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講義：内閣府や東京都のひきこもり実態調査から読み取れること 

高塚雄介（明星大学大学院人文学研究科長） 

 

○高塚 おはようございます。高塚でございます。 

 初めに、今回の大地震によって被害を受けられた方々に心からお見舞いと哀悼の意を表

したいと思います。 

 お手元にビラを配らせていただいたんですが、私が代表を務めております日本精神衛生

学会と日本臨床心理士会、東京都臨床心理士会、さらに日本電話相談学会の４者共催によ

るホットライン、被災者の方並びに救援者の方向けのホットラインが明日から稼働するこ

とになりましたので、皆様がお帰りになりましたら、関係方面にぜひご周知いただければ

と思います。特に被災地ではなくても、これからどんどん被災された方が各都道府県に移

動されると思いますので、その方たちにも対応できるように講じていくつもりでおります。

私たちが現地に入れるようになれば、急遽心のケアということで入る予定ではいますが、

今のところ、まだそういう状況にはありませんので、とりあえずこういう形のホットライ

ンで心のケアに努めていきたいと思いますので、ぜひご協力をお願いしたいと思います。 

（パワーポイント） 

 お手元に既に資料が配付されております、「内閣府や東京都のひきこもり実態調査から読

み取れること」ということで、ひきこもりという１つの現象に対しては、様々な角度から

とらえていく必要があると思います。 

 前の時間にお話しされた林先生と私はしょっちゅう意見交換したり話し合うことも多い

のですが、医学の立場からひきこもりをとらえた場合には、ご説明のような内容が恐らく

あったと思うのです。私は医者ではありませんから、少し別な角度からひきこもりの実態

についてお話ししたいと思っております。 

 私がこういうことについてお話しさせていただくのは、昨年内閣府が全国のひきこもり

の実態調査を実施しました。さらにその前、平成 19 年度から３年間にわたって東京都が

行なった「東京都におけるひきこもりの実態調査」も担当いたしました。両者の調査はほ

ぼ同じ内容ですけれども、それを見比べてみますと、かなり共通する面が多いということ

と、今までいわれていたひきこもり論とはかなり違う側面が浮かび上がってきていますの

で、その辺を少し具体的にお話しさせていただこうと思います。 

（パワーポイント） 
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 まず、内閣府調査によると実態はどうなっているかというと、これは厚生労働省のひき

こもりガイドラインでも示してありますように、６か月以上にわたって就業や就学をして

いない若者たちがどの程度いるかということで、全国の住民台帳から抽出した調査をいた

しました。年齢対象は 15 歳から 39 歳までとなっております。東京都の調査は 15 歳から

34 歳までですから、内閣府のほうが若干年齢層が広がってはいるんですけれども、ほぼ同

じ対象を取り上げていると申し上げていいかと思います。 

 その中で、①「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」と

回答した者が 1.19％。これを全国推定しますと 46 万人に上ります。②「ふだんは家にい

るが、近所のコンビニなどには出かける」というのが 0.40％、推定値が 15.3 万人。③「自

室からは出るが、家からは出ない」というのが 0.09％、3.5 万人。④「自室からほとんど

出ない」というのが 0.12％、約 4.7 万人という数値が出てきております。 

 この種の調査としては回収率が非常に高く、約３分の２近い本人の回収が得られている

ということです。他の調査などではなかなか本人を対象とした調査というのはできない。

また、していないのです。それから比べますと、この内閣府の調査でほぼ日本全国におけ

るひきこもりの実態というのが判明したのではないかと私どもは考えております。 

 問題は、①「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」とい

うのが本当にひきこもりになるのかどうかということが、私ども検討委員会の間でもかな

り議論が交わされました。ただ、条件として６か月以上にわたって働いてもいないし、学

校にも行ってないし、何もしていない。なおかつ、人間関係という面でいうと、家族以外

の者とはほとんど人間関係を持っていないという意味では、まさにガイドラインに相当す

る人たちであることは間違いないですね。 

 ただ、それまでひきこもりというと、いわゆる家にとじこもって何もしていないという

イメージだけが先行していたんですけれども、私は大学で教鞭をとる一方で臨床活動も過

去 40 年間にわたって一貫してやっており、ひきこもりの人たちとも随分接しています。

そうすると、必ずしもそういう閉じこもりではないひきこもりのほうが、実態としては多

いんです。そういう面からいいますと、①に相当するのはやはりひきこもり、特に現時点

で我が国において増えつつあるひきこもりの実態を反映しているというふうに考えたほう

がいいと思います。 

 ②「ふだんは家にいるが、近所のコンビニなどには出かける」というのも、ここからは

厚生労働省などが調べている調査の中でも一致するものですけれども、多少外には出られ
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るひきこもりが多いです。 

 問題は③「自室からは出るが、家からは出ない」、④「自室からほとんど出ない」です。

なおかつ家族以外との関わりがないとなると、この層にはかなり病的な要因が潜んでいる

可能性が高いというふうに私どもは見ております。先ほど林先生のお話の中での「ひきこ

もり」と呼ばれている人たちというのは、むしろ③、④に相当する人たちの中に相当数い

る可能性が高いと思っていただいていいと思います。 

 しかし、全体からいいますと、①の 46 万人が今回の調査におけるひきこもりの３分の

２を占めているんです。この人たちに対しての具体的な対応策というのは、正直いってこ

れまでのところほとんど講じられてこなかったと申し上げていいと思うのです。③、④に

関しては、精神保健福祉センターであるとか保健所等の医療関係機関においてそれなりの

対応はなされてはきているのですが、そうでない人たちに対しては手探りの状態であると

いってもいいかもしれません。 

（パワーポイント） 

 もう１つ、この調査をやっていく過程で、実は限りなくひきこもりに近い心理状態を抱

えている若者たちが存在することがわかってきたんです。これは特に東京都調査で明らか

になったんですけれども、考え方として、「ひきこもる人たちの気持ちがよくわかる」とか、

「自分もひきこもりたいと思う」という回答していることがまず１点。２点目に、考えて

いることとか意識傾向を調べていくと、ひきこもっている人たちとほとんど似ている、近

い意識を持っている。これはそうではない一般の若者たちと明らかに異なる傾向を持って

いる。この存在が浮かび上がってきました。これは東京都調査をやってみますと約 4.8％、

東京都の人口に照らして推計すると、東京都内だけで約 16 万人いることがわかっており

ます。 

 この層は実は 25 歳以下で大体２対１の割合で女性が多いです。ひきこもりに関してい

いますと、これはいろんな調査でもほとんど共通しているのですが、男性２に対して女性

１です。この比率は、実は非常に似た数値としては自殺率があるんです。自殺するのも、

男性２に対して女性１、そういう統計上の数値が、これは世界的にも浮かび上がっていま

す。この辺との関連も、少しこれから精査していく必要があるんじゃないか。 

 同じことが内閣府調査では約 4.8％、これを全国推計値に直すと、推計で 155 万人に上

るんです。これは大変な数です。ただ、一部新聞報道などによって、ひきこもり親和群は

ひきこもり予備群ではないかというような報道がなされて、かなり誤解を与えている向き
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もありますけれども、私どもは必ずしもひきこもり予備群という見方はしておりません。

確かにひきこもり親和群の中から将来ひきこもりになる可能性がある人たちは含まれてお

り、特に男性の中にはその傾向があると思います。 

 ただ、むしろ私たちが着目したいのは、同じような意識傾向、考え方を持ちながら、一

方はひきこもりになってしまい、他方はひきこもりにならず、その一歩手前でとどまって

いる人たちがいる。その分岐点は一体何だろうということをもう少し明確にすることが、

今後のひきこもり対策としては意味があることだろうと考えております。 

 ただ、ひきこもり並びにひきこもり親和群ともに、私どもの言葉で多少専門的になりま

すけれども、対象関係、これは人との関わりが非常に薄いといいますから、特に信頼関係

が基本的に形成されていないという意味では、非常に脆弱な人たちが多い。その点に的を

絞って、かつて東京都では補足調査をしています。中学、高校、大学生を対象に調査をし

たところ、どこの大学、中学、高校にも大体５％から 10％、１割弱の範囲でそういうひき

こもり親和群に相当する子どもたちが存在することが浮かび上がってきております。 

（パワーポイント） 

 今も説明しましたように、厚生労働省では別途いろんな調査を通して発表しています。

数字でいいますと、約 26 万人、全国にひきこもりが存在しているというような報告を出

しておりますけれども、内閣府調査での 70 万人と 26 万人、余りにも違い過ぎるんじゃな

いかということで、ある新聞社などはかなりしつこく追及してきてはいるんですけれども、

もともと見ている対象が違うというふうに申し上げるしかないと思うんです。ただ、先ほ

ど申し上げましたように、②、③、④、とりわけ③、④に該当する人たちの中には、厚生

労働省が対象とする層がかなり含まれていると考えることができると思います。 

（パワーポイント） 

 ちなみに、厚生労働省での見解はもしかすると林先生も示されているかもしれませんけ

れども、ざっと見ますと、「『ひきこもり』は原則として統合失調症の陽性陰性症状に基づ

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」という文言でも

って注意を喚起しております。これは以前作られていた厚生労働省のガイドラインからは

一歩踏み込んだ形で、その病理性というものに着目することを提示しているわけです。た

だし、その根拠が何か。これが少し希薄だという印象を、私ども、持たざるを得ないので

すけど、各都道府県に精神保健福祉センターというのが設けられていまして、その中の５
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か所をピックアップして、そこを訪れた 184 人を分析したところ、そういう結果を得られ

