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Abstract

Child raising environment has changed in modern technological society and as a

results, due to dysfunctional mothering in the isolated core family, child abuse has

become one of the most serious social problems over the past several decades.

Statistic data shows that the situation has been aggravated year after year. In the

severe case of child abuse, legally the victim must be separated from persecutor

and transferred to Child Care Institution to protect the victimized child. But this is

mere an allopathic coping to avoid risks to rescue the victimized child. What is

important here is to restore the function of the family system and make the child

possible to reunite the family. The process of family reunification must be

investigated and clarified in terms of victimized children’s behavioral and

psychological characteristics. Evidenced based research is indispensable.
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Ⅰ　子育て環境と児童虐待

1. 現代の子育て環境の諸問題

近年、子育てが十分にできない親の出現や夫婦離婚による家庭崩壊などの現象によって子ど

もの育つべき家庭環境が脅かされ、社会的にも憂慮すべき多くの問題が出現している（尾

形,2003）。特に、児童虐待の問題は年々増加し複雑化しているが（入江,2005）、その背景にあ

る現代の子育て環境に関する諸問題が指摘されている。従来、日本の子育ては親族や地域の近

隣の人々が教え、手伝い、支えあってきた（鈴木,2001）。しかし、少子化が急速に進むことで、

子育てを共有できる地域の人との接点が少なくなり（榊原,2002）、大都市はもとより地方都市

でも高層マンションやアパートが出現、居住形態の変質により、外界と隔離された密室の中で

育児が行われるようになった（徳永,2003）。2006年の総務省国勢調査によると、核家族世帯は

57.9%存在し、2000年時の調査と比べると3.9%増加している。核家族世帯のうち「ひとり親と

子どもからなる世帯」は14.2％を占め、1987年時の調査と比べて、ひとり親家庭が100万世帯

増加している。子育てに関する親の認識の変化についても明らかになっており、厚生労働省

（2003）によると、育児よりも仕事を優先している父親が約7割を占め、就労している母親が

57.3%と半数を超えている。家族そろって一緒に夕食をとる日が週2～3日しかない家庭が約4

割を占める（厚生労働省,2006）といった現状もあり、核家族化に加え、ひとり親家庭の増加、

子育てよりも仕事を優先せざるを得ない厳しい現実がある。

また、経済的なゆとりのなさ、つまり貧困といった問題が見え隠れする。日本では経済的に

は豊かな国とされ、日本政府は貧困に関する調査を1965年に打ち切っているが、松本（2008）

は、厚生労働省の国民生活基礎調査の推計から、子どもの貧困率が14～15%程度と推計してい

る。その他の貧困の広がりに関連する調査として、学校給食費や保育料の未納問題があげられ

る。文部科学省（2007）によると、学校給食費の滞納額は22億円超にのぼり、各学校が推測

する滞納の主な原因として、保護者の責任感や規範意識の欠如が60.0%を占め、保護者の経済

的な問題が33.1%を占めている。読売新聞（2007a）の調査では、全国主要都市の認可保育園で

