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第１部 シンポジウム「社会に訴える」 

    ～社会はひきこもりをどう理解し、どう支援すべきか～ 

    伊藤順一郎 国立精神・神経センター精神保健研究所 

                    社会復帰相談部長 

    川上憲人  東京大学大学院医学系研究科教授 

    齊藤万比古 国立国際医療センター国府台病院第二病棟部長 

高塚雄介  明星大学人文学部教授（臨床心理士） 

 

○川上憲人氏ご発言 

「わが国における「ひきこもり」の実態と関連要因： 

世界精神保健日本調査から」 

 東京大学医学系研究科で働いております、川上と申します。きょうは、たくさんの方に、

この安田講堂においでいただいて、ひきこもりに関する関心が高まっているんだなあとい

うことを、改めて実感いたします。東京大学といたしましても、皆さん方を歓迎申し上げ

ます。 

 私自身は残念ながら、ひきこもりの専門家ではございません。したがって、ひきこもり

について深くお話しすることはできませんが、日本の、こころの健康をいろんな側面から

研究して実態を明らかにするという調査チームの責任者をしておりました関係で、きょう

は私どもの全国的な調査から、ひきこもりがどのぐらいいらっしゃるのか、あるいは、ひ

きこもりというのはどんな状態なのかについて、わかったことを皆さん方にお伝えをいた

したいと思います。 

 きょうのお話ですが、ひきこもりの頻度とか関連要因など、どんなことが今までにわか

っているかを、簡単にお話しした後、私どもの調査──世界精神保健日本調査（World 

Mental Health Japan Survey, WMHJ）がどんなものかを御紹介して、それから、ひきこも

りの実態に関する研究──これは海外の雑誌に掲載されました。そして、ひきこもりの関

連要因に関する研究──これは、これから学術雑誌に出そうとしているものですが、これ

らでわかったものを、できるだけわかりやすくお話しいたしたいと思います。最後に、私

どもの世界精神保健日本調査から見た、ひきこもりの実態について簡単にまとめさせてい

ただこうと思います。 

 ひきこもりの定義につきましては、厚生労働省のガイドラインにも出ておりますように、
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自宅以外での生活の場が長期にわたって失われており、仕事や学校に行かず、また、家族

以外の方とほとんど交流しない状態が６カ月すなわち半年以上続いているという状態が、

定義となっておりますので、これを使わせていただいております。金吉晴先生が以前に福

岡県でされた調査では、高校１年から 20 歳代ぐらいの方で現在ひきこもり状態にある方が

1.27％──100 人に１人よりも少し多いような状態。また、過去にひきこもり経験があり

ますかと聞くと、2.5％──40 人に１人ぐらいの若い方が、ひきこもりの経験をされたと

いうふうにお答えになったというデータが出ております。ただ、これは福岡県のある市だ

けのことですので、日本全体でどういうふうな形になっているかというのは、私どもの調

査で明らかになったところです。 

 これまでのひきこもりの関連要因の研究結果では、例えば事前にいただいているご質問

の中にもありましたように、精神障害とひきこもりはどう違うのかという点については、

ひきこもりをされている方の中には精神障害の方も多いという研究もあるし、そうでもな

いという研究もあったりいたします。親御さんの社会階層については、低い社会階層のお

うちで発生しやすいということを書いているネット上の記事もございますが、どちらかと

いうと、社会的に成功されているお宅の方が多いんじゃないかということを齊藤先生ほか

が報告をされています。親御さんの養育態度に何か問題があるからひきこもりになるんじ

ゃないかというような視点からの研究も比較的多いです。虐待や、子ども時代のつらい経

験がひきこもりと関係するというような議論もされているところです。しかし本当のこと

は、まだ、よくわかっていないのが現状です。 

 私どもの世界精神保健日本調査は、ごらんいただいているような、日本じゅうのさまざ

まな地域の地域住民からでたらめに──でたらめにと言っては変ですが、そこの地域を代

表するように、例えば 1,000 人に１人とか 500 人に１人の方を、代表としてこちらで選ば

せていただきまして、その方のお宅に行って、面接をしてくるという調査です。我が国の

精神障害、つまり精神的な病気の調査としては、恐らく最大規模であろうと思います。ご

らんいただいているようにパソコンの中に面接票が入っておりまして、パソコンを持参し

て、相手の方とお話をしながら、相手の方の、生まれてから現在までの御経験を聞いて、

それをまとめるという、そういう調査になっております。これは厚生労働省からお金をい

ただきまして、実施させていただきました。この調査は、地域によって回答率がさまざま

ではございますが、最終的に 4,000 人の方からお返事をいただきまして、回答率は 55％─

─初めにお話を聞こうと思った方の半分以上の方が、この調査に参加をしていただきまし
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た。 

この調査の中では、ひきこもりセクションという質問の部分を設けておりまして、この

ような質問をいたしました。２つございまして、１つは御本人が 50 歳未満の方の場合、回

答者の方御本人に、これまでにひきこもりの経験が６カ月以上あったかどうか伺っており

ます。これに「はい」と答えれば、その方はひきこもり経験があったというふうにしてお

ります。しかし調査をしたいと言ったときに、ひきこもりの方は嫌だというふうにおっし

ゃってしまうんじゃないかという懸念がございましたので、回答者の方が、お子さんを持

っていらっしゃった場合には、お子さんにひきこもりの方がいらっしゃるかどうかという

ものも伺ってくるようにいたしました。多分こちらの方が、より正確にひきこもりの方の

数を示しているんじゃないかと考えております。この２つの質問の回答について、結果を

お示ししたいと思います。 

 まず、御本人自身のこれまでのひきこもり経験でありますけれども、ひきこもりを経験

された方は 1.2％、100 人に 1.2 人おられまして──これは 50 歳未満の方にしかお話を聞

いていませんけれども、50 歳未満の方では 100 人に１人ぐらいは６カ月以上のひきこもり

の経験があるということがわかりました。特に現在、20 歳代の方については随分高くて

2.4％。40 人に１人ぐらいが、これまでに１度は６カ月以上ひきこもった経験があるとお

答えになっていまして、金先生の結果とよく似た感じでした。皆さん方のご実感とも合う

でしょうか。特に男性では、女性に比べて４倍多くなっておりますので、男性で 20 歳代の

方になりますと、もっと、経験していらっしゃる割合は多いんだろうと思います。ひきこ

もりは一般的といいますか、随分多く経験されていることだというのがわかります。 

 ひきこもりの開始年齢は、15 歳から 19 歳ぐらいが一番多ございました。ひきこもりに

なった期間ですが、私どもの調査では６カ月から１年未満の方が一番多くて、長い方はだ

んだん少なくなるというパターンでありました。ほかの調査では、ひきこもりの平均期間

は７年とか８年とか、すごく長い御報告がありますが、私たちのように、地域に行って全

体的に調べてみますと、こういう短期で回復されるようなひきこもりの方も結構たくさん

いらっしゃるという結果になっております。これからの調査結果は、こういう１年ないし

２年以内のひきこもりの方を中心にしたような結果になっているということを、注意して

聞いていただいたらいいかと思います。 

 ひきこもりを経験された方に、ひきこもり中の御様子について昔を思い出していただい

て、伺いました。私たちが、関心があったのは、ひきこもっていらっしゃる方が、自分の
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状態を困っていると思っているか、それとも、まあこれでオーケーと思っているかという

点です。これについては８割ぐらいの方が、自分の状態は困ったというふうにお考えにな

っておりまして、やはり、かなり困って、ストレスフルな状態であるというふうに認識を

いたしました。 

 もう一つ、不登校のように、例えば学校や仕事に行きたいと思っているけれどもどうし

ても行けないんだという状態なのか、それとも自分が行きたくないから行かないんだとい

う状態なのかというのを伺ってみましたところ、もちろん行きたかったが行けなかったと

いう方もいらっしゃるんですけれども、行きたくなかったので行かなかったという方が一

番多くて、自分の動機、モチベーションが落ちている、あるいは、対人関係が怖いから、

そこに触れたくないといったように、御自身で行かないということを選択されている方が

多い印象でした。 

 ひきこもりが、精神障害と関係があるかどうかについては、私どもの調査では、統合失

調症、発達障害を除いて、いろいろな精神障害について、同時に面接で詳しく聞いて、診

断をつけております。また、何歳ぐらいから精神障害が発生しているかというのを伺って

おります。ひきこもり経験ありのうち 56％の方が、これまでに精神障害を経験しておりま

したが、精神障害なしの方も 44％ありました。半分ぐらいの方は精神障害の経験がござい

ません。精神障害がひきこもりの前にあった方は全体の３分の１ぐらい。ただ、ひきこも

りと同じ年に発生した方というのは、あまり多くなかったです。ひきこもりが精神的な病

気の症状の一部と考えるには、少し難しい印象のある結果になっております。 

 御家庭の社会経済状態については、むしろ高学歴の御家庭で、ひきこもり経験者が多い

ということになっておりました。子ども時代の経済的困難は余り関係はございませんでし

た。子ども時代の被養育体験や困難な経験についても伺いましたが、ひきこもりとは余り

関係がないという結果になっております。 

 もう一つ、現在、ひきこもり中のお子さんがいらっしゃいますかという質問に対する回

答ですが、こちらは 0.5％の方が、ひきこもりのお子さんがいらっしゃると回答しておら

れまして、大体全国で 23 万世帯にひきこもりのお子さんがいらっしゃるという結果になっ

ております。 

 以上を簡単にまとめますと、現在、ひきこもりのお子さんがいらっしゃる世帯は 23 万世

帯。ただ、これは下限値だと思います。恐らくもう少し多いのではないかと思っています。

６カ月以上のひきこもりを経験した方は、20 代では 2.4％、40 人に１人でありまして、一
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般的にと言っては言い過ぎかもしれませんが、ひきこもりはよく見られる状態であるとい