たというのが根拠なんです。これは少し希薄ではないかなと思うのは、まず数も少ないだ

けではなくて、もともと精神保健福祉センターを訪れるということからすると、何らかの

精神障害・疾患を疑われる症状なり予兆があったからこそ、そこを訪れる可能性が高いと

いうふうに見たほうがいいのではないか。そうなってくると、ちょっと違うかなと。 

（パワーポイント） 

 厚生労働省では、それに基づいて、ひきこもりを３つに分けています。 

 第一群は「統合失調症、気分障害、不安障害などを主診断とするひきこもりで、薬物療

法などの生物学的治療が不可欠ないしはその有効性が期待されるもので、精神療法的アプ

ローチや福祉的な生活・就労支援などの心理・社会的支援も同時に実施される」。 

（パワーポイント） 

 第二群は「広汎性発達障害や知的障害などの発達障害を主診断とするひきこもりで、発

達特性に応じた精神療法的アプローチや生活・就労支援が中心となるもので、薬物療法は

発達障害自体を対象とする場合と、二次障害を対象として行われる場合がある」。 

（パワーポイント） 

 第三群は「パーソナリティ障害（ないしその傾向）や身体表現性障害、同一性の問題な

どを主診断とするひきこもりで、精神療法的アプローチや生活・就労支援が中心となるも

ので、薬物療法は付加的に行われる場合がある」。 

 この３つにひきこもりは相当するというふうに提示しているわけですね。 

 確かに病理性を持ったひきこもりが存在することは間違いなくあるわけですから、それ

をこういう形で整理していただいたというのは、今後の対応策にとって非常に有効である。

しかし同時に、それに見合った対応はこれまでにも行われていると申し上げていいと思い

ます。例えば精神保健福祉センターや保健所などでは、いわゆるデイケアというものを行

っているところが多いのですけれども、これはもともと精神障害を抱えた人たちの社会復

帰を目指すために、例えばソーシャルスキルトレーニングなどのようなものをやって、で

きるだけ適応力を高めるという方策を講じています。ですから、それはそれで意味もある

ことですし、今後も展開していくことが役立つことは間違いない。 

（パワーポイント） 

 ただ、内閣府調査で、ひきこもっている人たちに「あなたはこれまでにどういうところ

に相談したことがありますか」と聞いたところ、相談したことのある人のうち、精神保健
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福祉センターに行ったことがあると答えたのは 9.5％。つまり、10 人に１人です。10 人の

うち９人は、そういうところに行ったことがない。保健所や保健センターを訪れたのは

14.3％、発達障害者支援センターを訪れたことがあるというのは 9.5％。全部総合しても、

こうした機関に相談しているのは全体の３分の１程度です。ですから、これを先ほどの数

値と照らしますと、相談経験者のうち３分の２がこうした機関を活用していないとお考え

になったほうがいいだろうと思うのです。 

 ほかにどういうところに相談に行っているかといいますと、職業安定所などの就労支援

機関が 33.3％、病院･診療所が 57.1％、心理相談・民間の機関が 14.3％というふうになっ

ています。病院･診療所が 57.1％、つまり過半数を超えているんだから、やっぱり病気な

んじゃないかというふうにお考えかもしれませんけれども、必ずしもそうは言えないので

す。というのは、恐らくひきこもりの方に接した方たちは皆さんおわかりだと思うんです

けれども、ひきこもりが長くなると、何らかの症状が出てきて、例えば眠れないとか、不

眠ですね、あるいはいらいらするとか、場合によっては家庭内暴力のようなこと。そうす

ると、家族は思い余って病院に相談に行くとか、本人自身も病院に行けば何とかなるんじ

ゃないかということで、医療機関を訪れることがあります。 

 ただ、医療機関というのは、現行の日本の保険制度からいいますと、病気の診断名が出

ない限りは扱えないんです。自費医療という制度もありますが、そうなると膨大なお金が

かかるので、みんな保険を使います。そして医療機関を訪れて、少し眠れないというので、

「じゃ、これを」といって睡眠導入剤のようなものを出すだけでも、明確な診断名がない

限りは、保険点数請求はなされない。すると、みんなそこで仮の診断名がつけられる可能

性があります。多くつけられる診断名というのがうつ病。その次が社会適応障害という病

名がつけられる。そうすると、その病名がひとり歩きをしてしまうんです。 

 こうしたことからひきこもりはいわゆる病気のレベルでとらえられることが少なくない

という実態が実は存在しているわけです。 

（パワーポイント） 

 ひきこもりというものを考えていくときに、要因が様々であることを改めて吟味するこ

とが必要ではないか。「精神保健関係諸機関を利用している『ひきこもり』の人には、何ら

かの精神疾患や障害を抱えている人が多い」と言われています。ただし、「精神疾患や障害

を持たない人は、どのような相談機関を利用し、対応策を講じられているか」を今後検証

してみる必要があると思います。 
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 厚生労働省のひきこもりガイドラインに沿った形で、各都道府県の公的な相談窓口の第

一義的な精神保健福祉センターや保健所、保健センターが対応している場合、まずここを

明確に見きわめていただかないといけないと思うのです。すべてが厚生労働省の提起する

３つの分類のどれかに当てはまるんじゃないかという形で対応していくと、それに漏れて

しまう人がぞろぞろ出てきてしまう。じゃ、漏れた人たちをどこが吸収しているかという

と、残念ながら、全国的にいうならば、吸収する公的な機関はほとんどないと申し上げて

いいと思います。そこが非常に難しいところですね。結果的にいうと、民間のひきこもり

相談・支援機関が補っているのが日本の現状だと思います。 

（パワーポイント） 

 これは私の見解にもありますから、お考えいただきたいんですけれども、そもそも社会

的ひきこもりという言葉が登場したことで、かえってひきこもりが見えなくなっている、

そのあいまいさが問題を提起しているような印象を持っております。混乱といってもいい。

といいますのは、あらゆるひきこもりは基本的に社会的行動から遠ざかっていくわけです。

したがって、病気や障害に起因するものも、結果的には「社会的ひきこもり」と呼ぶ存在

になっているわけです。 

 問題は、公的機関できちんとした専門家がそこを見きわめてから対応するのはいいので

すけれども、いきなり民間の機関などがそこを引き受けても、それが病気に基づくものな

のか、障害によるものなのか、それともほかの原因によるものかの見きわめをきちんとつ

けられない。つまり、平たい言葉でいえば、見立てができていないままに、社会的ひきこ

もりなんだということで全部引き受けざるを得ない状況が起こっているんですね。それが

かえって混乱を招いているし、また有効な手だてが施されていないというふうに申し上げ

てもいいのかと思います。 

 例えば厚生労働省が若者自立塾、もともとはニート対策ということで始められたんです

が、展開して、残念なことなのかどうか、現在は廃止になっております。実はこれらの調

査に先立って、私は随分あちこち見て歩いたし、意見も聞きました。そうすると、どこの

若者自立塾でも、そこに来ている人の３分の１は何らかの病気、障害を抱えている人だと

いうことが判明したんです。その人たちと、全くそういう病気や障害を背景に抱えていな

い人たちが一緒に寝泊りをして共同生活をして、同じような体験をしても、果たして効果

が上がるんだろうかという疑問を持ったことがございます。そういう点からいうと、社会

的ひきこもりという言葉がひとり歩きをしてしまったことによって、ひきこもり対策がか
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なり遅れたという印象も否めないというふうに、私の印象としては思っております。 