の保育料滞納額が34億円と報じている。これらの未納問題を安易に貧困と結びつけることは

できないものの、お金を納めるゆとりのない保護者が増加しているという事実は由々しき問題

である。その他の問題として、国際比較からも注目すべき調査結果をいくつか挙げたい。2007

年のOECD（経済協力開発機構）による国際比較調査では、日本における離婚率として結婚

100件あたりの離婚数が1995年の25.1から35.7に増加しており、子どもに与える影響が危惧さ

れる。また、子育て世帯に対して国がどれだけ優遇しているか調査したところ、日本における

税金面からの子育て世帯優遇度は、世界の中で30カ国中25番目と非常に低い水準であること

がわかっている。

さて、これらの統計資料を概観すると、日本では父親からの育児の協力が得られにくく、母

58



親に子育ての負担が偏りやすいことが推測され、離婚率の高まりと「ひとり親家庭」が増加傾

向にあることも特徴である。また、経済格差や貧困の広がりが育児不安をあおり、子育てのゆ

とりのなさにつながっていることが考えられる。これらの家庭基盤の脆弱性が、機能不全家族

（dysfunctional family）や多問題家族（multi-problem family）、ハイリスクファミリー（high-

risk family）を生じやすくさせている可能性がある。機能不全家族とは、徳永（2003）によれ

ば、「親に依存の問題がある、子どもに対して虐待や心理的な拒否または否定がある、家族関

係は冷え切っているが表面的にだけ仲良いように見せる“見せかけの家族”など、葛藤や親子

関係の密着または親子の役割の逆転などが起こっており、家族の病理に専門的な介入を要する

家族」と定義されている。村井（2004）によると、これまで多問題家族は、援助する側にとっ

て問題を多く抱えている家族という認識が強かったが、家族自身が多くのリスクを抱えている

という認識の変化が「ハイリスクファミリー」という用語が用いられる背景にあると指摘して

いる。また、村井（2007）は、ハイリスクファミリーの諸相として貧困、多子、疾病・障害な

どの問題を抱え、さらに子どもの問題行動が重なり、それはきょうだい間で連鎖していること

を指摘している。多くの親は夫婦間葛藤をかかえ、離婚や事実婚解消なども数多いことを示唆

し、親族関係の断絶や住宅環境の劣悪さ、地域からの孤立などが、父母の養育態度に深刻な影

響をもたらすと論じている。このような機能不全家族、多問題家族、ハイリスクファミリーと

いわれる家族は、経済的なゆとりのなさが加わり、その結果児童虐待や養育放棄などといった

形で問題が表面化することが考えられる。

2. 児童虐待問題の深刻化

さて、ここで児童虐待の定義について示した上で、児童虐待問題について述べる。まず、

「児童虐待」は英語ではchild abuseであるが、abuseとはab＋use（使用）、つまり「子どもの

乱用」（西澤,1997）、「誤った子どもの取り扱い」（村瀬,2001）ともいえる。2000年に成立した

児童虐待防止法における類型では、児童虐待を 1）身体的虐待（physical abuse）、2）性的虐

待（sexual abuse）、3）ネグレクト（neglect）、4）心理的虐待（psychological abuse）の4つに

分類している。身体的虐待は、児童の身体に外傷が生じ、または生じるおそれがある暴行を加

えることである。性的虐待は、児童にわいせつな行為をすること、または児童をしてわいせつ

な行為をさせることである。ネグレクトは、児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減

食または長時間の放置、その他の保護者としての監護を著しく怠けることである。心理的虐待

は、児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うことである。斎藤（1994）は、obsession

（強迫思考）とcompulsive（強迫行為、強迫欲動）の視点から強迫的児童虐待について論じて

おり、「『子どもは愛されなければならない』との思いに“とりつかれている”（obsessed）親

が、つい虐待を繰り返してしまうという強迫・衝動行為（compulsive behavior）である」と指

摘している。
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子どもの乳幼児期には、養育者の心理的安定への援助が重要であり、家族成員の所属する家

