように合わせると27名で1.9％，早

朝や夜中に目覚めて寝付けられない者（保護者Q25(ウ)）が同様に118名(8.4％)，何もする気が起こら

ずに億劫
おっくう

に感じる者（保護者Q25(エ)）が同様に113名(8.1％)，ささいなことでいらいらする者（保護

者Q25(オ)）が同様に，262名(18.7％)となる。特に，億劫に感じる人といらいらする人との間には相関

が最も高く(r＝0.52,ｐ＜0.01)存在するが，この５項目間では，飲酒と億劫な感じがすることとの関連

以外は，すべて有意な相関となっている（r＝0.27～0.52）（表Ⅲ－４－６）。つまり，何らかの心身の不

調を感じている父親は，全体的な健康度も落ちている確率が高いようである。 

 

 

ほとんどない 　月1，2回程度 　　週1回程度 ほとんど毎日
保25（ア）酒を飲みすぎ，
昨日のことを覚えていな
いこと

1273（91.1%） 101（7.2%） 16（1.1%） 7（0.5%）

保25（イ）食欲がなく食事
をしないこと

1271（91.0%） 99（7.1%） 17（1.2%） 10（0.7%）

保25（ウ）早朝や夜中に
目が覚めて，なかなか寝
付かれないこと

971（69.7%） 305（21.9%） 84（6.0%） 34（2.4%）

保25（エ）何もする気が起
こらず，億劫に感じること

872（62.6%） 408（29.3%） 85（6.1%） 28（2.0%）

保25（オ）ささいなことで
いらいらすること

553（39.6%） 580（41.6%） 179（12.8%） 83（5.9%）

表Ⅲ－４－５　父親の心身の状態
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保25（ア）酒を飲
みすぎ，昨日のこ
とを覚えていない
こと

保25（イ）食欲が
なく食事をしない
こと

保25（ウ）早朝や夜
中に目が覚めて，
なかなか寝付かれ
ないこと

保25（エ）何もす
る気が起こらず，
億劫に感じること

保25（イ）食欲がなく食事
をしないこと

0.202**

保25（ウ）早朝や夜中に
目が覚めて，なかなか寝
付かれないこと

0.158** 0.270**

保25（エ）何もする気が起
こらず，億劫に感じること

0.039 0.313** 0.361**

保25（オ）ささいなことで
いらいらすること

0.070** 0.175** 0.301** 0.520**

**　ｐ＜0.01

表Ⅲ－４－６　父親の心身の状態の項目相関

 

 

生育歴については，「親から体罰を受けたこと（保護者Q26(ア)）」が「よくあった」父親が61名(4.4％)，

「時々あった」父親が249名(17.8％)と，２割強の父親は，自分の親による体罰を成長してくる中で常

時，体験していたことが分かる（表Ⅲ－４－７）。「食事を与えられなかったこと（保護者Q26(イ)）」が，

「よくあった」（４名，0.3％），「時々あった」(31名，2.2％)を合わせると，約2.5％の父親が食事を与

えられなかった経験をしている。また，「父親が母親に暴力をふるっているのを見たこと（保護者

Q26(ウ)）」がある父親は，「よくあった」（46名，3.3％），「時々あった」(151名，10.8％)を合わせて，

14.1％となり，家庭内におけるDVかDVに近い状態で育った父親がかなりの数存在する可能性を見せた。

「親にどこかに遊びに連れて行ってもらったこと（保護者Q26(エ)）」が「なかった」（66名，4.7％），

「ほとんどなかった」(270名，19.3％)と，両方合わせると23％の父親は自分の親に遊びに連れて行っ

てもらった経験が乏しい現状が分かった。「親に本を読んでもらったり宿題をみてもらったりしたこと

（保護者Q26(オ)）」については，「なかった」（233名，16.7％），「ほとんどなかった」（468名，33.1％）

と半数に近い父親がそのような経験に乏しかった。 

母親の結果と同様に，ネガティブな養育経験の３項目は相互に相関が高く，体罰を受けていた父親は，

自分の父親が母親に暴力をふるうことを見る確率が高く，食事を抜かれる場合も高いことが関連してい

た（表Ⅲ－４－８）。反対に，親に本を読んでもらったり，宿題をみてもらったりした経験と，どこかに

遊びに連れて行ってもらった経験は正の相関をしていた。つまり，一つの良好な養育を経験しているこ

とは，他のことでも親からの肯定的なかかわりを受けていることと関連していることが分かった。 
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よくあった 時々あった ほとんどなかった なかった