（パワーポイント） 

 もう１つは、ひきこもりが登場した初期のころは、不登校イコールひきこもりというと

らえ方がかなり広まりました。とりわけ、不登校がやがて長期化していって、それが年を

とるに従ってひきこもりになっていくんだという見方が強かったですね。初期のころに出

された本や論文などを見ますと、ほとんどがそういう説で固められていました。 

 ところが、今回の調査なんかやってみますと、必ずしもそうはいえないということが浮

かび上がってきたんです。 

（パワーポイント） 

 例えば、東京都の調査では、不登校が原因でひきこもりになったと回答したのは 19％、

５人に１人。内閣府調査では、同じような設問に対しては 11.9％、10 人に１人しかそうい

う回答はしていないのです。そうすると、70％、80％の人たちは、必ずしも不登校が原因

でひきこもりになっているわけではない。ひきこもりになった原因を尋ねてみると、多く

が人間関係や集団場面に抵抗感を示している。東京都の調査などでは、いわゆる小中高校

は卒業して、そして大学も卒業して、中には大学院を卒業した人もいます。その後、一応

就職もしているわけですが、就職した後、ほぼ１年以内に離職をしている原因というのは、

人間関係や集団場面になじめないということ。内閣府調査でも、やはり職場になじめない、

就職活動の段階でつまずいた人もかなりいます。その多くが 25 歳以降、内閣府調査によ

ると 30 歳以上が半数を占めているというような実態が浮かび上がってきた。 

 その背景を考えていくときに、確かに不登校からひきこもりになっていくケースはある

わけです。ただし、それは、むしろひきこもり親和群に相当するような精神的状況あるい

は心理的な状態を早くに出現した人が、たまたまその年代が学校に行っている年代だから

不登校になっているわけで、その層が長期化するとひきこもりに移行する可能性は確かに

高いと見てとれるわけです。 

 ただ、今の不登校というのは、例えばいじめが原因であるとか、勉強についていけない

とか、あるいは学校の管理教育が厳し過ぎるとか、いろんな理由で不登校になっていると

考えられますから、あらゆる不登校がみんなひきこもりになるわけではなくて、不登校の

原因の中でひきこもり親和性の高い意識傾向を持った人たちが不登校になった場合に、や

がてそれを放っておかれるとひきこもりになっていく可能性は高いととらえています。 

 いわゆる不登校の中でも、フリースクールのようなところに通える子どもたちがいます。
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そして、通うことによって、むしろ生気を取り戻して社会適応力を増していくタイプ、こ

のタイプというのひきこもりにはまずなりにくい。ところが、フリースクールにも通えな

い子どももいます。あるいはフリースクールに行ったためにかえっておかしくなってしま

った子どもというのも私は随分見ております。それから、学校などで適応指導教室という

のが設けられていますが、そこに通えるタイプの子どもと、そこにも通えないタイプの子

どもがいますね。問題はやはり通えないタイプ、この子たちは、放っておくと、やがてひ

きこもりになっていく可能性がある。残念ながらフリースクールに通えないとか適応指導

教室にも通えないタイプの子どもたちに対しては、ほとんどなす術がなく、放っておかれ

ているのが現実です。そこが、ひきこもりの問題を考える上で、今後の重要な方策として

見ていかなければならないと思っております。 

（パワーポイント） 

 そういうことを総合して、私の意見を申し上げるならば、いわゆる「ひきこもり」は１

つの状態像にすぎないという見方がこれまでは一般的でした。これは、例えば不登校を状

態像としてとらえるというのと同じ発想ですね。しかし、状態像として見るのではなくて、

背景にある原因、理由というものを明確にしていき、そこで対応策を埋めることがまず大

事なことの１つです。 

 ただし、それを分けていくときに、先ほどから申し上げているように、精神的な障害や

病気を抱えた人たちと、そうでないひきこもりの人たちに同列に対応することは困難が伴

うのではないか。むしろ、こういう障害、病気を持っている人たちに対する対応策として

は、現に日本においては精神保健福祉法というのがあり、従来からこういう人たちに対応

しているのですが、社会復帰方策というものを明確に示すことが必要であって、この人た

ちを必ずしもひきこもりの範疇には、一緒にしないほうがいいのではないかという印象を

私は持っております。むしろ今日的ひきこもりの多くは、「ひきこもり心性」と呼ぶものが

醸成された結果、自分から意識的、選択的にひきこもっているというとらえ方を私はして

おります。病気や障害でひきこもっている人たちというのは意識的じゃないんです。結果

的にひきこもらざるを得ないからひきこもっていると考えざるを得ない。 

 しかし、今多くのひきこもり、３分の２ぐらいの人たちというのは、むしろ自分からそ

れを選んでひきこもっているという印象があります。これも私がひきこもりをしている人

たちの話を聞いていくと、それに近い感触を受けることがあります。よく彼らが口にする

のは、これは自分で決めたことなんだ。人からとやかく言われたくない。放っておいてく
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れ。この状態から抜け出すのは自分が決めることだ。他人からとやかく言われて、それを

やめるようなぶざまなまねはしたくないと言います。非常に自負心が高いといいますか、

選択的行動といいますか、そういう傾向が浮かび上がってくるわけです。これは明らかに

病気や障害を背景として結果的にひきこもりになっている人たちとは違う層が存在すると

いうことを意味しているととらえたほうがいいと思います。 

（パワーポイント） 

 少しひきこもりのアウトラインをお話ししようと思いますが、私は 1970 年代から臨床

活動に入っておりまして、当初はいわゆる大学の学生相談などを中心にやっていました。

1970 年代に多く見られたひきこもりというのは、ここにも書いてありますように、当時、

国家試験の中で一番難しいといわれた司法試験、今は制度が変わっていますから、何とも

言えませんが、これは何回チャレンジしてもなかなか合格しないという難しさを抱えてい

るのです。そうすると、大体３回くらいまではみんな司法試験にチャレンジはするんです。

ところが、３回目を過ぎると、だんだん意欲が失われて、そのうちに六法全書に手をつけ

るのも嫌だ、何もしたくない。気がついたら、昼間から布団に潜り込んでごろごろしてい

るというような状態の人たちを随分見ました。家庭訪問をして様子を見たこともあります

が、一緒に行った医者たちは「一種のうつ状態だね」というような言い方をしたんです。

当時の医者は今のようにみんなうつ病なんて言い方はしない、うつ状態。今の診断基準は、

アメリカの精神医学基準であるＤＳＭですから、うつ病とかうつ状態だという分け方をし

ないんです。気分障害とかいろんな名称で分類していて、一緒にして全部うつ病にしてし

まうんですけれども、まだその当時のお医者さんたちは、うつ病と、何らかのほかの要因

があって起こるうつ状態というのを明確に区分してとらえようとしていた。ですから、確

かにうつ状態にあったことは間違いない。 

 それが 1980 年代になると、今度は高校生、大学生の中にアパシー・シンドロームとい

う現象が目立つようになります。スチューデント・アパシーとも呼ばれています。いろん

な本も当時出されたので、お読みになったことがあるかもしれませんけれども、この人た

ちも私たちで随分追跡調査をしました。そうすると、アパシー化していく――アパシーと

いうのは無気力ということですね。学生、子ども、生徒たちはどういう子たちかというと、

ほとんど中学生まではみんな優等生で来ている。つまり、勉強はよくできるし、周囲の期

待も高まっているのです。親も教師も、この子は将来見ものだなというとらえ方をされて

いるわけです。 
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 ところが、そういう子どもたちは、高校に行くとつまずきを見せ始める。考えてみれば、