族システムの中にある不安要因を除去するための支援が基本となる（春日,2000）。日本政府は

児童虐待の問題や子育ての諸問題に対し、子育て支援に関する施策をいくつか行っている。

1994年には子育て支援に関するはじめての国家計画である「エンゼルプラン」、「新エンゼルプ

ラン」（子育て支援サービスの推進など）に続き、2000年には母子保健の国民運動計画とされ

る「健やか親子21」（育児不安の軽減など）を進めている。実際、子育て支援の取り組みとし

て、子ども家庭支援センター（ファミリーサポートセンター）、子育て支援センターなどの公

的機関が地域に設置され、地域による子育て支援活動が実施されている。たとえば、子ども家

庭支援センターでは電話相談や訪問支援などが行われており、子育て支援センターでは地域住

民による子育て支援サークルなどが行われている。そのなかには、臨床心理士などの心理職を

配置し、育児に悩む親の心のケアを行っているところもある。また、ショートステイ、トワイ

ライトステイといった子どもを一時的に預けられるようなシステムを導入している機関もあ

る。また、いくつかの関係機関が連携しながら、家族を地域で支えるといった仕組みづくりが

模索されている。厚生労働省（2005）は、「要保護児童対策地域協議会」を各地域に設置し、

関係者間で情報交換および支援の協議を行うことを推進している。

このように、地域における子育て支援の枠組みは徐々に整備されてきているものの、2000年

には児童虐待防止法（児童虐待の防止等に関する法律）が施行されたことで、世間の児童虐待

に対する認識が高まっている。全国の児童相談所が受け付けた児童虐待相談件数は、2007年に

は40,618件とされ（厚生労働省,2008）2001年に20,000件を突破してから、わずか6年で倍増し

ている。2006年の児童虐待事件は297件、検挙者数は329人に上り、被害者のうち死亡した子

どもは59人であることが警視庁の調べで報告されている。このように、児童虐待は深刻な社

会問題となっているが、児童虐待や育児放棄などにより保護の必要のある子どもが急増してい

ることで、子どもや家族を支援する現場は深刻な事態の対応に追われている。

3. 子どもの保護と処遇

地域による支援が順調に進まず子育て困難な状況がみられる場合、子どもを迅速に保護する

必要がある。まず、保護を要する児童について、児童相談所が通告および相談を受理し、在宅

での援助が可能か、あるいは緊急避難的な一時保護が必要かどうかの判断をするための調査を

行う。その後、緊急に保護が必要と判断された場合は一時保護となり、一時保護所において行

動観察が行われる。その後、心理判定、行動診断、医学診断などの判定を経て処遇方針が決定

される。なお、ここでいう処遇とは、福祉サービスの利用者に対して行う処置のことを指す。

この処遇方針の決定で、家族の住む家に戻さず施設処遇などを行うか、家族の住む家に戻し在

宅での援助を行うかに分かれる。

施設処遇としては、2006年時点で児童養護施設への措置が67.2%を占めている（厚生労働
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省,2007）。なお、年齢が2歳未満であれば乳児院への措置となる。児童養護施設は2006年時点