保26（ア）親から体罰を受
けたこと

61（4.4%） 249（17.8%） 369（26.4%） 717（51.4%）

保26（イ）食事を与えられ
なかったこと

4（0.3%） 31（2.2%） 117（8.4%） 1245（89.1%）

保26（ウ）父親が母親に
暴力をふるっているのを
見たこと

46（3.3%） 151（10.8%） 208（14.9%） 989（70.9%）

保26（エ）親にどこかに遊
びに連れて行ってもらっ
たこと

341（24.4%） 719（51.5%） 270（19.3%） 66（4.7%）

保26（オ）親に本を読んで
もらったり宿題を見ても
らったりしたこと

185（13.2%） 516（36.9%） 463（33.1%） 233（16.7%）

表Ⅲ－４－７　父親の生育歴

 

 

 
保26（ア）親から
体罰を受けたこと

保26（イ）食事を
与えられなかっ
たこと

保26（ウ）父親が母
親に暴力をふるっ
ているのを見たこと

保26（エ）親にど
こかに遊びに連
れて行ってもらっ
たこと

保26（イ）食事を与えられ
なかったこと

0.374**

保26（ウ）父親が母親に
暴力をふるっているのを
見たこと

0.338** 0.307**

保26（エ）親にどこかに遊
びに連れて行ってもらっ
たこと

0.003 -0.06** -0.050

保26（オ）親に本を読んで
もらったり宿題をみても
らったりしたこと

-0.018 -0.067* -0.093** 0.501**

*　ｐ＜0.05　**　p<0.01

表Ⅲ－４－８　父親の生育歴の項目相関

 

 

第２節 子どもの報告と親のかかわり方における一致・不一致 

親の心身の状態を表す５項目について，一部，合成変数を用いることで，子どもの変数との関連をみ

ていくことにした。親の心身の状態を表す５項目について主成分分析を行った結果（表Ⅲ－４－９），「 酒

を飲みすぎ，昨日のことを覚えていないこと（保護者Q25(ア)）」以外は一つの主成分として成り立つ結

果であったので，その四つをまとめて“抑うつ的気分”という変数を作成することにした。その内的一

貫性は，0.656（標準化されたα）で，多少低いが項目の内容は抑うつを測定する様々な尺度の項目内容

と共通することから，このまま，合成変数として用いることにした。 
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保25の項目 1 2

（エ）何もする気が起こらず，
億劫に感じること

0.7860 -0.2960

（オ)ささいなことでいらいら
すること

0.7090 -0.3700

（ウ）早朝や夜中に目が覚
めて，なかなか寝付かれな
いこと

0.693 0.067

（イ）食欲がなく食事をしない
こと

0.590 0.387

（ア）酒を飲みすぎ，昨日の
ことを覚えていないこと

0.266 0.828

表Ⅲ－４－９　親の心身の状態についての主成分分析の結果

成分

 

 

 “抑うつ的気分”の得点は，保護者Q25の（イ）～（オ）を合算して作成した。このときに，４項目

すべてに回答のあった父母のみをデータとして用いたため，巻末の集計表とは多少異なる数値となって

いる。ここでは，９点以上を“抑うつ的気分”が高いと考えることにした。母親の122名（9.3％），（父

親の111名(8.0％)がそこに分布していた。なお，ここでの抑うつ的気分の高さは，必ずしも臨床的なレ

ベルを言及しているのではないことを確認しておく。 
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１ 親の“抑うつ的気分”と子どもの心身状態を表す項目との関係 