う結果でした。ひきこもりに関連する要因については、私どもの調査からは十分に明らか

にすることができませんでした。ひきこもり経験者の自己申告からは、人間関係や社会的

なかかわりについて回避したい、あるいは、そこに行く動機が十分に保てないという、そ

ういうふうな状態ではないかという印象を、私どもは持っております。精神障害がどのぐ

らいの割合を占めているかというのは、半分ぐらいかなあというふうに思っています。も

ちろん調べていない精神的な病気もありますので、十分に確かではありませんが、ひきこ

もりが精神障害の一症状であるという見方とは違った結果になっているデータでございま

す。 

 どうもありがとうございました。 

 

○高塚雄介氏ご発言 

 「社会はひきこもりをどう理解し、支援すべきか 

           ひきこもる若者の実態から」 

 高塚でございます。私は、ここにいらっしゃる３人の先生方とは違いまして、臨床心理

士です。医学的な観点もさることながら、現在のひきこもりの状態の中には、そうでない

人たちも相当数いるというところから、きょうは少し、見解を述べさせていただこうと思

います。 

 私は、過去 40 年近く、いろんな臨床現場で、いわゆるひきこもり状態にある人たちを見

てきましたけれども、1970 年代に私が接したひきこもりの人たちは、ここに書いてありま

すように、当時は、いわゆる司法浪人という人たちが、たくさんいたんですね。当時、司

法試験というのは、国家試験の中でも最難関中の難関とも言われていて、１回や２回受け

たぐらいじゃあ、なかなか合格しない。３浪ぐらいは一生懸命やっているんですけれど、

それを過ぎますと、途端に六法全書を開くのも嫌、本を見るのも嫌、気がついたら昼間か

ら部屋の中で布団にくるまって寝ていた。そういう若者たちが、ごろごろいました。今で

言うひきこもりと全く似通った状態にあった人たちです。 

 それから 1980 年代になると、アパシー・シンドロームというふうに呼ばれています。あ

るいはスチューデント・アパシーという言い方もあります。大学生や高校生などの中で、

どちらかというと偏差値のレベルが高いと言われている学校に入学したお子さんたちの中

で、突然、学校に行かなくなったり、やめてしまう。そういう若者たちが目につきました。
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アパシーというのは無気力ということです。私も当時、いろんな大学の関係者と意見交換

をしたり、研究調査なんかをやりましたが、このアパシー化していく若者たちというのは、

基本的に、その前の成績は優秀で、周りから期待されている、いわゆる優等生タイプの学

歴を持っているんですね。しかし高校や大学に行った途端に、その状況は変わって、前の

ような期待をかけられることもなく、また自分自身の地位も満足するものではない状態に

置かれるようになる。そういうところから、だんだん学業から遠ざかっていく。これがス

チューデント・アパシーと呼ばれている人たちだったわけです。この人たちの価値意識に

は優勝劣敗というものが強い。ある人は強者幻想にとりこまれているという言い方をして

います。自分が劣者の地位に置かれることが許せないのです。そして、その見せる状態と

いうのは、先ほどの司法浪人なんかと同じ、ひきこもりの状態になるわけです。 

 ただ、ここまでのひきこもりというのは、私たちも、それなりに理解しやすかった。そ

こに書いてありますように、いわゆるエリート志向とか、あるいは上昇志向というのが見

え隠れしているんですね。日本の社会で競争原理がいち早く持ち込まれたのが学校社会で

はないかと言われています。今は一般企業社会が競争原理で当然のこととされていますが、

まだまだ当時の学校社会ほどではないと思いますね。学校社会における学歴偏重、偏差値

重視というのは、物すごい勢いで、急速に広まっていって、いわば、そのはざまに落ちこ

ぼれていく人たちが、こういう形のひきこもり状態になったと言える。 

 ところが 1990 年代後半になってくると、特に背景要因が明確にならない、いわゆるエリ

ート志向でも上昇志向でもない、ごくごく普通の若者たちが、同じような状態を見せるよ

うになってきた。そこで私たちとしては、ここに何が起こっているんだろうかということ

が、いわゆる関心の的になってきたわけです。実はこの 1990 年代の半ばに、ある一つの事

件が起こっています。それはどういうことかというと、当時、日本じゅうを震撼させた、

カルト集団と呼ばれているものがあって、そこに多くの若者が結集していました。今、私

は、ひきこもりをずっと調べていくと、あの集団の中に、実は、ひきこもりの原初形態が

存在していたんじゃないかという認識を持っています。つまりあのとき、いわゆるひきこ

もり系の若者たちが、ひきこもる場所として、あの集団を選んだ。そこに一つの大きなか

ぎが隠されているような気がいたします。 

 ひきこもりガイドラインによると、生物学的側面、心理的側面、社会的側面というふう

には書かれているんですが、いま一つ、その心理的側面が何であり社会的側面が何である

のか、それに対応する施策はどうあるべきか、ということが十分には語られていないとい
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う印象を持っております。 

 実は私は、平成 19 年度から今年度にかけて、東京都の委嘱を受けまして、東京都におけ

るひきこもりの実態調査をしてまいりました。その結果を、最初にまず、ちょっと報告し

ておこうと思うんですが、東京都の調査によると、私たちがあらかじめ同定していた、ひ

きこもりに該当する若者というのは、約 0.72％出現しました。東京都における１５歳～３

４歳の対象年令層に合わせると、大体２万 5,000 人という数字が出てきます。 

 ところが、この調査をやってみると、実際にはひきこもっていないんだけれども、その

意識傾向の中で、「ひきこもる人たちの気持ちがよくわかる」とか、「自分も時々ひきこも

りたいと思ったことがある」と回答した一群がある。なおかつ、その意識面を見ていくと、

いわゆる健常者と呼ばれている人たちとは違って、むしろひきこもりの人たちと全く同じ

ような傾向を示す。しかも、よくよく調べていくと、その人たちも６カ月以上の長期にわ

たるひきこもりは経験していないけれども、時々、いろんな場面から遠ざかっていって、

いわゆるひきこもり状態になることを繰り返しているような人たちなんですね。 

 私たちは、この人たちを、ひきこもり親和群と名づけました。これが大体 4.8％。東京

都の実数に合わせると 16 万人存在することがわかってきました。この種の調査というのは、

常に下限値が出てきますから、どう見ても、ひきこもりないしひきこもり親和群に相当す

る人たちが、東京都内だけで 20 万人ぐらいはいるだろうというのが、私たちの推測になり

ます。ただ、このひきこもり親和群は、圧倒的に女性が多いのと、それから 25 歳以下が多

いということが判明しています。 

 この調査をもとに、実はこのひきこもり親和群に相当する人たちというのは、中学生、

高校生、大学生の中にも相当いるのではないかということで、今年度、調査をしました。

そうすると、大体、どの学校にも５％から 10％の範囲で、このひきこもり親和群が存在す

る。全体を平均しますと 8.5％になるんですね。この 8.5％の人たち──最大に見積もって

10％前後の人たちが放置されていくと、やがてひきこもりになるという可能性は高いので

はないかという推測が成り立つわけです。ただ、この中には、最近クローズアップされて

います、いわゆる発達障害系の人たちも含まれている可能性はあります。そこまでは詳し

く調べておりません。ただ、しかし、文部科学省などで発表している発達障害のパーセン

テージから見ても、それよりもかなり多いということがわかります。あわせて、このひき

こもり親和群ないしはひきこもりの人たちに対して、精神科医が中心になって自我水準を

調べていく調査を行っています。そうすると、自我水準傾向度というものを見ていくと、
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必ずしも悪いわけではない。つまり健常者に極めて近いという結果が示されているんです

ね。そうなってきますと、やはり、ひきこもり化しやすい人たちの中には、もちろん背景

に障害や病理を抱えている人たちが多数いることも事実かもしれないけれど、そうでない

人たちが相当数いることがわかってきます。 

 少し刺激的なことを申し上げますと、よく、不登校とひきこもりを同列に並べて論じら

れる中で、不登校やひきもりはだれにでも起こり得るという言い方がされることがありま

す。しかし私どもは、こういう調査をやってみて、必ずしもそうではない、むしろなるべ

くしてなった人たちが多いのではないか、と。なるべくしてなったというのは、親自身の

個別の育て方の問題というよりも、現代社会における、ある流れというものが、こういう

ひきこもり化を促進する背景を持っているという認識を持っています。したがって、これ

は、十分に、今後、予防が可能な存在であるというふうに言っていいだろうと思います。 

 この、ひきこもる人たちの面接調査などをやったり、あるいは私も、ひきこもりの人た

ちの面接を過去に随分しましたけれども、共通して浮かび上がっているのは、こういうこ

となんです。よく、今の若者は自尊心がない、自己肯定感がないということが、意識調査

などでは示されることがあります。ところが、私どもがこういうひきこもりの人たちに会

ったり話を聞いていると、必ずしもそうではない。多くの人たちが、自分に対するこだわ

りを持っている、そういう人が多いということが判明するんです。つまり、「自分はこれが

やりたいんだ」とか、あるいは、「これができるんだ」とか。そして、それを何とかして実

現したい。ある意味では、それはプライドにも近いものです。その分だけ、人から指示さ

れたり命令されることを嫌うところがあります。これが一つの、ひきこもり系の人たちの

特徴の中に見られる。しかしその反面、その、自分の抱いているこだわりを貫くだけの自

信は持っていない。だから、それを人前にさらけ出すことには物すごく抵抗を持っている

んですね。人にそれを示したらばかにされるんじゃないかとか、あるいは、もしそれが実

際に実現できなかったときは、もっと屈辱的な目に遭うんじゃないか、そういう認識を持

っている人が多いです。つまり人の評価とか批判を物すごく警戒している。 

 同時に、これは今の若者一般に共通する傾向なんですが、人間関係というものに対する

警戒心や不安感を抱いていることがわかりました。つまり、多くの若者たち、これはひき

こもりの人たちに限らず、みんなが一様に答えた、私どもの東京都の調査では８割方、つ

まり健常者を含めて、その人たちは、こういうことを言っているんです。「人と争うことは

したくない」、「人と対立することは避けたい」。となると、自分へのこだわりがありながら、
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そのこだわりを貫くだけの自信もなくて、なおかつ人と争うことを避けようとすれば、身