わからなくもないんだけれども、そういう子どもたちが行く高校というのは、大体どこの

都道府県でも最難関といわれている優秀校です。いわゆる進学を目指す学校になるわけで

す。しかし、そこに行って、今まで中学時代、クラスで１番、学年で 10 番以内なんてい

う成績を維持できるかというと、周りはみんな、あらゆる中学校から優秀な子どもたちが

集まっているわけですから、そうはいかない。多くは、大体新入学した高校の最初の試験、

中間試験が６月ごろにありますね。そこで自分の立場を知らされて愕然とするわけです。

試験を受けて、自分ではそこそこちゃんと書いたし、今までと同じようにそんな悪くない

だろうと。ところが、そういう学校ですから、当然成績を発表します。廊下や教室に掲示

として張り出す。自分の今までの経験からいうと、まず一番上から見ていく。ところが、

自分の名前がない。ずっと目を落としていくと、辛うじて真ん中辺に自分の名前があった。

学年全体を見てみると、下のほうに自分の名前を発見する。「ああ、もうだめだ。こんなん

じゃやっていけないよ」と思って、ガタガタっと崩れていき、高校１年の終わりころに中

退してしまう子たちがいます。 

 当時は、いわゆる進学校といわれている高校に中退する子どもたちが目立った時期もあ

りました。周りはわからないのです。何であの子が。本人に聞いても言わない。多くはい

じめが原因じゃないかというふうに片づけられてしまうことが多かったのが当時の風潮で

す。しかし、後になって本人の口から語られてくるのを聞くと、そうではないです。やっ

ぱり自信がなくなったということが語られてくる。中にはやめないで、そのまま高校はち

ゃんと卒業する子もいます。しかし、その子たちの話を聞いてみると、ほとんど全く友達

は作ろうとしない。ですから、休み時間とか放課後なども、遊んだり部活動なんかもやら

ないんです。ただし、授業にはちゃんと出て、まじめに聞いている。そのかわり時間が終

わると、荷物をまとめてさっといち早く校門を出ていく。そういう行動を繰り返すわけで

す。 

 この子たちの話を聞いたこともありますけれども、嫌なんだと言うんです。つまり、そ

ういう学校ですから、話が始まるとすぐに「おまえ、どこの大学に行くんだ」という話に

なってくる。そういう話をするのが嫌だし、自分のことを知っている小学校、中学時代の

友達がたまたま自分のことを話題にすることがある。「こいつ、以前、学校ですごい成績が

よかったんだぞ」とか、「先生からいつも褒められていたんだぞ」、そういうのを聞かされ

るのが嫌だ。だから、友達なんかつくりたくないし、つくらないほうがいいんだというふ
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うに言います。 

 ただ、ここまでの、司法浪人にしても、スチューデント・アパシータイプにしても、大

学に行くともっとすさまじいですね。つまり、みんな高校でつまずいたといっても、今に

見てろ、大学で雪辱を期するんだと思っているわけです。ところが、大学ということにな

ると、今度は全国区で相手にしなきゃいけませんから、第１志望、第２志望といったって

なかなか受かるわけはない。１年浪人、２年浪人ぐらいは、今、親も認めてくれます。と

ころが、２浪してもだめだということになると、もう親もね。大体そういう子どもたちで

すから、第２志望、第３志望もかなりレベルの高い学校を選んで、どういうわけかそうい

うところにはちゃんと合格しているんです。この辺は、日本人というのはいざというとき

の局面にすごく弱いという心理的な傾向がありますから、第２志望、第３志望になると楽々

と受かっているタイプなんです。親から説得されるときは、第２志望でもいいじゃないか

と。第２志望で１番になればいいんだからというのが、大体親の説得文句なんです。それ

以上予備校に行く金も出してもらえないということで、本人は渋々大学に入学をする。し

かし、入学しても、本人はおもしろくない。「こんな学校、おれの来る学校じゃない」と自

分では思っているわけです。ですから、あるアパシー化した学生は、もう随分話しました

けど、「教室に行っても、周りがみんなばかに見えてしようがなかった」と言うんですね。 

 しかし、そういう学生であっても、例えば一番つまずくのは語学の授業なんです。大学

の中で、唯一、小学校、中学校と同じようにクラス分けがされていて、しかも毎時間出欠

をとるのは語学なんです。語学の授業ですから、順番に当てて答えさせる。ところが、そ

ういうときになって、本人は予習もちゃんとやってこないで来て、当てられても、しどろ

もどろになってしまう。そうすると先生から注意される。次に当てられた学生がスラスラ

と答えて褒められる。その状況に直面したときに、その学生は翌週から学校に来なくなる

というのがほとんどのパターンです。そして、だんだんと学業から遠ざかっていく。 

 これもまた、ある学生はこういうことを言っていました。「何が嫌だといって、キャンパ

スの中で昔の自分を知っている人間と顔を合わせたときだ」と。相手からすると、さも親

しげに「おーい」と声をかけてくる。そして近寄ってきて、次に何をいうか。「あれっ、お

まえもここに来てたのか」と。その言葉がたまらない屈辱感を感じると言っていました。

つまり、相手は自分の過去が成績優秀なことを知っていますから、当然別な、もっとレベ

ルの高い大学や学部に行っているはずなのに、実はここにいた。向こうからすると、そん

な他意はなくて、むしろ親しい気持ちでいっているだけなんでしょうけれども、受けとめ
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るほうはそうはとらない。そして、彼はこう言っていました。「あの連中が全部大学から卒

業したら、つまりいなくなったら、大学に行ってもいいんだ」というぐらいすさまじいこ

だわりを持っている。これがスチューデント・アパシー化していく若者たちなんです。 

 しかし、司法浪人にしてもスチューデント・アパシーにしても、背景は見えるんです。

ある種のエリート志向、上昇志向がかなり強い。正直申し上げて、日本でいわゆる競争原

理が一番早く持ち込まれたのが学校現場ではないかと言われています。進学競争が過熱し

ていって、偏差値によって学生、子どもたちが輪切りにされていくような状況です。そう

いう中で、あるところまではその路線に忠実に乗ってきたタイプが挫折したときに、ガタ

ガタと崩れていって、こういう状態になっていくわけです。 

 今、その状況は、一般の社会人に移りつつあります。企業人の中に競争原理が当たり前

という発想が強くなっていく中で、そこからガタガタと崩れていった人たちの中に、いわ

ゆる自殺者が急増している。ですから、自殺の急増する背景とアパシー化していく背景と

いうのは、実は重なるものがあるということを見落としてはいけないと私は思っています。

国の政策や何かもそこのところをきちんと見ながら対応していくことが必要であって、ひ

きこもりと自殺は全く無関係な問題では決してないんだ、そういうとらえ方もしていかな

ければいけないと思います。 

 ただし、1990 年代後半になると、こういったエリート志向、上昇志向が立ち行かなくな

って落ちていく人たちというのは若干減り始めます。今はそれほど強くないです。この当

時、東京大学におられた山田和夫先生という、保健管理センターの教授をされていた方、

精神科医ですけれども、ふれあい恐怖の若者が多くなっているという指摘をされています。

論文なども出されている。ふれあい恐怖って、一体何なんだということですけれども、去

年ですかね、ある新聞が、最近トイレで食事をしている学生がいるという報道をしました。

実はそれは何も今に始まったことじゃなくて、1990 年代にもう既に出現していたんです。

人と触れ合うことに対してものすごく抵抗感を持っているんです。この学生たちにも私は

随分面接しましたけれども、彼らの行動というのは例えば、昼休みにみんなぞろぞろ連れ

立って学生食堂に行って食事をとるというのが学生の一般的な風景なんですけれども、そ

の輪に加わらないのです。１人だけ、どこか遠くの公園かなんかに行って、おにぎりかな

んかをむしゃむしゃ食べている。それから、この学生たちはコンパのようなものを嫌うん

です。最近の学生を見ていますと、最近の学生は学校の出席は非常にいいんです。学校も

大学生も出席率を問題にするようになってきていますから、欠かさずちゃんと授業に出て
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くる。我々が若いころというのは、むしろ授業なんていうのはさぼるのが当たり前のよう

な感覚がありましたから、授業にはほとんど顔を見たことのない学生がいて、それが「い

ついつコンパがあるぞ」と言うと、珍しく顔を出すような学生がいっぱいいました。つま

り、そこで旧交を温める。 

 ところが、最近の学生は、ふだんは学校の授業には出てくるけれども、コンパがあるぞ

という日に限って休んで出てこないんですね。彼らに言わせると、出てきて友達から「お

い、コンパに行くぞ」といって無理やり連れていかれるのが嫌だ。苦痛だから休むんだと

いう言い方をする。そして、何が嫌だったかというと、基本的には彼らはみんな共通して、

雑談が苦手なんです。つまり、隣に座った人間が何を話し始めるかわからない。ある人間

はサッカーの話をしたり野球の話をしたりアイドルタレントの話をしたり、いろんな話を

し始める。ところが、自分はそういうことをよく知らないし、関心もない。そうすると、

どういうふうに受け答えしていいかわからない。自分に話を振られてきても、答えられな

い。そうすると、緊張して、酒なんか飲んでもうまくない。そんな場に行きたくないから

休むんだと。つまり、そういうのがいわゆるふれあい恐怖の若者たちの実態で、これが目

についた。 

 それからもう１つ、私が最近になって注目しているのは、1995 年、今、大地震が起こっ

ていますけれども、その年には阪神･淡路の大震災が起こりました。ちょうど同じ年の３月

に、全国を震撼させるある事件が、カルト集団によって引き起こされています。このカル

ト集団には実に多くの若者が結集していました。しかも、その若者たちは、いわゆるエリ

ートといいますか、中には有名大学の学生もいたし、卒業して弁護士の資格を取っていた

り、医者の資格を取っていたり、つまり、社会に出れば立派に通用するような人たちがた

くさん含まれていた。そういう事件が発覚しました。 

 私もその中の何人かと直接話をしたことがありますけれども、彼らが実は、先ほど少し

紹介した、今のひきこもりの人たちと同じことを言っていました。「この集団に参加したの

は、自分の意思である。人からとやかく言われたくないんだ。この集団がよくないと自分

で決めたら抜けるから、それまでは放っておいてほしい」と。実に今のひきこもりの人た

ちが口にする言葉と同じ言葉を口にする。 

 私は最近、ひきこもりのいろんな調査をやってみて、ああ、そうか。今のひきこもりの

原点というのは、その集団に結集した当時の若者の意識傾向が社会に拡大していっている

んではないか。あの当時、彼らは、カルト集団にひきこもっていたんだと。つまり、一般
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社会には出られないタイプだったんではないかという印象を持っています。そのあたりか