 親のうつ傾向は，乳幼児期では子どもに対するマイナスの影響が大きいことが分かっている

（Cicchertiほか 2004）。小学校高学年から中学生の子どもにとっても，抑うつ的な親との相互作用は，

親がいらいらいしていたり，親の反応が鈍かったりと，ネガティブな応答が多いと推測される。簡単に

言えば，子どもにとって必要となる安心感を与えることが困難になるため，子どもは落ち着かない気分

や何となく不安な状態を感じる。親の抑うつ的気分が継続している場合に，特に，子ども側には何かし

かの不安や問題を表す意識や行動が表れると予測される。ここでは，青少年 Q34(ア)～（シ）と，父母

それぞれの“抑うつ的気分”との関係を探った。関連のあった項目のみ，述べていく（表Ⅲ－４－10）。 

 女子の場合，父親の“抑うつ的気分”が強いと，「ひどく怒ったり，乱暴をしてしまうことがある（青

少年 Q34(キ)）」傾向が高くなっていた。また，母親の“抑うつ的気分”が強いと，「ものごとに集中で

きない（青少年Q34(イ)）」，「食べることがとまらなくなる（青少年Q34(カ)）」，「いらいらすることが多

い（青少年Q34（ク））」という傾向が高くなっていた。 

 つまり，母親でも父親でも，女子においては，親の抑うつ傾向が高いほど，つまり，心の調子が不良

であるほど，子どもの心理的状態や食行動での問題が増加していることが明らかになった。親の性別で，

女子の問題が異なるところは興味深いところである。 
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（　）内は％

父親と女子 父親の”抑うつ的気分”

低い 高い

あてはまる 123　(19.7) 22（33.8）

あてはまらない 500（80.3） 43　（66.2）

母親と女子 母親の“抑うつ的気分”

低い 高い

あてはまる 225（38.2） 31 (50.8)

あてはまらない 364 (61.8) 30 (49.2)

あてはまる 127 (21.6) 20 (32.8)

あてはまらない 462 (78.4) 41 (67.2)

あてはまる 235 (39.9) 32 (52.5)

あてはまらない 354 (60.1) 29 (47.5)

表Ⅲ－４－10　父母の“抑うつ的気分”と関係のある女子の問題行動

以上の分析はχ2で行い，p<0.05で有意になったものを報告した。人数が５名以下は，Fisherの直接法を使用した。

青34（イ）ものごとに集中で
きない

青34（カ）食べることがとまら
なくなる

青34（ク）いらいらすることが
多い

青34（キ）ひどく怒ったり，乱
暴をしてしまうことがある

 

 

 

 男子の場合，父親の“抑うつ的気分”が高いと，「よくうそをつく（青少年 Q34(エ)）」，「食べること

がとまらなくなる（青少年 Q34（カ））」，「自分の嫌いな人の意見でも，正しいと思うときには従う（青

少年 Q34(ケ)）」が関連し，「直接だと言えないことも，携帯電話やメールなら言えると思う（青少年

Q34(シ)）」は低い傾向があった（表Ⅲ－４－11）。母親の“抑うつ的気分”が高いと，「食べることがと

まらなくなる（青少年Q34（カ））」ことと，「自分に自信がある（青少年Q34(コ)）」ことが当てはまらな

いことが高かった（表Ⅲ－４－11）。 

 興味深いのは，男子の場合，父親において抑うつ傾向が高いと，余りうそをつかないこと，食べるこ

とが止まらないことはない，というように，この二つについては，良い方に関連していた。ただし，父

親のうつ傾向が高いときには，正しいと思っても嫌いな人の場合にはその人の意見に従う確率が男子で

は低くなり，また，母親のうつ傾向は，過食や自信のなさという問題と思われる行動や意識と関連して

いた。 
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（　）内は％

父親と男子 父親の”抑うつ的気分”

低い 高い　

青34（エ）よくうそをつく あてはまる  146 (22.3） 4　( 8.7)