で全国に558の施設があり、約29,800人の児童が入所している。その他の措置としては、治療

教育機能を備えた児童自立支援施設、情緒障害児短期治療施設、里親委託がある。児童自立支

援施設は全国に58施設あるが、かつては教護院といわれており、不良行為などで生活指導を

要する児童が対象となる。情緒障害児短期治療施設は全国に27施設あり、軽度の情緒障害の

ある児童が対象とされ、心理療育が重視されている。里親委託は、2007年時点で7,745人の里

親に計3,424人の児童が委託されており、養育里親、短期里親、親族里親、専門里親といった4

種類の里親制度が定められている。なお、この里親委託は民法上の養子縁組制度とは密接な関

連はあるものの、里親委託では養子縁組を前提としていない。

Ⅱ　児童養護施設における諸問題

1. 児童養護施設とは

児童養護施設とは、1947年に制定された児童福祉法第7条で定められている児童福祉施設の

一つであり、2004年の改正児童福祉法第41条では、「保護者のない児童、虐待されている児童

その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相

談その他の自立のための援助を行う」と定められている。児童養護施設は2～3歳から18歳ま

でを対象としており、施設での集団生活を通して保育士や児童指導員などの資格を有する施設

職員によりケアが行われている。近年では児童養護施設に心理職が配置されつつあり、心理の

専門家による子どもへの心理的ケアに対する期待が高まっている。なお、児童養護施設に入所

している子どもを指す用語として「児童」と称されることが多いが、これは児童福祉法が18

歳未満を対象としていることが大きく影響していると思われる。そのため、本稿においても、

児童養護施設に入所している子どもを「児童」と表現したい。児童養護施設は戦災孤児を受け

入れる「孤児院」として役割を担ってきたが、1947年には孤児院から「養護施設」と名称が変

更され、孤児以外にも貧困で育てられなくなった子どもや棄児を受け入れるようになった。

1997年の児童福祉法改正では「児童養護施設」に改称され、現在では児童虐待による入所が目

立っている。このように、児童養護施設は時代の要請に応じて変遷している歴史がある。

わが国では施設への措置が大半を占めているが、諸外国の動向は総体的に施設委託が減少し

つつあり、里親委託が推進される傾向にある。庄司（2003）によると、諸外国において里親委

託が推進される背景として、子どもの育つ場として家庭が最善であるという認識や、ホスピタ

リズム（hospitalism）として知られてきた施設養護の弊害、施設養護に比べて里親委託などの

家庭的養護のほうが費用は少ないという経済的な要因について示唆している。フランスでは、

菊池（2004）によると里親委託は柔軟に利用されている。たとえば、家庭復帰後の子どもと家

族に緊張関係が強まれば、従前の里親に子どもを短期的に委託し、関係を調整することもでき
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るとされる。このように、実親と里親の間を行き来しながら、困難な時期を乗り越えるといっ

た例がある。アメリカやカナダは児童虐待対応の先進国といわれ、虐待対応の法制度、治療技

法が進んでいるものの虐待発生件数は増加が止まらず、予防に関しては必ずしも成果をあげて

いないことが指摘されている（庄司,2001）。アメリカには日本の児童養護施設に相当するよう

な施設が過去には存在したが、現在ではほとんどが里親委託である。しかし、里親の委託先で

問題を起こす子どもは里親を転々とする事態となり、1980年の「養子縁組支援および児童福祉

法」（Adoption Assistance and Children Welfare Act of 1980,PL[Public Law]）が施行されてから

は、できうる限り家族の再統合を目指し、不可能なときは養子縁組を行い、児童が里親を転々

とすることを予防する対策がとられている。

このように、欧米では国によっては里親委託が優勢であり、施設委託は減少傾向にある。日

本では里親委託が進まず、最近の傾向としては児童養護施設が地域化、小規模化しており、な

かには地域にある一軒家に少人数で生活するグループホームが試みられている。

2. 家族再統合の問題

これまでの児童養護施設の歴史では、「保護者にとって代わる」といった家族の養育機能を

代替する役割が重視されてきたが、1990年代に入り児童虐待が深刻化すると、家族と何らかの

つながりのある児童の割合が多くなっていることで、家族再統合の視点が強く求められるよう

になった。「家族再統合」（family reunification）にはいくつかの定義があるものの、これまで

家族再統合という言葉の持つ意味についてあまり議論されないまま使用されている傾向があ

る。まず、広辞苑（2008）によると、「家族」とは「夫婦の配偶関係や親子・兄弟などの血縁

関係によって結ばれた親族関係を基礎にして成立する小集団。社会構成の基本単位。」とされ、

「統合」は「二つ以上のものを一つに統べ合わせること。統一。」と述べられている。「統べ合

う」は「別々のものをまとめる」ことを指す。児童福祉領域による家族再統合の考え方として、

家族のもとに家庭復帰することのみを指す狭義の捉え方と、「親子が親子であり続けられる関

係・形態の再構築」とし、「親子が安全かつ安心できる状態で互いを受け入れられるようにな

る」（井戸,2004）といった広義の捉え方がある。なお、児童虐待防止法においては「親子の再

統合」という用語が使用されているが、本稿では親に限らずきょうだいや親以外の養育者（祖

父母など）を含め、家族という言葉を用いたい。

家族再統合の目標は、子どもと家族の関係が適切なレベルに回復し、維持することである

（Warsh,Maluccio & Pine,1994）といった指摘があるように、家庭復帰を目指すといった意味だ

けでなく、家族再統合を広義に捉える立場で本稿では考えていきたい。なお、生後すぐに親子

分離がなされ、乳児院で育てられるなど、本来の家族としての機能が成立していない場合があ

り、再び統合するという考え方が不適切なケースもあるため、家族再統合の定義については検

討する必要がある。本稿ではひとまず、家族再統合を「何らかの事情で分離した子どもと家族
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が、再び統べ合わされること」と定義し、「家族再統合は家庭復帰のみを指すのではなく、家