動きがとれなくなることはわかりますね。その結果、どうするかというと、自己完結的世

界へと埋没をしていく。そしていわゆるひきこもり状態になっていく。多くのひきこもり

の人たちは、こういうことを言います。「これは自分が決めたことなんだから他人からとや

かく言われたくない、ほうっておいてくれ。」そういう言い方をしますね。「もし、ここか

ら出るとすれば、自分で決める」と。つまり彼らは、そのことによって自己決定という現

代社会の使命を、辛うじて満たしているという認識を持っている人も少なくないというこ

とです。 

 なぜこうなるかということで、私たちは一つの仮説を立てました。今の子どもから若者

に対しては、私たちは小さいときから自立を要求します。その自立には自分へのこだわり

というものがあります。これは近代的自我と申し上げていいかもしれない。それは、どう

いう形であらわされるかというと、親からも先生からも、しょっちゅうこういうことを言

われています。自分を大切にしろ、自分のやりたいことをやればいい、他人に頼るな、甘

えるな。そして自己決定、自己責任が大事だ、と。こういう言われ方をして育てられた今

の若者たちは、その部分は確実に刷り込まれていると申し上げてもいいかもしれない。そ

こがやはり、この人たちの、ある意味では身動きのとれなさをつくり出している結果をも

たらしている。 

 ひきこもっている若者たちの多くについて、その面接などをやっている人たちから聞か

されるのは、まじめだということです。つまりまじめというのは、ある意味では融通がき

かないということを言われます。そして、その一方で、なぜそんなに人間関係にこだわる

かというと、これは今の子どもたちの子育て状況の中に、いわゆる二者関係と呼ばれる、

人間関係の基本となるものが十分にはぐくまれていない。二者関係というのは、喜びと悲

しみを共有する世界というふうに置きかえられるといいと思います。つまり、人と一緒に

何かをやることで、自分一人ではできなかったことができる喜び。と同時に、人と一緒に

やることで、自分一人でやればやれたことが、そのようにはできなくなる悲しみ。その２

つを体験することが、人間関係の基本として大事なんですね。 

 ところが、今ふえている過保護とか過干渉というのは、その喜びと悲しみを共有するよ

うな体験を十分にはぐくんでいない。さらに今の少子化状況の中で、兄弟姉妹関係は少な

く、あるいは地域社会におけるギャングエイジ集団も少ない。そういうところで人間関係

を学習する経験が不足し、未熟なまま大人化していく若者たちが多いですね。この自分を
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大事にしたいという考えと、他人と仲良くしなければいけないという二つの感覚が、ここ

ろの中でバッティングを起こしている。乖離してしまいかねない。そして学校時代は何と

なくやれているけれども、学校を一歩出た途端にそれがやれなくなる。実は今回の調査に

際して、登校拒否、いわゆる不登校とひきこもりとは関連するんじゃないかというふうに、

私たちも認識していたんですが、これは確かに関連する部分はあります。しかしそれは全

体の中の 19％でした。５人に１人です。 

 むしろ、ひきこもり親和的な心理状態が募っていた人たちが、早くも中学・高校時代に

あらわれたときに、それが不登校となっていく。この人たちは、きちんと対応しないと、

そのまま大人化していってひきこもりになっていくことが十分に想定されるということが

考えられます。ですから、不登校がすべてひきこもり化するわけじゃない。単に遷延化し

てひきこもりになるわけではなくて、ひきこもり親和性を早くにはぐくんだ子どもたちが

不登校状態になって、それが長期化するとひきこもりになっていく。多くのひきこもりは、

高校、大学、中には大学院を卒業している者もいました。そして、一たんは就職するんだ

けれども、そこで人間関係につまずいたりして、だんだんと後退していって、大体 25 歳前

後で完全なひきこもり状態になっていくというのが、この調査の結果で明らかになったと

ころです。 

 この辺のところが、私たちの認識の中に取り込まれていることを御報告させていただき

ます。時間になりましたので終わります。 

 

○伊藤順一郎氏ご発言 

 「ひきこもり状態にある人々の支援：地域においてまずできることは何か」 

 よろしくお願いします。私の話は、支援をする側としてどういう支援が必要かというよ

うなお話なんですが、きょうは比較的、行政関係の方に焦点を当てているようなお話をさ

せていただきます。 

 高塚先生から丁寧にお話しいただいたので、私はうんと端折りますが、ひきこもりとい

う状態のとらえ方を先にお伝えしますと、いろんな要素があるとは思うんですけれども、

このひきこもりの状況は、広い意味でのこころの健康の問題というふうにとらえることが

できるのではないかというのが私のスタンスです。 

 それは高塚先生がおっしゃったような仕組みもあるかもしれませんし、それ以外の要素

もあるかもしれませんが、何からひきこもっているのかというふうにとらえると、それは、
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例えば学校という集団であったり、働く場という集団であったりしますので、やはり人と

人との関係からひきこもっていると言わざるを得ないのではないかというふうに思います。 

 どうしてひきこもるのかというふうに言われれば、先ほどの自尊心云々の話とも関係あ

るかもしれませんが、御本人にとっては、例えば自分の長所とか能力とか、そういうもの

を生かせる関係性というのが、今いる場では失われてしまった──そんなふうに感じてい

て、そこからひきこもるという対処をすることで、自分がもっと破滅的な状況になること

を防いでいる、そんなふうな心性になっているのではないかと思います。 

 同時に、この問題の少しややこしいことは、ひきこもるということは、自宅を主にその

居場所とするわけで、その居場所とする自宅の中で御家族との間にいろんな葛藤が生じる

ことが多いです。御家族自身も、このひきこもりという問題に関しては、なかなかほかの

方に相談することができなかったり、あるいは相談していい問題なのかということがわか

らなかったりして、御家族も困難の度合いを深めているということが一つの特徴だと思い

ます。そういう意味で、家族の方も含めての支援ということが、とても大事だというふう

に思います。 

 ３番目に、そういう状況だとして、じゃあ、どうなることが回復なのかというふうに考

えた場合に、こころの健康というふうに言いましたので、この、こころの健康が回復する

という、そういう枠組みになるとは思うんですが、でも、それは同時に、回復することに

よって地域社会の中で役割を見出していくということを含んでいます。つまり、安心でき

る居場所を見つけ、人との交流の場を見つけ、それから学ぶ場とか働く場とか社会に貢献

する場、そういうものを見つけていくというプロセスになります。それが１人の力、ある

いは御家族との力だけでできれば、それはとてもその人に力があるということになると思

うんですが、なかなかそうならない場合がある。そうすると、それに対する支援というこ

とを考えた場合には、単に心理的な支援だけにとどまらず、働く場につながる支援であっ

たり、あるいは学ぶ場につながる支援であったり、そういうものが必要になってくる。そ

れゆえ、例えば医療とか福祉とか、そういう単純なサービスだけでは、なかなかサポート

ができないというところの問題があると思います。同時に、御家族への支援ということも、

そこに含む必要があるので、そういう意味では支援が、いわゆる包括的なものになる必要

があるというのが、この問題への一つの処方せんだと思います。 

 現在の支援体制の問題点ということですが、時間が限られていますので、うんと絞った

話をします。東北のＳ市というところに、私がフィールドとして入らせていただいて、調
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査をさせていただきました。このＳ市は、決して不活発な町ではなくて、かなり福祉とか

保健とかに対して力を入れている町でありますが、このＳ市の強みということを、まず考

えますと、不登校とひきこもりのつながりというお話がありましたけれども、このＳ市で

は、義務教育年代の、つまり不登校と呼ばれる状況においては厚みのあるサポートがたく

さんありました。 

 例えば窓口は、中学校や小学校の先生方が、かなり熱心に、例えば不登校になったお子

さんのサポートのために、どういうところがありますよというあたりを、親御さんや御本

人に、丁寧に紹介したりしていました。特に教育関係の支援では、適応指導センターであ

るとか適応指導教室であるとか、学ぶ場ではあるけれども、結構緩やかな枠組みで、居場

所の機能も持っているようなところ、時には家庭への訪問活動も行うようなところが豊か

でした。進路相談なんかも結構やっているんですね。 

 と同時に、子ども相談支援センターという、Ｓ市独自のところも教育関係で持っていま

して、これは適応指導教室にもなかなか行けないような状況のお子さんもいて、そういう

方々のための、長期にわたる相談支援機能を持っているところでした。あるいは暴力や虐

待などが厳しいお子さんに対しては児童相談所、それからメンタルヘルス、つまり精神医

学的な問題がかなり中心になりそうですと、親子こころのクリニックとか、精神保健福祉

センターとか、そういうところが機能しているし、ＮＰＯや社会福祉法人の中で、ひきこ

もりに対して熱心に取り組んでいるところがありまして、そこがかなり大きなサポートを

提供していました。 

 ところが、高校生年代以降になってしまいますと、今の機能が大分減ってしまいます。

例えば、窓口は高校になったり、あるいはサポート校というのもあるんですが、そういう

ところは、そこで把握した、例えばひきこもりという問題について、ほかの支援を仰ぐと

いうための窓口としてはどうも機能していないようでした。教育関係は、義務教育で活発

だった適応指導センターや適応指導教室は、この年代では働かない。辛うじて子ども相談

支援センターが継続的な支援を、これは熱心にやっていました。それから、やはり児童相

談所も 18 歳までですので、余りアクティブにはならなくて、発達障害の相談支援センター

と精神保健福祉センター、何よりＮＰＯや社会福祉法人にかなりの部分を頼るということ

になっていました。 

 もう一つは支援の方法なんですけれども、どうしてもマンパワーの限界があって、通所

型の、来てくれたらサポートしますよという、そういう支援は多いんですけれども、こち
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らから出かけていってサポートを出前しますよという、そういう支援は少なかった。それ