あてはまらない  509 (77.7) 42　(91.3)

あてはまる  114 （22.3） 3　 ( 6.5）

あてはまらない  541 (77.7) 43　(93.5)

あてはまる  464 (70.8） 24　(52.2)

あてはまらない  191 (29.2) 22　(47.8)

あてはまる  155 （23.7）  6 　(13.0）

あてはまらない  500 (76.3) 40　(87.0)

母親と男子 母親の“抑うつ的気分”

低い 高い

あてはまる  85　(14.0) 16 (26.2)

あてはまらない 521 (86.0) 45 (73.8)

青34（コ）自分に自信がある あてはまる 297（49.0） 19 (31.1)

あてはまらない 309(51.0） 42 (68.9)

表Ⅲ－４－11　父母の“抑うつ的気分”と関係のある男子の問題行動

青34（カ）食べることがとまら
なくなる

青34（シ）直接だと言えない
ことも，携帯電話やメールな
ら言えると思う

以上の分析はχ2で行い，p<0.05で有意になったものを報告した。人数が５名以下は，Fisherの直接法を使用した。

青34（ケ）自分の嫌いな人の
意見でも，正しいと思うとき
には従う

青34（カ）食べることがとまら
なくなる

  

 

 

２ 親の生育歴と子どもの問題行動との関係 

 子どもの調査項目の青少年 Q32(ア)～(シ)について，男女別，父母の成育歴別（左記は成育のままで

よろしいでしょうか。）のクロス検定を行った。まず，図Ⅲ－４－３と図Ⅲ－４－４の両方を見比べてみ

ると，親の生育歴が子どもの性別によって，影響する領域やその数が異なることが見て取れる。男子の

方に，良い面も含めて，親の生育歴と関連する項目が多く，女子の方には，ネガティブな方向にしか関

連していないことが分かった。（図は，χ２の検定で，p<0.05以下で有意であった項目の結果である）。 

 

（１）親の生育歴と女子の問題行動 

 母親からの影響よりも，父親からの影響の方が多いことが分かる。特に，父親において，一見肯定的

な生育歴かと思われる「親にどこかに遊びに連れて行ってもらったこと（保護者Q26(エ)）」や「親に本
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を読んでもらったり宿題をみてもらったりしたこと（保護者Q26(オ)）」があった父親の場合，そうでな