ら、若者の意識の中に何か大きな変化が起こってきたととらえていいんではないかという

印象を持っております。 

（パワーポイント） 

 それからいろんな調査を通してわかってきたことは、ひきこもりの背景要因については

幾つかあります。１つは、不登校からやがてひきこもりになっていくケース。何らかの障

害や疾患があってひきこもりになっていくケースもあります。社会の価値観の変化などに

よりもたらされるひきこもりがある。心理的負荷によりもたらされるひきこもりのケース

というのがあって、その中に人間関係に対する苦手意識とか自己完結的世界に埋没してい

くこととか、興味や関心を抱く世界へののめり込みであるとか、失敗や挫折体験から立ち

直れないとか、いろんなタイプがありますけれども、「失敗や挫折体験から立ち直れない」

に相当するタイプのひきこもりが近年急増しているという印象を持っております。 

（パワーポイント） 

 社会の価値観などによる変化ということからいいますと、かつての日本は世間体とか恥

意識を気にするがゆえに、ひきこもらざるを得ない若者が多かったことは事実です。確か

に私の子ども時代の経験をいいますと、「そういうことをするとみっともないからやめなさ

い」とか、「そんなことをしていると親が笑われるんだよ」、そんな言葉をしょっちゅう親

から聞かされて育った気がします。いわゆる刷り込みです。人間は子ども時代にどういう

言葉が刷り込まれたかということは、その後の人生観、価値観をある程度方向づけるとい

っても差し支えないと思います。しかし今はもう余り言わなくなってきていますから、そ

れほど世間体とか恥を気にしてひきこもりになっていくようなケースはないです。 

 具体例を申し上げると、40 年前、私が臨床を始めたころに出会った離婚をした女性です。

40 年前、離婚するということは余り社会的には評価されなかった時代です。今はもうそん

なことはありません。その人が離婚して実家に戻ってきた時、開口一番親から「おまえは

出戻りだ。だから近所をうろうろするんじゃない」と一言言われために、その女性は家か

ら一歩も出られなくなってしまったのです。それがいわゆる世間体から生まれるひきこも

りです。まだまだ地方に行けばそういうことが多少は残っているかもしれません。都会で

は余りないです。それから、先ほどいった優勝劣敗といいますか、勝ち負けにこだわるた

めに引き起こされるアパシー・シンドロームというタイプ。 

 問題は「現代社会が好ましいと考える人物像に合わない」ということで、これは少し大
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きな問題だなと。私は実はある企業団体のメンタルヘルスもお手伝いしているものですか

ら、いろんな人事担当者の人たちと意見交換することがある。その人たちに、就職面接な

んかでどういうところを把握するんですかというと、大体この３点に集約されるんですね。 

 １つは、目の前に課題が与えられたときに、それを効率よくてきぱきと処理できるかど

うか。２つ目には、今は個人プレーの仕事よりは集団、チームを組んで仕事をすることが

多い。そうすると、そのグループのメンバーとトラブルを起こすような人間は困る。だか

ら、周囲との人間関係をうまく構築できる人間がいい。３つ目には、現代社会というのは

言語的コミュニケーションが大事だから、必要なことをきちんと言葉に置きかえて、相手

を納得させられるように。そういうことができるかどうか。大体 20 分も話をしていれば、

よくわかるというんです。特に企業などでは最近、グループ面接をやります。応募者が何

人かチームを組んで、そこで自由に話し合いをさせて、それをじっと試験監督者が見てい

るんです。そうすると、大体この３点がつかめてくる。この３点が満たされれば、ほとん

ど内定はとれますよと。１つでも難があると、内定は難しいでしょうというのが、人事担

当者の考え方の中に示される。これは非常に厄介です。確かに理屈としてはわかる。そう

だろうなと思う。今の企業社会が生き残るためには、これは必要なんだろう。しかし、私

たちが若いころは、そんなに右から左にてきぱきと処理するよりは、じっくりと物事を考

えて、自分で納得したらきちんと動き始める。だから、逆に間違いも起こさないし、周り

の信頼を勝ち取れるという、そういう価値観が確かにあったはずなんです。それだけに、

世界的に見ても日本人のやることには間違いがないというような評価も受けていた。とこ

ろが、今はそれと正反対の動きをしなければいけない。周囲との人間関係も、好んでけん

かをするような人間は困るでしょうが、だれとでもうまくやることが本当に必要なんだろ

うかと。あるいは、言語的コミュニケーションも必要なことはわかるけれども、だとする

と、必ずしもそうでない人間、特に日本人には昔から、今は減ってはきているけれども、

いわゆるシャイな人間、思っていることを言葉にあらわすとか、そういうことが苦手な人

たちがいるわけです。そういう人たちというのは、まずここから外れてしまう。 

 とりわけ、厚生労働省なんかも提起している発達障害の人たちは、この３つとも難があ

る人たちです。発達障害の人たちというのは、もともとこだわりが強いですから、そんな

にてきぱきと動けない。人間関係をうまく構築できない。言語的コミュニケーションが苦

手。そうすると、今、日本全体で約 6.7％の人が発達障害だろうという推定があります。

この 6.7％の人たちは、学校を出てもほとんど就職する可能性が薄いという状況が浮かび
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上がってくる。さらに、発達障害ではないとしても、シャイな人であるとか、じっくり物