からサポートするための人づくりということでも、まだまだ課題があるということがござ

いました。これはＳ市だけの課題ではなくて、恐らく日本のどの行政機関においても、こ

ういう似たようなことがあるのではないかなあと思いました。 

 そこできょうの提案でありますけれども、まず、できることは何かといった場合に、そ

れはいろいろあるんでしょうけれども、今言ったような状況で考えると、やはりひきこも

りの状況が長期化してしまったところからの救援というかサルベージというのは非常にエ

ネルギーがかかるのではないか、と。こういうふうに考えますと、急に義務教育年代から

その次の年代にかかるところでサポートの量も質も、どうしても減ってしまうところを何

とか補うことで、つまり早期支援というものをもっと充実させることで、失われた時間を

短くする。ひきこもりの時間が全くむなしくて乏しいとは言えないという考え方もあるか

もしれませんが、しかし、また社会に参加するということを念頭に置いた場合には、そこ

に行くまでの時間を短くするということが重要ではないかと、そんなふうに思って、そこ

の遷延化させないところに対策を集中させるのが重要ではないかと思いました。 

 例えばですけれども、今、高校やサポート校が窓口にならないというお話をしましたが、

そこに何らかの窓口機能が働けるようにできないか。例えば学校の先生であるとかスクー

ルカウンセラーという方がいらっしゃいますけれど、そういう方々に、ひきこもりに関す

る研修をしていただいて、窓口機能をもっと働かせるようにしてはどうかとか。あるいは

ホームページに情報公開するとか。一番下に書いてあるのは、中学を卒業するときには不

登校の子どもたちでも、結構、進学という形で高校に就学することが多いんですが、一た

ん行った高校で、果たしてうまくいっているかどうかのフォローアップというのは、なか

なかできていない。そのフォローアップをして、困っている場合には何かのサポートにつ

なぐということができるだけでも、随分、支援を受けられる方が多いのではないかと思い

ます。何より、支援というものに結びついていなくて、どうしたらいいかよくわからない

まま数年が過ぎているという方が非常に多いような印象を持っているわけで、このあたり

への対策としては今のようなことを考えました。 

 それから教育系で言いますと、適応指導教室に通えるということ自体も、一つの能力が

必要になりますので、そこですべてが解決しないにしても、それの高校生年代向けのもの

があってもいいのではないか、と。そうすると高校生年代で、サポート校や学校とはまた

違った場所でのサポートを受けられる方がふえるのではないか。あとは若者就労支援セン
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ターとかもありますが、もう一つ強調したいのは、障害者自立支援法という、身体障害の

方や知的障害を持っている方や、あるいは精神障害を持っている方のための法律がありま

す。その人々のためのサポートのシステムは、ひきこもりの方々へのサポートシステムよ

り結構豊かに、各市町村の中にできつつあります。そうしますと、それをうまく活用して

いくということができないだろうかということです。例えば居場所として地域活動支援セ

ンターという場所があります。あるいは仕事につなげるための就労移行支援事業というも

のがあります。こういうものを、ひきこもり状態にある方々に、うまくつなげるような─

─これは実は、手続きが結構難しくて、福祉の手帳をとらなければいけないとか、医師の

面接を受けなければいけないとか、そのあたりのバリアが高くて、ひきこもり状況にある

方々には、なかなか使い勝手が悪いという評判があるんですが、その辺をもっとうまくで

きないだろうかということです。 

 国は 2009 年度から、ひきこもりの地域支援センターというものをつくりました。あるい

は、ここには書いてありませんけれど、若者サポートステーションというようなものもつ

くりました。そういう、ひきこもりの方、あるいはニートの状態になっている方々へのサ

ポートの仕組みというものを、新しい制度としてつくっています。それを今あったような

制度につなげていくことができるといいなあというふうに思うんですが、そのときに、何

よりも、先ほどから言っている家族支援とか、あるいは出前のサービスであるアウトリー

チのサービス、こういうことができる人を、いかに育てるかということは今後の課題のよ

うな気がします。やはり通所してくるのを待っていて、そこで支援するというサポートの

あり方をしている限りは、なかなか、今問題になっているようなことに手は届きにくいの

ではないかと思います。 

 最後の問題としては、出口としての就労支援です。ひきこもりの状況から回復していく

といったときに、仕事についてお金を稼げるということは、一つの大切なスキルとして、

やはりあるだろう、と。この出口の就労支援を、どう充実させるかなんですが、下に書い

てあるような、若者就労支援センターとか、地域若者サポートステーションとか、こうい

う、ニートの方々とか若者の方一般に向けての支援は、もちろん今、できつつあるんです

が、それに加えて、せっかくこの、こころの問題ということでとらえたとすれば、精神障

害を持った方々へのサポートとしてある、例えば障害者雇用の制度であるとか、あるいは

障害者自立支援法の中のさまざまな就労支援の制度も使っていくことができるのではない

か、と。こういう、今までにあるものを、いかに使い勝手よくしていくかということに頭



 15

を使ってシステムをつくっていった方が、新たなものをつくるよりは、より早く効率的な

ものができるのではないかなと、考えています。 

 今まで言ったことをまとめますと、高校生年代以上の人々がアクセスしやすい仕組みづ

くりをしていく。しかも、まだ 10 代の後半から 20 代の前半ぐらいまでの方々に対するサ

ポートをいかにつくっていくかということに絞ることが重要ではないかということが、き

ょう述べたことです。従来の支援の内容を少しだけ広げることであったり、制度の柔軟な

活用を可能にすることであったり、あるいは若者サポートステーションみたいな新たな取

り組みについての情報をどんどん普及していくことであったり、そういうことが一つ必要

になるかと思います。 

 そんな中に、実は医療もサポートの一端を担うということは、今後また出てくると思い

ます。これは私とか齊藤先生とかが国府台病院でやっているものなんですけれども、病院

のスタッフが、病院で待っているだけではなくて、多職種のチームをつくって訪問をする

ということを始めました。唯一、データがあるんですけれども、グラフで示しますと、こ

れは、そういうサポートをすることで、外出できる回数とかふえていくというデータです。

これですべてが解決するわけではないですが、一つの、ひきこもりからの回復の最初の一

歩に貢献するということができるのではないかなあということです。 

 最後のスライドですが、窓口を多くきちんと持つということ、それから多職種・多領域

をつなぐネットワーカーを育てていく。また、制度を弾力運用する。それから、ゴールと

しての社会参加を見据えた、働く場や技能を学ぶというものを明確にする。このあたりを

一つのシンプルな鍵として活用していくことができたらというふうに思います。 

 御清聴どうもありがとうございました。 

 

○齋藤万比古氏ご発言 

 「「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン（案）」について」 

 私は今回、厚生労働省の３年間の研究補助を受けまして、伊藤先生たちが以前につくら

れたガイドラインの、現代への適用といいますか、そういったことを目指したガイドライ

ンを作成させていただきまして、それがほぼ完成しておりますので、概要をお話ししたい

と思います。 

 我々が作成しましたガイドラインは、最初に定義・出現率・関連要因といったような、

ひきこもりという現象の概念を明確にする、幾つかの指針を示すための部分です。その次
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に、評価に関する部分です。この評価に割と力を入れたというところも、今回の特徴では

ないかと思っています。評価に続いて支援に関する指針を幾つか出させていただいており

ます。それから最後の部分に、このガイドラインの今後の課題を記した部分があります。 

ひきこもりの定義を定めるにあたり、私たちは不登校の中核群をひきこもりに含め、子

どもから成人まで生じうる現象ととらえたいと考えました。「不登校＝ひきこもり」でない

ことは明かですけれども、不登校の中核群からひきこもりへつながっていくケースもそれ

なりの数で存在することから、そのようなリスクの高い不登校の中核群については、早い

段階からひきこもりと同一の問題と考えて支援していくことを提案しました。 

 新しいひきこもりの定義は、「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）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。」と

しました。 

前半はこれまで用いられてきた定義とほぼ同じ規定で、６カ月以上にわたって、おおむ

ね家にとどまる状態をひきこもりとしているわけですが、後半は我々のガイドラインの特

徴といってよい新しい部分です。「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」という文章がそれです。なぜわざわざこんなことを言うのかとお感じかもしれま