い父親よりも，娘は「過去の失敗をくよくよ考えることがある（青少年Q34(ア)）」，「親から体罰を受け

ることがある（青少年Q34(サ)）」と回答する割合が高いのである。後述するが，男子の場合に，父親の

生育歴におけるポジティブな経験が子どもにも良い方に関連していることとは対照的である。父親の場

合，娘に対しては，過剰な保護意識が働くのであろうか。そのため，実際にかかわる場合についつい，

命令口調になるのかもしれない。 

 また，父母ともに過去に「親から体罰を受けたこと（保護者Q26(ア)）」がある場合に，娘は「ひどく

怒ったり，乱暴をしてしまうことがある（青少年Q34(イ)）」，「親から体罰を受けることがある（青少年

Q34(サ)）」と答える割合が高くなる。これは，実際に，虐待家庭で多く見られることでもある（例，中

谷・岩井・中谷，2003）。一種の世代間での連関が娘に対して起きていることが分かる。つまり，自分が

体罰を受けて育った親は，娘に対しても，体罰を使いやすいのであろう。また，体罰を受けると，子ど

も側にとってはしかられることは理解できても，なぜ，それが身体的な暴力となって自分に降りかかる

のか納得できない気持ちがわきやすい。同時に，親に体罰を起こさせないように自分の欲求を押さえ込

むこともある。そのような心理的な状態は，知らないうちに我慢を不必要に課すことになり，そのよう

な理不尽な状況を他の場面で発散することがある。それが，こんなところでなぜ，と自分でも思うよう

な場面で怒りが爆発したり，乱暴をしてしまうという結果を招くことも少なくない。 

 母親の生育歴の「食事を与えられなかったこと（保護者 Q26(イ)）」とは，「万引きをした友達がいる

（青少年Q34(オ)）」と関連していた。小学生で繰り返し万引きをする子どもは，まず間違いなく，100％

近くの確率で，虐待されていることが推測できる。今回の調査では，本人に直接万引き体験の有無を尋

ねるわけにはいかなかったので，友達にそのような子がいるかどうかを尋ねることにした。ここに，自

分の経験が反映する可能性が高いだろうと推定したからである。実際，被虐待児の万引きは，自分の食

料や必要品を得るために行うことが多い。小学生の場合は，食べ物を十分に与えられていないことから，

万引きして，空腹を埋めようとする。今回，母親が食事を与えられないという不適切な養育を受けた背

景がある場合に，娘が友達に万引きする人がいると回答する率が上がっていることも，偶然の連関とは

言えないだろう。 

 同じく，母親の生育歴の「親にどこかに遊びに連れて行ってもらったこと（保護者Q26(エ)）」があっ

た場合に，娘は怒りのコントロールができない（青少年Q34(キ)）と回答する比率が高かった。これも，

一見，母親の生育歴はポジティブに見えるが，連れて行ってもらった，ということは，逆に考えれば，

子ども側の行きたいか行きたくないかは別にして，という部分も含まれているのだろう。そうなると，

子どもを統制することの一つの側面として，親が子どもに対して何かをする，ということも十分にあり

得るわけである。それは，子ども側に我慢を強いることなのかもしれない。結果，気持ちを押さえ込む

ということが，別の機会に反動として現れるという連鎖を娘に引き起こしかねないのかもしれない。 
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女子の問題行動　青34 親の生育歴　　保26

(ア)過去の失敗をくよくよ考える
（ア）親から体罰を受けたこ
と

体罰を経験した父母を持つ娘は，怒りのコントロール
がうまくいかない傾向にあった。

父親や母親が親から体罰を受けていた場合に，娘
は，今体罰を受けている確率が高い。

(サ)親から体罰をうけることがあ
る

（イ）食事を与えられなかっ
たこと

食事抜きを経験した母親を持つ娘は，万引きしたこと
のある友だちを持つ傾向が高かった。

(オ）万引きをした友達がいる
(ウ）父親が母親に暴力をふ
るっているのを見たこと

暴力を目撃して育った父親を持つ娘は，怒りのコント
ロールが苦手である傾向があった。

（キ）ひどく怒ったり，乱暴をしてし
まうことがある

（エ）親にどこかに遊びに連
れて行ってもらったこと

親に遊びに連れて行ってもらった母親を持つ娘は，怒
りのコントロールがうまくいかないようであった。

父親で遊びに連れて行ってもらった経験のある場合，
娘は過去をくよくよ考える傾向が高かった。

（オ）親に本を読んでもらった
り宿題をみてもらったりした
こと

本や宿題を親といっしょに行った父親を持つ娘が，親
からの体罰ありと報告する確率が高い。

親の生育暦と関連しなかった項目
（イ）ものごとに集中できない 父との関連

（ウ）犬，猫，鳥などをひどく傷つけたことがある 母との関連

（エ）よくうそをつく
（カ）食べることがとまらなくなる
（ク）いらいらすることが多い
（ケ）自分の嫌いな人の意見でも，正しいと思うときには従う
（コ)自分に自信がある
（シ）直接だといえないことも，携帯電話やメールなら言えると思う

図Ⅲ－４－３　父母の生育歴と女子の問題行動との関連

 

 