事を考えるような人というのは、余りてきぱきと就職先を見つけることができないという

社会状況が進行していると考えられる。そこからひきこもりが必然的に生まれざるを得な

い今日的社会があるといっていい。 

（パワーポイント） 

 心理的負荷という問題から言いますと、現代社会というのは自立強化型社会です。自立

というのは非常に大事なことです。しかし、自立するということは、もう少し解明してい

くと、まず自らの主体性を確立しなければいけません。主体性というのは、判断基準を持

つということです。そして、その判断基準が確立すればこそ、自己決定というものがなさ

れるわけです。その自己決定したことに対しては、自らが責任をとる自己責任感というも

のを有する。この３点がかなえられてこそ、自立した人間としての評価が与えられるわけ

です。 

 ただし、この前提があるわけですね。ここに書いてありますように、同じ「じりつ」と

いう言葉で表現されますけれども、字が違います。自分を律すると書いて「自律性」とい

う言葉があります。これは心理学的な言葉で置きかえると葛藤処理能力と申し上げていい

と思います。それを蓄えていることが、この３要件を満たすためには本当は大事なんです。 

 しかし、今の子どもや若者たちは、この自律性が非常に脆弱なままに育っているという

のが実情です。自律性を蓄えるためには、葛藤場面を乗り越えなければいけません。とこ

ろが、今の子どもたちは、最初から葛藤を起こさないような環境状況を設定された育てら

れ方をしているんではないか。私たちの時代のほうが、葛藤処理能力は嫌でも蓄えさせら

れました。ともかく、欲しくても手に入らない。そういう社会ですから、葛藤はいっぱい

あったわけです。やりたくてもやれない。でも、それを乗り越えて生きることが、必然的

に葛藤処理能力、つまり自分を律する力というのをつくられたんですが、今の子どもたち

は、欲しいものはお金さえあれば手に入る。やりたいことがあれば何でもやれる。そうい

う時代を生きていますから、葛藤処理能力が弱いのです。 

 ところが、一方では自立、主体性があって、自己決定ができて、自己責任がとれること

を、年をとるに従って要求され、だんだん自立を求められることに対する不安が高まって

いく。それはとりもなおさず自己責任に対するこだわりがあるんです。それが募ってくる

と、最終的にどういう選択肢を選ぶかというと、自己決定回避願望と私は名づけましたけ

れども、まず自己決定をすることから遠ざかろうとする。そして、それがひきこもり状態



 18

につながっていくという例が多い。これがいわゆる自己完結的思考です。自分で決めたん

だから、放っておいてくれというやり方です。他人の意見は入らない。 

 実はこのタイプが中学生、高校生のレベルで起こると、不登校になっていくわけです。

中学校や高校になって、この子どもたちに聞くと、やたらに自立自立と言う先生が一番嫌

いだと言うんです。「おまえ、自立しなきゃだめだ」「自立してない」「おまえ、何やりたい

んだ」、そういうことばっかりいう先生とはなるべく近づきたくない。そういう授業にも出

たくない。当然のことながら、不登校にならざるを得ない。つまり、こういうタイプの不

登校がじわじわと増えつつある。この子どもたちは、放っておかれると、やがてひきこも

り化していくという例が随所に存在しています。 

（パワーポイント） 

 その背景をさらに探るために、内閣府調査の結果を数字から見ていきます。すると、「あ

なたは子ども時代、どうだったですか」とまず家庭の状況を聞きますと、「親が過保護」「親

はしつけが厳しかった」「家族に相談しても役に立たない」「我慢することが多かった」「親

は学校の成績を重視していた」「自分で決めて相談することはなかった」というのが、全く

問題を抱えていない一般の若者たちから比べるとはるかに多い回答率を示しているんです。

赤字で書いてあるのは、いわゆる親和群の人たちです。ひきこもりは黒字で示してありま

す。 

 ここから浮かび上がってくるのは、親の教育はかなり偏った傾向を示しているなという

印象はあります。特に過保護とか過干渉というのは、自立性を一番育てない。過保護とい

うのは、要するに子どものやりたいことをやりたいようにやらせていて、親は一切干渉し

ないような対応をするわけですが、いわゆる甘やかしになります。何でも自分がやりたい

ようにやればいいということですから、家ではそれで過ごせても、学校に行ったら途端に

つまずきます。学校に行けば、やりたくないことだってやらなきゃいけないし、友達から

はいろいろ言われる。すると、学校に行ったってつまらない。逆に過干渉な子というのは、

親からはああしろ、こうしろと言われて、それに従わなければ叱責される。すると、嫌な

ことでも渋々従う。そういう動きが中心になってくる。ですから、過保護とか過干渉とい

う、非常に偏った、バランスの悪い育てられ方をした子の中に、確かにひきこもりが生ま

れやすいという傾向はわかっています。 

 昔から子育てというのはアメとムチの世界といい、アメばかりを与えてもだめだし、ム

チばかり振るってもだめだということ。それが自律性、自分を律する力を育てる最大の力
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なんだけれども、それができない親たちが増えてきているということが、ここから浮かび

上がってくる。 

（パワーポイント） 

 さらに、学校ではどうだったかということを聞くと、ここに非常に特徴がある。「我慢を

することが多かった」「友達にいじめられた」「いじめを見て見ぬふりをした」「友達をいじ

めた」という子もいます。それから、「一人で遊んでいる方が楽しかった」「学校の勉強に

ついていけなかった」「学校の先生とうまくいかなかった」、いずれも一般の若者たちとは

はるかに有意差をもって高い回答率を示しているんです。いじめにまつわるエピソードが

多いということがわかってきた。つまり、その学校、クラスの中では、周りからは特異性

を持っている存在として扱われていたんではないかという傾向が浮かび上がってくるんで

す。 

 「学校の勉強についていけなかった」「学校の先生とうまくいかなかった」という回答率

が高い背景を少し探ってみました。内閣府ではそこまで踏み込めなかったんですが、東京

都では、実際にそういう回答をした人たちと面接調査をやっています。すると、この子ど

もたちが学校の勉強で何が一番嫌だったかというと、いわゆるグループ学習の時間だった

というんです。つまり、今の教育というのは、昔のように黒板のほうにみんな向いて、一

斉に先生の話を聞くような勉強スタイルでは子どもたちの自主性は育たないんだと。だか

ら、細かく分けて、自分たちで課題をつくって、調べて、発表し合う、いわゆるグループ

学習を積極的に取り入れています。学習指導要領なんかでもそれを推進している。 

 ところが、この子どもたちはそれが一番苦痛だったというんです。大体そういうグルー

プ学習になると、リーダーシップをとる人間というのは、もともとリーダーシップ性があ

ったり、言語能力が高い人間がリーダーシップをとっていく。それでどんどん進んでいく。

そして、自分がモタモタしていると、まず友達から叱責を受けるし、いろんなことを言わ

れる。授業の最後には、それぞれのグループの発表があって、大体リーダーシップをとっ

た人間がおもしろおかしく発表すると、みんながやいのやいのと手をたたく。先生も「よ

くやった」と言って終わる。ところが、そういう時間になっても、その子どもたちはシラ

ーッとしている。シレーッとしている。おもしろくない。 

 授業参観に行ってみると、私もそういう子どもたちを見ることがあります。ですから、

そういうことを強いる先生も嫌だ。それから、言語的な力というのが苦手なんです。コミ

ュニケーション力というのが、何かを言わされるとか、言わなきゃいけないとか、そうい
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うことに対する抵抗感がある。これもまた、今の学習指導要領なんかでは、言語的コミュ

ニケーション能力を高めるということは大事な課題。これは全て間違ってないと思う。そ

のとおりなんです、これからの社会は。 

 しかし、こういう現代の教育方針についていけないタイプの子が確かに存在するという

ことを、私たちはともすると見落としがちなんです。だれでも練習、訓練をすれば言語的

コミュニケーション能力は高められるのかとか、あるいはそういう集団的な活動になじめ

るのかというと、恐らくそうではない。それは昔もいたはずなんです。そういう人間が大

体 10 人に１人くらい。それを端的に示しているのが、今回のひきこもりの調査の中で浮

かび上がってきている。 

 問題は、この子たちというのは、学校における先生たちの評価も、友達からも低く見ら

れるんです。「あいつ、何言っているかわからない。モタモタしやがって」。極端にいえば、

自分たちで自由にグループを決めるときなんか、まずこの子たちは排除されます。「あいつ

が来ると遅れるからやめとこう」。気がついたら、その子はどこのグループにも所属できな

いような状態が起こっている。 

 実はそれを示すような事件が昨年秋に起こっています。１つは、ある地域で小学校６年

生の女の子がいじめを苦にして自殺した。この子は、昼休みにみんながグループごとに食

事をとっているときに、どこのグループにも入れてもらえないで、いつも１人、ポツンと

していた実情が浮かんできた。そのすぐ直後に起こった中学生の自殺。この子もいじめが

原因だといわれているけれども、私が着目したのは、その子がノートに書き残していた文

章の中に、国語の時間に発表させられることが苦痛だったという文言を残しているんです。

つまり、まさしく言語的表現力に難があるというか抵抗がある。あるいは集団になかなか

溶け込めないタイプの子どもというのは、どうしても今の学校社会の中では浮かび上がっ

てしまうし、いじめの対象になりやすいし、さらに一般社会に出ても当然相手にされなく

なるという現代社会がそこにはある。そんなついていけない子はしようがない。ついてい

けない人間は放っておくしかないというふうに我々が考えるならばともかく、でも全体の

１割近い人間がいる。そういう人間に対してもきちんとした教育体制を整えなければいけ

ないし、社会的な対応体制もつくらなければ本当はいけないんじゃないか。そういうふう

に私たちは考えざるを得ないですね。 

 ところが、この子どもたちはそんな状況でありながら、実は不登校にはなっていない。

調べてみると、実は最初に書いてある「我慢をすることが多かった」というのが過半数な
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んです。つまり、この子たちはある意味では我慢強い。そして、面接をしてみてわかった