せんが、これは一線の実践家が実際に支援をしていく上で、ここのところを見逃している

ことが少なくないということと、精神病性の障精神害に罹患している人を適切な治療に向

けることなく見逃していることはあってはならないということを示すために加えた文章な

のです。さらには、ひきこもりは非精神病性の現象を基本として指している概念であるけ

れども、広い意味での精神障害ではないことを指してはいないということ、つまり精神障

害との関連は深いということを前提にしている定義にもなっています。 

 ひきこもりの当事者ですが、おおむねどのぐらいおられるのでしょうか。川上先生が先

ほど触れられたような、すぐれた信頼性の高い、しかも比較的新しい疫学的研究の結果が

存在しますので、私達はこれを基本的な出現率の指針としてガイドラインに記載させてい
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ただきました。詳細は既に説明がございましたので避けますが、我々は 0.5％という、ひ

きこもり状態にある子どもを持つ世帯の比率に注目しまして、平成 18 年３月現在の住民基

本台帳によれば 25 万 5,510 世帯──１世帯に２人いらっしゃる御世帯は、そうはないと思

いますので、少なくとも 25 万人以上のひきこもりの方が現在おられると推定できます。 

 このガイドラインでは「ひきこもりはメンタルヘルスの問題である」ということを明確

に述べております。そして、ひきこもりの背景にある個々の精神障害の特性を把握するこ

とを評価の中心に据えるべきだと提案させていただきました。ただし、ここで言う精神障

害というのは、ＤＳＭ-ⅣやＩＣＤ-10 に含まれているすべての精神障害のことであり、非

常に広い意味で精神障害という言葉を使っていることを御承知おきください。 

 そして、これは我々の、そのような指針を出す根拠とした研究は、この後のパネルディ

スカッションのコーディネーターでもある近藤先生によるものです。ほとんどの精神保健

福祉センターを相談に訪れた方に診断がつくという、図 1のような結果を根拠にしており

ます。ご覧のとおり、四分の一強が発達障害という数字にまず驚かされます。この多くが

広汎性発達障害であるとされています。続いて五分の一ほどの不安障害とパーソナリティ

障害、六分の一ほどの気分障害と続いております。精神病性障害、この大半は統合失調症

ですが、ご覧のとおり 8％ほどにおりました。ひきこもりとしてくくられた中に統合失調

症が存在するということを明らかにした結果だと思われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1　精神保健福祉センターひきこもり相談来談事例の精神医学的診断

発達障害

27%

不安障害

22%
パーソナリティ障害

18%

気分障害

14%

精神病性障害

8%

その他

5%
適応障害

6%

（近藤直司,2009より改変）

来談事例125ケースから得たDSM-Ⅳ第Ⅰ、Ⅱ軸診断の総数170個。上記％
は全診断数中での比率。
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 さて、ひきこもりの支援ですが、ひきこもりの支援は多次元的・総合的な支援システム

が必要だということを、我々のガイドラインは指針として示しております。そのような支

援の全体を１機関だけで背負えるはずがないということを基本として心得たうえで、地域

連携ネットワークを設置すべきだと提言しています。 

 ガイドラインではひきこもりに対する支援の構造として、支援者は３つの次元の支援を、

重層的に同時進行させるべきものとして常に視野におさめておくべきではないかと提案し

ています。第１の次元は、ひきこもりの背景にある精神障害（発達障害とパーソナリティ

障害も含む）に特異的な支援を提供する次元です。第２の次元は、御家族を含む、御本人

を取り巻くストレスの強い環境の修正や、支援機関の掘り起こしといった環境的条件の改

善に取り組む次元です。そして第３の次元は、ひきこもりが意味する思春期の自立過程（こ

れを幼児期の“分離‐個体化過程”の再現という意味で“第二の個体化”と呼ぶ人もいま

す）の挫折に対する支援を提供する次元です。背景にある精神障害（例えばうつ病性障害）

を治し、環境も改善したのに、なぜかひきこもりは止まないという事態はひきこもり支援

でごく普通に出会うものです。これは、ひきこもりの当事者がひきこもっている期間の間

に失った自立過程の挫折体験の衝撃の大きさと克服することの困難さを想定する以外に理

解し難い事態です。どうしても、この衝撃とその結果としての手痛い挫折感を越えるため

に、ひきこもり状態と社会生活との間の橋渡し機能を辛抱強く果たす支援が必要なのです。

この３つの次元を包括した支援がひきこもりに必要な支援なのです。 

 具体的にいえば、支援はまず地域連携ネットワークづくりから始めるべきではないかと

提案しております。地域連携ネットワークとは、機能的に言えば図 2のような模式図であ

らわすことができます。まずネットワークを統括するコーディネート機能を持つ事務局が

あり、実際に支援を行う各専門機関（ＮＰＯも含めて）があり、各機関の実務家が集まっ

て検討を行うケース・マネージメント会議があります。これらを有機的に組み合わせ、機

能させることで、複数の機関が１事例への対応を丁寧に検討するということはそれだけで

も非常に重要な支援になります。ガイドラインは支援の指針の第一に、地域にこのような

ネットワークを設置すべきであるとしました。 

 

 

 

 



 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 支援の指針の二番目として家族支援が重要な支援であることをあらためて強調しました。

家族だけしか来談できない状況に対してどのような相談に応じるべきかという指針を示し

ました。それら 2つの課題に答えた後に、ガイドラインは当事者への直接的な支援につい

て、まず基本的にその全体像を把握しながら、社会への復帰に対する細やかに設定された

段階に応じて支援を提供すべきであるとしました。支援者は当事者の置かれた条件の全体、

当事者自身の心性の全体、そしてその経験の全体を把握し理解しようと努めなければなら

ない、その上での支援でなければならないという提案です。 

 ひきこもりの支援というものは、図 3で示すような各段階の進行に沿って細やかに順序

立てていくことが非常に重要です。家族支援、当事者支援、そして訪問型の支援を組み合

わせて、当事者がこの段階を確実に前進していけるよう支援すべきと考えました。図 3は

あくまで基本的組み立てを表わしたに過ぎませんが、家族支援が中心となる「出会い・評

価段階」、次いで当事者本人が支援の場に現われる「個人的支援段階」、それから「中間的・

過渡的な集団との再会段階」、そして最後に「社会参加の試行段階」を置きました。その向

こうに真のといいますか、実際の社会参加あるいは社会復帰があると想定していますが、

支援としては主としてこの 4段階を経ていくことが活動の主舞台ということになります。 

 

 

図2　ガイドラインが推奨する連携ネットワークの機能と構造
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（運営委員会）
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処遇検討機能

事例事例
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 出会い・評価支援段階では、この段階から当事者本人が登場する場合もありますが、そ

の場合であっても、まずこの段階は当事者の特性に関する評価に取り組むと同時に、家族

がきちんと支えられなければなりません。家族が落着き、腹を据えてくる頃、しばしば当

事者が参加するようになります。個人的支援段階が始まるわけであります。このような支

援が進行すると、多くの事例で当事者が外の世界への関心を示しはじめます。そして実際

に最初に出ていく世界というのは、不登校であるなら居場所を提供するＮＰＯであったり、

学校の中に位置づけられた適応指導教室であったりするわけですし、青年期以降のひきこ

もりなら公的・指摘を問わず就労に向けた支援の第一段階として同じひきこもり当事者が

集まる居場所ということになりますが、いずれにしろこうした橋渡し機能を持つ中間的・

過渡的な集団とまず出会うことが長期にわたるひきこもり期間を持つ当事者にとっては必

須となります。これが中間的・過渡的な集団との再開段階です。この中間的・過渡的な段

階を通過して初めて就労支援等の現場に顔を出す社会参加の試行段階が開始します。 

 この支援において私が強調しておきたいことは、例えば個人的支援段階に入ったとき、

前の段階の中心的支援であった家族支援を絶対にやめてはいけない、継続しなければいけ

ないし、中間的・過渡的な集団活動が中心になったとき、前の段階で進行していた当事者

と支援者の１対１の個人的支援を絶対に終了させてはいけないといった具合に、次の段階

へ進んでも前の段階の支援を終了にするのではなく、それを継続し、そこに新しい支援を

図3　ひきこもり支援の諸段階
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重ねるようにしていくべきだということです。 

 さて、今回作成したガイドラインに残された課題、すなわち未解決な部分として、必ず

しも就労だけがひきこもり支援のゴールではないということ、したがってひきこもりの包

括的・総合的な支援体系は順調にひきこもりから抜け出していく群だけではなく、中間段

階にとどまり続ける群や、ひきこもりを頑固に持続する群にも、彼らの生存を保障できる

有効な支援を提供できる体系づくりに取り組むという宿題が、まだまだ我々の社会には、

ひきこもり対策として残されているのではないかということを、ガイドラインの中に記載

しました。 

 恐らく来年度に入って、何らかの形で公開されることになる私どもの作成したひきこも

りの評価と支援に関するガイドライン案の内容について駆け足で紹介をさせていただきま

した。どうもありがとうございました。 

 

○第１部パネリストによるディスカッション 

 齊藤 それでは、引き続き私が司会をさせていただきます。40 分ほどしか時間がござい

ませんので、まず私から、指定討論的な形で、３人の先生方に一つずつ質問させていただ

いて、それにまずお答えいただきたいと思います。 

 まず、川上先生のお話を伺っていて、非常に勉強になったことは、川上先生の疫学的な

調査の結果から、１年以内に立ち直っていく方というのが、かなりいそうだ、ということ

です。何と言うか、そんなにエネルギーを注ぐ支援を受けなくても、早期の段階で、もと

の活動に戻っていける人たちはたくさんいるんですね。おそらく社会問題化するひきこも

りというのは、それを越えてひきこもりが遷延化した事例なのだと思いました。川上先生

のお話の中で、ひきこもりと結びつく心性として、回避とか、動機、モチベーションの低

下ということが、一つ、非常に重要なものとして、ひきこもりの背景にあるのではないか

とお話しになられたのですが、この回避性は現在の子どもや青年の中にある本当に注目す

べき重要な心性だと思うんです。これについて、先生の御調査の結果で、もし先ほど触れ

ていただかなかったところがありましたら補強していただけるとありがたいと思っており

ます。 

 それから高塚先生は、ひきこもりの出現する背景の要因を、非常に論理的かつ丁寧に話

していただいたと思うのですが、私は川上先生が注目された回避性ということの、裏側と

いいますか、現代の子どもたちの回避性のもう一つの側面について非常にはっきり御指摘
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いただいたのではないかと思いました。それは先生のお言葉の中にもありましたが、例え