（２）父母の生育歴と男子の問題行動 

 男子の方が，父母の項目とより多く関連する結果となった。それだけ，男子が実は家族の状態に敏感

であり，影響を受けやすいということを示唆しているのかもしれない。 

 まず，ネガティブな影響の方を見ていく。父親の生育歴との関連から，父親が自分の親から体罰を受

けていた場合（保護者Q26(ア)）に，息子はものごとに集中できなくなる（青少年Q34(イ)）確率が高か

った。父親が母親に暴力をふるっていることを目撃してきた父親の場合，息子は，ものごとに集中でき

なかったり，動物をひどく傷つけることをする確率が高かった。 

 次に母親の生育歴で，父が母に暴力をふるっていることを目撃してきた（保護者 Q26(ウ)）母親の場

合，息子はよくうそをつき（青少年Q34(エ)），ひどく怒ったり，乱暴をしてしまうことがある（青少年

Q34(キ)）と答える傾向が高かった。親に遊びに連れて行ってもらった経験のある母親を持つ息子は，怒

りのコントロールができないことと，いらいらしやすいことを回答する傾向があった。 

 女子同様に，「ひどく怒ったり，乱暴をしてしまうことがある（青少年 Q34(キ)）」という項目と，親

自身が受けた不適切な養育が強く関連していることは注目に値するだろう。親は自分が受けてきた養育

形態をしつけだと理解している場合が多い。それが，今度は自分の子育てに取り入れられてしまう。よ

ほど，意識的にならない限り，この“身についた”しつけ方法を自覚化することは難しい。 
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 さらに，男子の場合，小動物へのいじめ（青少年Q34(ウ)）やうそをつく（青少年Q34(エ)），という

行動が，親の不適切な養育を受けた生育歴と関連していることが明らかになった。これらの男子の問題

行動は，虐待されているかどうかを見極める重要な指針ともなる。つまり，親が子どもについて回答し

ているのではなく，子ども自身の回答で，小動物へのいじめ，うそをつく，ということが挙がってきて

いることは，これらに「あてはまる」と答えた子どもたちは，虐待や不適切な養育を実際に受けている

確率が高いということである。 

 女子には見られなかった結果として，ポジティブな関連があった。「親に本を読んでもらったり，宿題

をみてもらったり（保護者Q26(オ)）」したことのある父親を持つ息子は，正しい意見であれば，嫌いな

人の言及でも従うと答えている（ただし，従うかどうかは本当に重要なことかどうかはまた，別だと筆

者は考えるが。）。そして，この項目に「あてはまる」と答えた母親を持つ息子は，自分に自信があると

答えている。母親は息子に対する方が，かかわりに重点を置いているのだろうか。 

  

男子の問題行動　青34 親の生育歴　　保26

(ア)過去の失敗をくよくよ考える
（ア）親から体罰を受けたこ
と

体罰を経験した父を持つ息子は，ものごとに集中でき
ない確率が高かった。

（イ）ものごとに集中できない
（イ）食事を与えられなかっ
たこと

(ｳ)犬，猫，鳥などをひどく傷つけ
たことがある

暴力を目撃して育った父親を持つ息子は，ものごとに
集中できない確率が高く，動物などをひどく傷つける
傾向にあった。

(ウ）父親が母親に暴力をふ
るっているのを見たこと

暴力を目撃して育った母親を持つ息子は，よくうそを
つく確率が高く，怒りをコントロールできない傾向に
あった。

(エ)よくうそをつく

（キ）ひどく怒ったり，乱暴をしてし
まうことがある

（エ）親にどこかに遊びに連
れて行ってもらったこと

親に遊びに連れて行ってもらったことのある母親を持
つ息子は，怒りのコントロールができない確率といら
いらいする確率が高かった。

親に遊びに連れて行ってもらったことのある父親を持
つ息子は，動物などを傷つけない確率が高く，過去を
くよくよ考えない傾向があった。

（ク）いらいらすることが多い

（オ）親に本を読んでもらった
り宿題をみてもらったりした
こと

本や宿題を親といっしょに行った父親を持つ息子は，
嫌いな人の意見でも正しいときは従う確率が高い。

（ケ）自分の嫌いな人の意見で
も，正しいと思うときには従う

本や宿題を親といっしょに行った母親を持つ息子は，
自分に自信がある確率が高い。

（コ)自分に自信がある 父との関連

母との関連

親の生育暦と関連しなかった項目
(オ）万引きをした友達がいる
（カ)食べることがとまらなくなる
(サ)親から体罰を受けることがある
(シ)直接だと言えないことも，携帯電話やメールなら言えると思う