のは、そこで不登校になったら自分が負けたことになる。だから、そんなことはしたくな

いということをいっていた人が随分いました。つまり、ここで不登校になってしまうと、

周りからは、あいつは弱虫だとか情けないとかだめなやつだとますます烙印を押されてし

まう。だから、絶対不登校にはなるまいと思って、学校だけは続けていて、卒業だけはし

ている。つまり、そこに我慢強いという、ある意味では現代の子どもたちに失われている

ものがどこかに残されている子どもたちでもあるかもしれない。 

 ここには書いていませんが、内閣府の調査で浮かび上がってきたのは、ひきこもってい

る若者たちが新聞や本をよく読むと回答した人たちが、これも一般群に比べるとはるかに

多い。今の若者や学生たちというのは新聞なんてほとんど読まないです。読む新聞といえ

ばスポーツ紙。いわゆる一般紙なんてものは、たまには読むことがあっても、こういう事

件なんか起こると読むけれども、毎日なんて目を通さない。ところが、ひきこもる人たち

というのは、そういう新聞も丹念に読んでいるし、読んでいる本の内容も、それなりの哲

学的な本を結構読んでいる。これも今の一般の若者は、漫画はよく読むけれども、そうい

う小説なんか読んだことがない。 

 そうすると、はっきり申し上げて、今ひきこもっている若者たちというのは、現代社会

の潮流には乗っていないけれども、一昔、二昔前であったら、立派に社会的な評価を受け

るに値する存在であったんじゃないかということが浮かび上がってくる。端的にいえば、

現代社会の流れに乗れない子どもたち、若者たちです。すると、いわゆるひきこもる若者

というのは、甘ったれてるとか、甘やかされたからそんなふうになったんだとかいう俗説

というのは、少し考え直さなければいけない。病気とか障害があってひきこもりになる、

そういう存在がいることは認めるとしても、むしろそういう現代社会の潮流に乗れないタ

イプがひきこもらざるを得ないとしたら、社会全体がもう少しそういう子どもたちを、若

者たちを受け入れるようなチャンスを与えていくことも必要なんではないか。 

（パワーポイント） 

 さらに、若者たちの心的世界というのは、見てみますと、ひきこもる若者たちというの

は自分へのこだわりがすごく強いという傾向もわかりました。ある意味ではプライドもあ

る。自分はこれがやりたいとか、これはできるんだと。その分だけ、人から何か指示を受

けるとか、命令をされることには抵抗感を持っています。しかし、そのこだわりを貫くだ

けの自信は持っていない。つまり、自分が何かそれを口にした途端に、周りから批判され
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たりたたかれたりすることを恐れているんです。だから、それはなかなか表ざたにならな

い。 

 これは一般の若者も含め今の若者たちというのは、人間関係というものに対して警戒心

や不安感をすごく強く持っています。だから、人と争いたくはないとか、対立するような

ことはしたくないというような回答をする人が多い。そういうことを重ね合わせていくと、

結果的には自己完結的世界に埋没せざるを得ない。要するに、自己決定、自己責任的世界

を歩むことをなるべく避けようとするから、自分の世界に埋没していくという傾向が生ま

れていかざるを得ないんですね。 

（パワーポイント） 

 何でそんなに自分へのこだわりを持っているのだろうということを分析しますと、これ

も私たち調査メンバーで意見交換した中で浮かび上がってきたのは、いってみれば、自分

へのこだわりというのは近代的自我と申し上げていいですね。これは極めて西欧的な自我

です。自分へのこだわり。これは第２次世界大戦後、日本の教育界が一貫して形成しよう

と努めてきたものであることは間違いない。 

 しかし、他方では、周囲との調和を求めるという極めて日本的な古典的自我というもの

も形成される。これもまた学校教育の中で形成されていくわけですね。 

 でも、よくよく考えてみると、この２つの自我というのはぶつかり合う関係にあること

も事実です。つまり、自分へのこだわりを貫こうとすれば、多少とも人とのいざこざを覚

悟しなければいけない。対立を乗り越えなければいけない。しかし、人との対立を避けよ

うとすれば、自分へのこだわりを捨てざるを得ない。この矛盾する両方の価値意識という

か、自我形成をやっているのが今の教育であると申し上げていいと思います。 

 このどちらも大事だとは思うんです。学校なんかに行ってみるとわかります。校長室だ

とか学校の玄関を入ったところに、この学校の目標とか理念とかいろんな看板が掲げてあ

って、「個性豊かに、自分を大事にしよう」と書いてある一方で、「みんな仲よく」なんて

ことが２つ標語として掲げてある。どっちも間違ってはいないんだけど、よくよく考えて

みれば、それがぶつかり合う中で生きていくのが人間ですから、ぶつかったときにどう乗

り越えていくかということまできちんと教えなきゃいけないのが本当は教育なんです。単

に標語だけをたたき込んで済むかというと、それで９割方の人間は済むんです。ところが、

ひきこもる人間というのは、私たち調査委員会でも意見交換したけど、みんな愚直だねと。

愚直という言い方は失礼かもしれないけど、まじめ過ぎる。だから、２つの相異なる命題
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を突きつけられたときに、身動きがとれなくなっている。それを、まあこれはこれでいい

やぐらいに適当に乗り越えて処理していく力はないから、ぶつかり合ってしまう。学校の

中ではこの２つがぶつかり合うことは余りないけれども、社会に出れば、文字どおりぶつ

かり合うような状況に直面させられることは多いですね。 

（パワーポイント） 

 自分へのこだわりを形成する刷り込み、私たちの子どものころは、人前で恥をかくなと

か、みっともないことをするなというのが刷り込みだった。今の刷り込みというのは、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。それにと

どめを刺すように、自己決定、自己責任、これが小さいころからたたき込まれて育ってい

る人間が今の若者たちです。それを間違っていると言うつもりはないし、これは恐らく将

来的には否定しようもない。ただ、それを今のひきこもりの若者たちも身につけているが

ゆえに、身動きがとれなくなってきているという印象もあります。 

（パワーポイント） 

 一方で、人間関係の成立を妨げている要因、これはむしろ社会学の人たちがしきりに提

起していますが、今の子どもたちというのは二者関係が育まれていない。二者関係という

のは、基本的に喜びと悲しみを共有する世界のことを私は二者関係と呼んでいます。これ

は人間関係の基本、原点です。 

 ところが、先ほどから申し上げているように、親子関係が過保護とか過干渉になってい

る傾向が生まれてきている中で、喜びと悲しみを共有するような体験ではない、喜びだけ

がどんどんエスカレートしていくか、悲しみだけがエスカレートしていくかというような

経験が重なっている育てられ方をしている。まさに先ほどの回答の数字的なところを見る

と、そのとおりの傾向が浮かび上がってきています。そして、今、少子化の中で、兄弟姉

妹関係が少なくなっていて、子ども同士が争うことも協力し合うことも少なくなっている。

地域社会の中では、いわゆるギャングエイジ集団というものが消滅しつつある。自己中心

的世界から脱却できない状況が生まれてきている。そういう背景のもとに、ひきこもらざ

るを得ない若者たちが増えてきていると申し上げていいと思います。 

（パワーポイント） 

 そろそろまとめに入っていきますが、ひきこもり問題への対処として、「『ひきこもり』

は広い意味での精神保健の観点から捉えるべき問題ではあるが、それは従来、精神障がい

者等を対象として講じられてきた社会復帰訓練などの、精神医療的な枠組みのもとに対処
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するだけでは解決できない……教育・福祉･労働・医療が連携し、医師・心理士・ソーシャ

ルワーカーなどの専門職が協力することにより、解決への道が開ける」。「心理的ひずみか

らもたらされる『ひきこもり』については、予防策を講じることが可能」ということが、

ここから浮かび上がってきます。それは、家族、教育、労働施策のあり方をもう一度再検

討してみるところから、予防策というのは講じられるだろうと思います。 

（パワーポイント） 

 そして、何らかの疾病や障害に起因する場合には、治療と社会復帰プログラムを組み合

わせ、現行のソーシャルスキルトレーニングなんかも積極的に生かしていくことによって、

社会適応力を育成することは可能だと思います。 

 しかし、心理的問題を背景に抱えている場合には、徹底的なカウンセリングを通して、

その人の考えていることや価値意識というものを明確にしていく中で、その人が求めてい

る世界が果たして現実の場面の中でかなえられるかどうかということを検証していく。そ

して、かなえられるとすれば、それに合った仕事を見つける努力をすることであって、そ

れは必ずしも集団適応的なものである必要はないだろう。今ある集団適応というのは、結

果的にいうと、特に働かせるためには、企業社会が必要とする人材に合わせるようにする

教育になってしまっている。物事をてきぱきと処理できるとか、言語的コミュニケーショ

ン能力が高められることとか、あるいは人間関係をうまく構築できるとか、そのことが中

心になっているけれども、もともとそういうことが苦手で、幾ら訓練をしても、幾らそう

いう場に行ってもなじめないとするならば、別なやり方を考えていく必要がある。 

 昔はそういう人たちが吸収されていく仕事の場というのは幾らでもありました。企業で

も、そういう人たちが雇われないなんて状況ではなかった。例えば各ビルなんかにはボイ

ラー室というのがあって、ボイラーマンの人が１日中つきっきりで冷暖房なんかを管理し

ていた。そういうのは大体１人職場です。でも、その人の役割があるからこそ、ビル内で

の活動、仕事がうまくいって、みんな重宝されていた。大体ひきこもり系の人たちという

のは、そういう仕事は熱心にまじめに取り組んでいる。 

 しかし、今、ビルからボイラー室なんてなくなりつつあります。電気スイッチ１つで、

そんな場はない。どうしてもそういう人間関係の中でやれなければ、山にこもって炭を焼

いて、その炭を時々町に売りに行って生活をするとか、あるいは特別な才能があれば、土

をこねて瀬戸物や茶わんを作って売るとか、いろんな１人職場で生きる術を探すことはで

きたわけです。 
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 ところが、今、日本の社会からそういうものが急速に消えつつある。そういう中で、い