ば子どもたち、青年たちが、非常にこだわりが強い、その一方で批判・評価に対して非常

に敏感であり、それを避ける傾向があるということをおっしゃっていました。自己実現、

あるいは自己決定と自己責任が重視されるこの社会の中にあって、こだわりの強い、そし

て批判に対して敏感な心性が、若い人たちの中に優勢に存在するという先生の御指摘につ

いて、もう一度わかりやすく説明していただければ幸いです。 

 それから伊藤先生は、本当に実践的なお話で、Ｓ市の例にしましても、役に立つデータ

を教えていただいたと感じています。またお話しの中で、失われる時間を短くする、つま

り早期介入の意義を強調されました。私も早期介入の意義はよく理解できますが、一方で

早期介入ほど難しいものもないわけであります。そこで、伊藤先生に、その早期介入とい

うことを、いろいろな機関の実践家が支援を担う際に、早期介入の心得あるいは注意事項

として、一体どのようなところに注意しながら１日でも早い支援を提供すべきなのかとい

う点について、もう少し説明していただければ幸いです。 

 では、川上先生から順にお願いいたします。 

 

 川上 ありがとうございます。私の発表について気づいた点を、先にちょっとだけ補足

させていただいて、それから今の、かなり難しい御質問にトライしてみたいと思います。 

 私の発表では、ひきこもりの方は 23 万世帯にいるというふうにお話ししましたけれども、

先ほどの斎藤先生の御報告の中では 25 万世帯になっていました。これは、私たちの計算は

2003 年のときの世帯数に基づいていましたが、今の方が、世帯数がふえているらしいので、

今の方に当てはめると 25 万世帯になるということで、これは全く同意するところでありま

す。25 万世帯でよいような気がいたします。どうもありがとうございました。 

 さて、きょうの先生方のお話を伺っていて、私自身が個人的に感じたことを先にお話し

ますと、日本の社会の中で、あるいは社会システムの中で、例えば学校へ行って、それか

ら就職をして、ほとんど一生その会社で勤めてやめるという、これまでの社会のあり方の

中で、ひきこもりというのは、御本人の問題以上に御家族にとってすごい大変なことだと

いうのを、改めて感じました。 

 短期のひきこもりであってさえ、例えば１年間ひきこもること、そしてそれで元気にな

るという見込みがあったとしても、１年間を、どこか人生の中で切り取られてしまうとい

うことは、日本の今の社会において、社会的に成功するとか、社会の中で受け入れられる
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というコースから外れてしまうことを意味してしまうので、それが、すごく重いことなん

だと痛感したところです。先生方のガイドラインの中で、家族への支援をずっと続けるん

だというようなところは、とても大事なところじゃないかというのを感じたところでした。 

 御質問いただいたことについてですが、これまでもぼんやりとは思っていたんですが、

きょう感じたことは、非常に長期にわたってひきこもりをされていて、本当にいろんな支

援が必要になられたような方もいらっしゃる。多分、きょうおいでになっている聴衆の方

は、恐らく、そういう方のことに御関心があるんだろうとは思いますけれども、もう一つ、

私どもの調査から浮かび上がってくることは、短期──短期といっても１年とか２年ぐら

いですけれど、それくらいでひきこもりから回復されるような方たちももっと数が多くい

らっしゃる。というわけで、ひきこもりという問題のスコープは、広いという印象を持ち

ました。短期・長期で２つのグループがあるというふうには、考えてはいないんですが、

ひきこもりの方のうち何割かの方は長期に至って、７年、８年、10 年という経過で、大変

つらい思いをされるような状態になることもあると思いました。 

 回避傾向と私がきょうお話ししたのは、多分、短期の方の状態だと思うんです。高塚先

生もおっしゃっていましたけれど、当初、ひきこもるときには、複雑な人間関係とか、あ

るいは自分の置かれている、学校とか職場とか、そういったような環境にがっかりしたり、

ちょっと回転が早くてついていけないなあと思ったり、そういうことから自分を守るため

に、ちょっとひきこもろうという、そういう形で回避してひきこまれるんじゃないかなあ

という感じが、私どもの調査からはいたします。 

 ただ、それが長期化してくると、だんだん、状態が変わってきて──済みません、ここ

からお話しするのは私の調査ではなくて、実は香港大学の学生で、韓国と中国と日本の、

ひきこもりの人とインターネットで話をしながら調査した方がいらっしゃるんですけれど、

その方の書いたレポートによりますと、最初のころは対人関係の回避だとか、ちょっとつ

いていけない感覚だったんだけれど、だんだん自分自身への落胆とか、社会への落胆みた

いな、そういう感じが強くなってきて、長期になってくると、もうどうしようもない、逃

げ場がない、出ていく道がないみたいな、本当に、追い詰められた感覚になっていくとい

う、そういうことを、このレポートの中では述べていらっしゃいます。 

 ですから、初期のときの回避みたいな感覚がずっと何年も続くというよりも、だんだん

回避ということが、悪い方へ、悪い方へ、サイクルが転がっていって長期化して、多分最

終的には、先生方が支援に困難を感じていらっしゃるような状態になるというような理解
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を考えたところです。 

 精神的な病気か病気でないかの話は、また後でさせていただきたいと思いますが、私自

身が先生方から伺いたいと思うのは、すごく初期の、例えば半年とか１年ぐらいのひきこ

もりの方たちに何かすることで、長期化する方を防げないだろうかとか、そういうことが

もう少し考えられないかなあというのが、今ここで私が先生方のお話を聞いていて感じた

ところです。 

 もう一つは、そういう短期のひきこもりを日本の社会は許すべきなんだろうか、それと

もやっぱり、もっと頑張って、働く場や学校へ戻ってもらうべきなんだろうか、というこ

とも少し思ったりしました。 

 

 齊藤 ありがとうございます。それでは高塚先生、よろしくお願いします。 

 

 高塚 回避ということなんですけれど、確かに回避しているのは間違いないと思います。

ただ、いわゆるＤＳＭの中で指摘している回避性人格障害のようなレベルとは、私は認識

しておりません。むしろ、はっきり言えば自己決定回避という──つまり自己決定をする

ことによって最終的に自分に責任を課せられるという、そのプロセスを恐れているという

ふうに言った方がいいんじゃないかなあという気がするんです。 

 なぜそうなるかというと、先ほどちょっと申し上げましたように、意外と、ひきこもっ

ている人たちは自尊心が高い。自分へのこだわりを持っている。結局そこが、身動きをと

れなくする、まず一つの大きな引き金になっているわけですけれども、その限りで言うな

らば、今のそういう、何も背景がよくわからないままひきこもりになってきた人の前にあ

った、私がちょっと紹介した、司法浪人の人たちとか、あるいはスチューデント・アパシ

ー化していく人たちのひきこもりと、根はどこかで重なっているという印象を私は持って

います。つまり、それはどちらもプライドが捨て切れないんですね。自分のプライドにし

がみつこうとする。しかも、そのプライドというのが、かつての司法試験の浪人だとか、

あるいはスチューデント・アパシーのように学歴というものに重きを置くように、端から

見た評価規準がはっきりしているレベルでのプライドとはまた違う。そうではない何かに

しがみついているんですね。 

 結構、ひきこもっている人たちの話をよく聞いてみると、ここから出るにはどうしたら

いいかといったときに、漫画家になれたらなあというのが結構いるんですよ。あるいは中
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には、実はこうなる前はＳＭＡＰにあこがれていたとかね。あるいは、だれかと漫才コン

ビを組んで、そして脚光を浴びれば、と。そういうふうな、何かこう、イメージの世界が

あって、そこさえ満たせれば、自分はいつでもここから逃げ出せるんだというぐらいの認

識でいる。でもそれは、現実問題として言えば、ほとんど不可能に近いわけですよね。 

 先ほど私は、ちょうど境目に、あるカルト集団の事件が起こったと言いましたけれど、

まさにあそこに参画した若者たちというのは、非常に自己決定にこだわっていますね。あ

の人たちも、何でこんなのに入ったんだというふうに指摘されても、それは自分で決めた

ことなんだから、他人からとやかく言われたくない、と。今の、私たちが面接調査をした

ひきこもりの人たちと同じことを、あのとき、あの若者たちは言っていたわけです。つま

り、通常の社会的な枠組みの中ではどうも自分はやれそうにない、でも、ある特定の集団

なり世界の中に行けば、自分はちゃんと自分の実力を発揮できるんだという、何かこう、

思い込みのようなものがあって、そういう感覚というのが、今の若者たちには相当蔓延し

てきているんじゃないかなあという印象を持っています。 

 そこで、先ほど川上先生が説明されたように、ひきこもりの親たちは非常に高学歴が多

いという指摘がありましたよね。あの辺もやはり、こういった心理傾向をつくる背景とし

ては、やはり分析してみる必要がある。そういう自分へのこだわりとか自己決定、自己責

任ということを、やはり小さいときから迫るような教育なり育て方をしているところにも、

一つの大きなかぎがある。それをいけないと言うつもりはありません。ただ、その人たち

が、現代の社会風潮に乗れない。乗っていく人たちは、９割はいるわけですよ。どう見た

って、ひきこもり、ないしはひきこもり親和群は全体の１割前後だと私は見ています。そ

うすると、９割の人たちはちゃんとそこを乗り越えていけるんだけれど、乗り切れない、

１割の若者たちが存在していて、その人たちのパーソナリティの問題であったり、家族背

景であったり、あるいは教育状況であったりということを、きちんと分析することによっ

て、少なくとも、その背景に障害とか疾病が隠されているものでないひきこもりは、これ

以上増加させない方策は、十分に立て得るんだろうなあという認識を持っています。いつ

の時代にも時代の波に乗りたくても乗れない人たちが存在します。精神保健の問題という

のはこの人たちにもっとも顕在化しやすいという認識を私は持っています。まさにひきこ

もりというのはそうした人たちの示している様態だと思います。 

 