図Ⅲ－４－４　父母の生育歴と男子の問題行動との関連

 

第３節 考察 

 本章では，親の抱える心身の問題や生育歴の背景と，子どもに見られる問題だと思われる行動や考え

との関連を中心に分析を進めてきた。社会変動の激しい現代を生きている親にかかる様々なストレスや
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プレッシャーは，親の心身の健康にマイナスの影響を与えているだろう。実際，父母の１割近くは抑う

つ傾向にあり，点数を見れば，まず間違いなく，治療が必要な，あるいは，治療を受けているだろと思

われる領域に点在する保護者も存在した。 

 養育に大きな影響を与える一つの要因が，自分自身の生育歴である。大まかに言えば，約２割の父母

が，何らかの不適切な養育を経験してきたことが分かった。この不適切な養育経験は，翻って，自分の

子どもとのかかわりを困難なものにする傾向がある。特に，自分自身が体罰を受けてきたこと（身体的

虐待にあたる），自分の父親が母親へ暴力をふるうことを見てきたこと（ドメスティック・バイオレンス

の目撃：以下，DVの目撃）というところに，１～２割強の父母が当てはまった。特に，実際に自分が受

ける体罰よりも，DVの目撃の方が深刻な心理的な影響を与えることが分かってきており（西澤，2001），

それは自分の心理状態の悪化であったり，自分が持った家族における関係性の機能不全という形をとっ

て現れたりすることがある。 

 このような父母の状況の中では，子どもはどのような状態となっているのであろうか。親の抑うつ傾

向が，子どもに与えるマイナスの影響は大変大きい。うつ的になると，子どもが必要とする世話やコミ

ュニケーション，気持ちの支えなど，基本的な安心感を伝えることが難しくなる。また，ささいなこと

でいらだったりしやすくなるので，子どもに対する小言，無視というマイナスなかかわりが増えやすい。

特に乳幼児期における親のうつ傾向は，様々な側面で子どもの発達に悪影響を与えることは分かってき

ている。 

 本調査においては，親の抑うつ的気分の状態は，親の性別と子どもの性別で微妙に影響が異なってい

た。女子の場合には，父親のうつは，感情制御に不全を引き起こすようであり，母親のうつは，過食と

いらいらする傾向を増加していた。男子には，父親の抑うつ的気分の方が多領域に影響を与えているよ

うだった。父親がうつ的であると，男子はうそをつかない，過食傾向にない，嫌いな人の意見には正し

くても従わない，直接だと言えないことも携帯電話やメールでなら言えるということはない，という行

動抑制的な傾向を見せていた。しかし，男子でも母親の抑うつ傾向は，過食傾向の増加，自分に対する

自信のなさという領域と関連していた。いずれにせよ，子どもは親の感情状態に大変敏感であることを

示している。 

 不適切な養育に関する親の生育歴も幅広く，子どもの行動に影を落としていた。虐待の連鎖といわれ

る「暴力的な親に育てられた人は，力で子どもをコントロールするようになる」という一般的な通念も，

単純に関連させた結果からはある程度，確認された。体罰経験やDVの目撃のある父母は，娘に対しては

体罰を使う傾向にあったが，息子の回答から，そのような親から体罰を受けているという関連は見られ

なかった。ただし，不適切な養育があった親を持つ男子は，うそをついたり，小動物をひどく傷つけた

りという行動的な問題を見せていた。また，男女ともに怒りのコントロールに現れる情動調整に不全を

来している様子がうかがえた。 

 親の心身の状態や生育歴は，家族の相互作用に影響を与える。そして，潜在的に子どもの中に，その

マイナス側面が蓄積されていく。これらを家族だけで解決することは大変難しい。閉じられた家庭にな

らないようなネットワークを社会に築き，難しい世の中を生きている親へも子にも，支援を気軽に受け
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られるような基盤の構築が望まれる。 
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