わゆる企業集団的なところに適応する人間でなければだめだという発想でいろんな対策は

立てられているんだけど、どうもそれはこういう人たちに対しては幾らやっても余り効果

が上がらないんではないかというのが、私の率直な印象です。 

 私は突拍子もない考えかも知れませんが、例えば今、全国に無人駅が何千もある。これ

はＪＲなんかの合理化の中で、採算の合わないところに駅員なんか配置できず無人駅とな

ったわけですけれども、私は無人駅に必ず人を配置してはどうかと考えています。今無人

駅のところで喜んで仕事をする人たちはいっぱいいると思うんです。その人たちには、鉄

道輸送事業までタッチさせるのは難しいから、駅舎の管理とか少ない乗客の出札管理。そ

の費用を鉄道会社は出せないというのであれば、それを公的な資金で負担する。これは私

の突拍子もない考えですが、そのくらいの発想転換をもってこのひきこもり対策をやって

いくことが今必要なんじゃないかという気がしています。 

（パワーポイント） 

 一言でいうと、現代社会が当然視する教育課題や就業課題に乗れない若者たち、それは

言語的コミュニケーション能力、対人関係を構築する能力、てきぱきと課題を遂行する能

力を有していないと、言葉は非常に悪いかもしれないけど、欠陥商品扱いされかねない現

代社会の中で生まれてきた存在がひきこもりの大半です。ですからいじめの対象になりや

すいというのも、そこから類推できるわけです。 

（パワーポイント） 

 今後の課題としては、家庭・家族の課題として、幼児期からのふれあい体験をもっと重

視する。もともと無口でシャイで、放っておくと、何もしゃべらないでひとり遊びを小さ

いころからやっています。親から見るとすごく楽なんです。むずかるわけでもないし、一

人で遊んでてくれる。でも、親はやっぱり積極的に子どもたちに話しかける。相手から話

を引き出すのではなくて、こちらから何かを話しかける、そういうことが大事なのではな

いか。そして、バランスをとること。 

 過保護とか過干渉というのも結局は親の不安の投影である場合が少なくないのです。つ

まり、今の親御さんというのは、みんな共働きですから、ふだん子どもと接している期間

は少ないことは事実です。そして、多くの親はそのことをまた後ろめたく思っていること

も事実なんです。そして、その人たちが、たまに休みがあると、自分も疲れていて休みた

くても、子どもが「遊園地に行きたいよ」と言えば、「いいよ、いいよ」と言って連れてい
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ってあげて、子どもの好きな遊びをさせて、おいしいものをいっぱい食べさせて。結果的

にだんだん過保護になっていく。その一方で、不安で不安でしようがないから、子どもに

あれするな、これするな、ああしろ、こうしろといって枠を作って、そのとおりに動かそ

うとするから、結果的に過干渉になっていく。つまり、それもみんな個人の親の問題とい

うよりは、現代社会における親が抱えている不安の投影が、そういう子育てに影響してい

るととらえたほうがいいんです。そうすると、その不安を解消させるための方策を何か講

じなければいけないということが浮かび上がってくる。 

（パワーポイント） 

 教育現場では、手のかからない、一見するとおとなしくて問題性を感じさせない子ども

たちにもっと注目する必要があるでしょう。学校に来ているから何も対応策を講じられな

い。おとなしく特に問題はない。今の学校というのは、この子が発達障害だという診断が

下されると、特別支援教育という枠組みの中で対応してもらえます。しかし、特にそうい

う診断が何もつかず、学校に来ていて、試験をやればそこそこに成績をとれるのであれば、

ほとんど放ったらかされているといっても過言ではない。それが１つの大きな課題です。

これもある事件からそれを浮かび上がらせます。ある県で、同級生の女の子をナイフで刺

した女の子がいました。この両者の関係というのが、報じられているところから見ると、

被害者の女の子は言語表現力が非常に活発で、友達も多くて、先生からも評価されていた。

加害者の女の子は、無口で、友達も少なく、学校の中でも余り存在が浮かび上がらなかっ

た。そういう構造の中で事件が起きたというとらえ方をしなければ本当はいけない。問題

は、今の教育の路線にちゃんと乗っていける子どもたちよりも、乗れない子どもたちにど

ういう対応をとれるかということが問われてきているのであって、それがひきこもりを生

まない１つの大きな背景になっている。だから、そういう子どもたちに無理に集団への適

応化を促したり強制はしないとか、言語的コミュニケーション能力の開発にこだわらない

とか。逆に、周囲に相手の気持ちを察する力を育てる工夫をするとか、本人のプライドを

尊重する。 

 しかし、ある意味で私は大変なことを言っているのです。極端なことを言うと、教育指

導要領に反することをやりなさいということを言わざるを得ない。私は、教育指導要領を

批判しているわけではありません。ただ、それに乗れないタイプの子どもたちがいること

もちゃんと忘れないで、どう教育していくかをもう少しみんなで考えてみませんかという

ことを申し上げたいのです。特にキャリア教育を重視するというのが今の方針の中にある
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けれども、キャリア教育も、企業組織に乗れるタイプの人間を育てるのがキャリア教育だ

というふうに考えてもらうと、ますますこのタイプのひきこもりは増えていくだろうと思

います。そうできないタイプの人間にどういうキャリア教育を施すかということもみんな

で考えていく必要があるだろう。これが、私が東京都の調査をやったり内閣府の調査をや

ったり、あるいは厚生労働省との意見交換などをしていく中で考えていることでございま

す。 

 ご清聴、ありがとうございました。（拍手） 

○司会 高塚先生、ありがとうございました。 

 お時間が２～３分ございますので、ご質問等ありましたら、挙手をお願いします。 

○研修生 和歌山県から来ました。先生、ありがとうございます。 

 今日の話の中でもあった、現状での教育のステップに乗っていけない子どもたち、そう

いうふうにしんどさを抱える子どもたちのために何ができるかというような話の中で、多

くの民間がフリースクールであったり、ひきこもりの青年、不登校の青年の居場所という

形で活動を続けてきていると思います。今日、ここの会場におられる民間の方も、やはり

そういうような課題の中でフリースクール、フリースペースなどをつくって、関わりを持

ってきたと思っています。今回の研修で、官の皆さんともいろいろ話をする中で、そこと

教育の現場、そして施策との連携というのがすごく大事なことだなというのを実感した、

５日間の研修だったかなと思います。 

 そこで、ここで勉強した僕らとしては、この連携の大事さを地域に持って帰って広めて

いくことを大事にしたいなと思うんですけれども、今後、制度としてこの連携を強めてい

く、そして不登校やひきこもりのしんどさを持つ青年を１人でも救っていくというような

ことを、国として、内閣府として、高塚先生として、どういうふうに考えておられるか、

ご意見を聞かしていただきたいと思います。 

○高塚 まさにおっしゃることが一番大事で、それを推進させるオフィスとして、子ども・

若者育成支援推進法というのが活用されてしかるべきだと思っているんです。ですから、

今まではいろんな分野、いろんな領域の人が、みんな自分たちはこれでいいだろうと思っ

てばらばらにやってきたんだけど、そろそろいろんな知恵、ノウハウを出し合って、協力

し合うような体制を講じていくことが１つ。 

 それから、私は正直いって、厚生労働省が出しているひきこもりガイドラインは、あれ

はあれでいいんですけれども、内閣府として、もっと総合的なひきこもりガイドラインと
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いうものをつくるべき時期に来ている。今申し上げたように、どうしても今のひきこもり

ガイドラインでは漏れてしまっている層が多いわけですから、そういう人たちを網羅した

形のガイドラインを国の施策としてつくるべき時期に来ているんじゃないかなという気が

しています。 

○司会 では、よろしいでしょうか。高塚先生、どうもありがとうございました。（拍手） 

 