 齊藤 ありがとうございます。それでは伊藤先生、お願いします。 
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 伊藤 早期介入は難しいんじゃないかというお話なんですけれども、私が今主張したの

は、難しい、難しくないという以前に、早めに介入するというか、早めにサポートが入る

ということを──齊藤先生の言葉で言うと、みんなが回避しているという、それが現状に

あるのではないか、と。そこに問題が結構あるんじゃないかということが、一番言いたか

ったことなんです。それは制度上の問題というふうに、さっきのスライドでは示しました

けれども、やはり 15 歳から 21 歳ぐらいまでの間で、ある種、学校に行かなかった場合に

家にいるということが、心配ではあるけれども、高塚先生の言葉で言うと、まだモラトリ

アムな状況なので、どうしても、このままで何とかなるかもしれないという、そういう希

望を、御本人も御家族も持ってしまいがちだと思うんです。さっきの悪循環の、川上先生

の御指摘は、私もそのとおりだと思っていて、最初のうちは対処行動としてのひきこもり

が始まったんだけれど、この対処行動の先に待っているのが孤立でしかなくて、そこに希

望が見えなくなってからの苦しみというのは随分大変なものだと思うんですね。 

 今の支援システムというか支援機関の問題は、それこそ 2002 年のガイドラインのころと

そんなに変わっていないとすれば、これは問題じゃないかなあとか思って、御家族が相談

機関に訪ねてきたときに、相変わらず、「もう少し様子を見てみましょうか」とか、「もう

ちょっと長い目で見守りましょう」とか言って、せっかくの 10 代後半から 20 歳、21 歳ぐ

らいまでの間の、非常に重要な期間をスルーしてしまって、いよいよ同じ年代の人たちが

就職するという、23 歳、24 歳、25 歳ぐらいになってから、みんなで何とかしなきゃいけ

ない、と。こういうふうになっているというようなシステム上の問題が、まだまだたくさ

んあるんじゃないかなあ、と。そこが非常に気になっているところなんですね。もっと悪

循環が進んでしまってから対策をとろうというのは、やっぱり違うんじゃないかなあと、

こういう考え方ですね。 

 じゃあ何をすればいいのか。コツということなんですけれど、児童精神科の先生方の話

を聞いていると、例えば支援機関の支援者が、非常に柔軟なスタンスがあって、今、目の

前にいる、この 16～17 歳ぐらいの子ども年代の人と、いかに彼らと仲よくなろうかとか、

いかに彼らの中に希望を見出そうとするかというかかわりをすると、やっぱり大人対子ど

もですからね、23～25 歳、30 歳ぐらいになった人と相対する最初のファーストコンタクト

に比べると、まだ何か、この大人は信用してもいいかもしれないと思ったときに物事が動

いているような気がするんですよね。 
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 だからそういう意味では、やっぱり、「鉄は熱いうちに打て」じゃないですけれど、若い

子との関係性の結び方って、もしかしたら私は、意外と、やり始めたらやりやすいんじゃ

ないかなあと思っています。その中でもポイントは何かというと、２つあります。一つは

川上先生、齊藤先生が御指摘されている、御家族への支援です。御家族の苦労を端的に聞

いて、御家族がお子さんと相対するところでの工夫に、こちらもその応援をするというこ

とですね。これもやっぱり、20 歳を過ぎてどうするというよりは、まだ 16～17 歳ぐらい

の子どもと相対する方が、何かうまくいく気がするんですね。 

 ただ、大事なことは、支援の結果がうまくいかないということも実はある。あるけれど

も、その時点で、支援者と一緒になって苦労をしたという体験が、これは後で生きると思

うんですよ。何もしないでいるよりも、10 代の後半から支援者といろいろ苦労をしたなあ

という体験が、その次のステップに生きるというか、そこがあるんじゃないかということ

です。 

 それからもう一つは、私は、このときのアセスメントとして大事なのは、いかに問題や

障害を見出すかということよりも──まあ、それも重要なんですが、と同時に、この子の

力が伸びるためには、何がこの子の能力なのかとか、どこは失われていない長所として認

めていけるのかという、そういうアセスメントを、やはり丁寧にしていくということだと

思います。そのことと、この子の力を生かせる環境とを、どうマッチングさせられるかと

いう、そのスタンスは重要だと思っていて、最近、ストレングスモデルというふうに言い

ますけれども、長所を伸ばして、あるいは環境の長所といかに結びつけるかという技術は、

支援者にとって重要かなあという気がします。 

 いずれにしても、まだ問題として小さく見える段階で、その小さな問題を、これは大問

題ですというふうに大きくするのではなくて、小さいから対処可能だという形でサポート

をし始められるかどうかということが、何かポイントのような気がしています。くどいよ

うですが、そこですぐ問題が解決するわけじゃないけれど、早いうちから取り組み始めた

ことというのは、やはりそれなりの解決を見出しやすいのではないかと、こんな感じです。 

 

齊藤 どうもありがとうございました。今のところは非常に大事なところではないかと

思います。特に最後の方で言っておられた、小さなうちに、そこに手を触れていく支援を

する人間があらわれてくるということ、登場してくるということに意味があるのだという

ところになるほどと思いました。 
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 一つだけ早期介入についての私のコメントなのですが、早期という場合に、先ほどの川

上先生の疫学データにもありましたし、不登校を追いかけていく幾つかの追跡調査を私も

やらせていただきましたけれども、それの結果からしましても、立ち直るグループが過半

数といってよいくらい多数存在します。同じようにひきこもりも多数が立ち直っていく力

を持っているわけです。その、持っているある種の復元力や前進する力というのは、これ

はこれで立ち直りの核になる力ですから、大事にしていかなければいけないと思うのです。 

 ですから、伊藤先生がおっしゃっておられたように、早期介入とは大騒ぎをすることで

はないというところが大事なんです。早期介入が大事だというあまりに、よってたかって

大騒ぎをすることで、持てる本当の育つ力を奪ってはいけないというところは、絶対に、

支援において抜かしてはならない観点かと思いました。 

 ところで川上先生が先ほど言い残したところがおありということですので、そこから２

周目を始めたいと思います。 

 

 川上 ありがとうございます。今のお話の方が、何かおもしろそうなので、続けてもい

いかなあと、ちょっと思ったりもしましたが……。ひきこもりと精神障害の関係について、

少し整理を──私自身も、整理というかどう理解をしらいいのかなあと思っております。

むしろ私の方からお伺いしたいと思っているんですが、私どもの調査ですと、精神障害が

合併している方は半分ぐらいいらっしゃって、半分は精神障害の診断がつかなかった。た

だ、私どもは統合失調症とか発達障害は調べていませんので、少し甘めの結果になってい

るかもしれないなあという気もいたします。 

 ただ、例えば５歳か 10 歳のころに、虫や鳥が怖かったというような、特定の恐怖症と呼

ばれる病気があって、そして中学のときにひきこもりを始めたというようなケースを、ひ

きこもりは精神障害と関係があると言っていいのかどうか、そこはよくわからなくて。例

えば高機能というか知能が正常な発達障害の方がいらっしゃって、その方が 10 歳とか 12

歳ぐらいで発達障害とわかって、高校になってひきこもりを始めたときに、これは病気の

せいでひきこもりになったと見るのか、それとも、対人関係をうまくやったり社会とうま

く適応する力が病気のために少し阻害されているので、ひきこもりという別の状態が起き

やすかったと考えるのかというのは、ものの見方が違うような感じがするんです。 

 もう少ししつこく言うと、ひきこもりになって長期化してきたら、そのために絶望感が

出てきて、うつ状態になったり、死にたいと思う方も出てくるので、それを「ひきこもり
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＝精神障害」と言うのも、少し違うような感覚があります。ひきこもりのきっかけとなる

精神障害というものと、それから、ひきこもりが精神障害のまさに症状の一部であるとい

うのとは、ちょっと分けて考えたりする方がいいのかなあという感覚があるのですがいか

がでしょうか。 

 

 齊藤 では、最初に答えさせていただきます。非常に大切な御指摘だと思います。我々

が今回つくったガイドラインというのは、それは精神障害がかなり関与しているというこ

とを強調していたわけですけれども、これはすべて原因だとは全く考えていないというか、

原因だけを示しているとは思っていません。案外、２次的なものは少なめだというデータ

もあるのですが、以前からあったとしても、あるいは、ひきこもり出現直前あたりから出

てきたものであるにしても、いずれにしてもそれが直接ひきこもりをつくったかどうかと

いうことは、わからないと思っています。 

 我々が、あえてこれをメンタルヘルスの問題だということで障害に注目したのは、あく

まで支援するときの一つの軸として、不安が強過ぎる人に対して薬物なり認知行動療法な

り、あるいはその他の精神療法なり、何らかの障害特有の苦手さとかつらさといったとこ

ろをサポートする一つのヒントとして、精神障害を、きちんと、あるものはあるものとし

て位置づけようとしたわけです。 

 それが一点と、もう一つは、発達障害の関与なんですが、これは３年前、我々がこの班

をつくって考え始めたときと、その後３年間、いろいろなデータを研究班で積み重ねてい

く中で、最終的に感じているところで言いますと、当初考えていたよりずっと発達障害の

関与は多いと思います。特に思春期に対社会的なあるいは対人関係的な交流における微妙

さをめぐる発達障害者特有な困難さ、あるいは危機を越えるときに失敗や挫折が生じやす

いように感じられます。ですから、発達障害を、それと認知して適切な対人関係支援、社

会化のための支援ということを、学校やその周辺の支援者が行っていかないと、こうした

挫折の比率を高めてしまう可能性というのは高まるのではないかと思いました。 

 

 伊藤 大事だけど、なかなか難しいと思っていまして、それは多分、今の精神医学の限

界みたいなことがあって、今の精神医学って、どうしてもＤＳＭ-ⅣとかＩＣＤ-10 とか、

いわゆる国際的な診断基準で物事をくくっていくというあり方から全然自由じゃないんで

すよね。精神病理学という何か一つの体系でというよりも、この症状とこの症状とこの症
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状があったら、とりあえずこういうくくりで物事を見てみましょうということから自由で

はないので、どうくくれるかということによって、随分、診断がぶれるというのは、限界

としてあると言わざるを得ないと思いますね。 

 だから先生の場合は、トレーニングを受けた調査者による診断類型でしょうし、多分、

研究班の方はもっと経験を積んだ精神科医によるくくりというところで、どっちが正しい

とか、どっちが間違いだとか、これもなかなか実は言えない部分があると思うんです。そ

ういう意味で、診断でどこまで物事がわかるのかというのが、ちょっとわからなくなって

いるところがあります。 

 ただ、おっしゃったように、集団生活の中でうまく役割をとれない、あるいはとれない

なあと感じるということの中に、その人の、例えば心理的なゆがみ的なことがあったりと

か、生物学的な問題があるという場合もあると思います。しかしこれは相対関係であるか

ら、もとの文化の方が違えば、そこで苦しさを感じる人も違ってくるだろうというような

ことも、もう片方ではある。それから、つまり、ある偏りが心理的や生物学的にある場合、

それが絶対的にひきこもりになりやすいとはいえないわけですよね。その集団の中での違

和感を感じるもとになることと、孤立した状況に入ってしまった中で感じる違和感でまた

起きてくることと、その両方の問題は分けてあるだろうなあとは思います。 

 もう一つ、今、発達障害圏の方のことを考えた場合に、孤立することは非常に苦しいと

いう枠組みを私は使っていますが、孤立することでもって、何とか自分の楽さを保ってい

るという方も実はいらっしゃって、その方なんかの場合のリカバリーといいますか、どう

ありたいのかということは、御家族の考えているあり方とはまた随分違うなあという、そ

ういうこともあるなあ、と。ちょっと別の発想ですけれど、今、少し感じたのでつけ加え

てお話しさせてもらいました。 

 

 齊藤 では高塚先生、この問題に限らず、先生のお考えを含めてお願いいたします。 

 

 高塚 ひきこもりという現象は、どこの場所で見るか、あるいはどの時期に出るか、そ

れよって随分違うと思うんですね。その場所や時期によって。 

 だから比較的早くに見る人と、それから、かなり長期化して、もう、いろんな病的な状

況が出現している人を見る場合とがある。それから場所にしても、医療機関で見るか、そ

うでないかというところで、それは見る側の問題であると同時に、明らかに当事者自身が
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見せる様相が変わっていることも確かなんです。 

 そういう中で、例えば東京都の調査なんかをやってみても、ひきこもる若者たちの約６

割から７割が、みんな医療機関を訪れているんです、精神保健センターとかも含めてです

けれど。そうすると、そこでは、特に医療機関は、来られた以上は診療対象として見なけ

ればお金になりませんから、何らかの疾患名をつけざるを得ないんだろうと思うんです。

そうすると、うつ病だとか、あるいは強迫性障害だとか、何らかの疾患名がつけられて帰

される。 

 問題は、そこから先が、じゃあ先ほどの川上先生のように、原因なのか結果なのかとい

うことが、必ずしも医療機関では明確ではないところでやってしまって、そして、じゃあ

どうするかというアウトリーチなり支援の問題になってくると、例えば医療機関から回さ

れていくのは、医療機関が持っているデイケアセンターとか、そういうところになってい

く例が非常に多いわけです。ところが、そこへ行ってみると、やっぱりそこには、いろん

な、もともと障害なり疾病を持っている人たちがたくさん来ていて、その人たちと一緒に

やっていく中で、自分は本当にこの人たちと一緒にやっていかなければいけないんだろう

かとか、自分はこんなことをやっていて一体何になるんだろうかという疑問を持って、そ

こに足を運ばなくなっていった人が意外と多いということがわかったんです。もう、そこ

で切れちゃうんですね。 

 確かに伊藤先生も言われているように、いろんな段階を踏んでいくことや、それから齊

藤先生も言われているように、この家族支援の問題だとか就労支援の問題だとかがあるん

だけれども、もう少し多角的な対応の仕組みというものをつくっていかないと、せっかく

ある相談機関の窓口を訪れても、そこから先に歩んでいけないひきこもりが意外と多いと

いうのが、私たちの認識なんですね。 

 この人たちに、どうすればじゃあ……。確かに、何らかの疾患なり障害があるとすれば、

それは基本的に治療を優先しなければいけないことは、わかり切っている話だし、そこに

医療関係者が十分にかかわってもらうことは大事なことなんだけれども、そうではない、

あるいはグレーゾーンの人たちに対する対応姿勢が、今のままでいいんだろうかというこ

とになると、やはり、かなり疑問が出てこざるを得ないというのが実情ですね。 

  

齊藤 それではまとめに入らせていただきます。今、高塚先生が御指摘のような状況が

なぜ起きてくるかといったら、やはり、ひきこもりというのは、現象としても言葉として
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も、以前から概念としては出ておりましたけれど、きちんとわが国の社会的な課題である

という認知がされるようになったのは、やはりとても新しいのではないかと思うのです。

ようやくそこまで到達したというわけです。この７～８年の間に、本日こういうシンポジ

ウムに至る取り組みを内閣府が行い、また伊藤先生、ついで私達とガイドラインの作成を

厚生労働省で重ねることができるというところまできました。高塚先生の、東京都から委

嘱された調査も全くそうですし、そういう形で、今まさに社会は、ひきこもりに本気で対

処するときを迎えているのではないかと思うのです。そういう点で言いますと、もう本当

に足りないことばかりで、なすべきことの多くはこれから取り組まねばならないというこ

とは本当に感じるところです。 

 私達のガイドラインの話に持ち込んで申しわけないんですが、あのガイドラインの中で

ひきこもりの精神障害という側面もきちんと評価しようと強調しているのは、先ほども申

し上げましたが、あくまで支援に利する情報の一側面として、そして治療の一次元として

考えるべきであると思っています。そういった側面を無視して支援をしていると、同じ内

容の支援を提供しても、この事例には反応してもこっちの事例には反応しないということ

がよく生じる。その理由に、ひきこもりの背景に存在する精神障害に固有な治療を考慮し

ていないからということがけっこうあるのではないかと思うから、精神障害をきちんと評

価し、それに固有な治療法や支援法があるならそれを提供すべきだと強調したのです。 

 高塚先生がグレーゾーンと先ほど言われた状況というのは、これは精神科医の側からす

ると、そのグレーゾーンの状態像にも精神障害のどれかの概念があてはまることが多いの

です。グレーゾーンとはいうものの、それは精神障害と無縁の世界というわけではなく、

グレーゾーン特有な微妙な不安、微妙な抑うつ、あるいは微妙なこだわりなどの存在によ

って当事者が社会機能を損なわれたり苦しんだりしているとしたら、ＩＣＤもＤＳＭもそ

ういう機能低下が生じ苦痛を感じていることが障害だと規定していますから、やはりそれ

は広い意味での精神障害なのです。そしてグレーゾーンの中にもこの点を意識しておいた

方が、支援しやすい事例はたくさんあるだろうという観点から、私は強調させていただい

ているわけです。 

 もう一つですが、きょう話題になった中で考えたことがあります。なぜ今の若者、子ど

もたちは、こんなにたくさん、不登校とかひきこもりを選ぶのだろうかということについ

てです。その理由として今日は回避性とか、あるいは自己決定、自己責任の重視（過剰な

重視と言った方がいいかもしれません）などを高塚先生が挙げられおられたわけですが、
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この点について私は、今の子どもや若者がある種のプライドといったものが傷つくことを

本当に恐れ過ぎていることにも理由はあるのではないかと思っています。亢進した回避性

や過剰に重視される自己決定・自己責任の背景にもこのプライドの傷つきやすさ、すなわ

ち亢進した自己愛性が存在しているのではないでしょうか。 

なぜ私達現代の日本人は、プライドないし自己愛が傷つけられることにかくも敏感にな

り、かくも回避的な気持ちが生じやすくなったのかという点について、これから、ちゃん

と答えていかねばならなにのではないでしょうか。ひきこもり問題にはそのような課題も

あるのではないかと思いました。 

 それではちょうど時間となりましたので、このシンポジウムは、これで終わらせていた

だきます。先生方はまだ言い足りないところもたくさんあろうかと思いますが、これで終

わりとさせていただきます。どうもありがとうございました。 