庭復帰が実現しなくても子どもと家族の関係が回復し、維持されることも家族再統合と考える」

としたい。

2003年に実施された厚生労働省の調査では、児童養護施設において家族と交流のある児童が

83.4%存在し、そのうち週末などを利用して家族の住む家へ一時帰宅を実施している児童の割

合は51.6%と約半数を占めている（厚生労働省,2004）。この一時帰宅の取り組みは、児童養護

施設に入所している児童が家族との交流をもつ重要な機会であり、「家族再統合の中心的活動」

（Warsh, Maluccio & Pine,1994）として最も重視されている。児童養護施設は、家族から分離

した児童が家族と再会する場でもあり、一時帰宅の取り組みは児童が家族と再び関係を築くた

めの手段でもある。本稿では、この一時帰宅が家族再統合のプロセスにおいて重要な取り組み

であると考えたい。なお、一時帰宅は一時帰省や外泊と呼ばれることもあるが、本研究では一

時帰宅という言葉を用いる。

庄司（2004）は、児童と親との交流で重要なことは親が約束を守れるかどうかであり、児童

が親との面会を期待していて親がそれを裏切ることは、児童に深刻な影響をもたらすことを指

摘している。実際、家族が一時帰宅の終了日を守らなかった事例や、施設側が家族と音信不通

になった事例が報告されている（上薗,1989）。2006年2月には、児童養護施設に入所していた3

歳の男児が年末年始を利用して家族の住む家へ一時帰宅したものの、終了期限になっても施設

に戻らず家族と連絡がつかなくなり、その後身体的虐待により死亡したという悲惨な事件が起

きている（朝日新聞,2006）。このように、一時帰宅は家族との関係を築くための重要な取り組

みであるものの、家族が約束を守らないことで児童が傷つき、一時帰宅先で再虐待が起こるリ

スクがあるため、家庭環境の状況の把握や家庭内の変化も含め、慎重に検討する必要がある。

庄司（2004）は一時帰宅の条件として、1）面会が定期的にあること、2）実親および子どもが

共に一時帰宅を希望していること、3）面会後に悪影響がみられないこと、4）児童相談所が実

親の家庭の状況を把握し危険が予想されないこと、の4つを挙げている。

加藤（2004）によると、一時帰宅や家庭復帰のリスク要因として、親が子どもの現状に理解

がない家族が約7割存在し、家庭環境に問題のある家庭が約6割、自分の行為が虐待だったと

いう自覚のない親が5割、育児知識や育児技術が備わっていない親が4割存在したことを明ら

かにしている。また、岩田・鈴木・加藤・山本・梨本・上林・金井・三宅（2006）によると、

親が精神障害を抱える場合は児童福祉施設の入所日数が長くなるが、親が治療を受けている場

合は入所期間が短くなることを報告している。特に、親に治療的なかかわりが必要で攻撃性の

コントロールができていない場合、援助を受け入れることが困難になり、結果として家庭復帰

が困難になることを指摘している。

一時帰宅が順調に繰り返されるなかで、家庭内が安定し、児童と家族の関係改善が確認され

ると、児童は児童養護施設を退所し家庭復帰を行う。しかし、退所に関する諸問題としていく
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つか挙げられている。たとえば、ある児童養護施設の退所児童224名を分析した亀井（2006）

の調査によると、問題が解決もしくは軽減して家庭復帰した児童が39%であったが、問題が未

解決のまま家庭復帰した児童が25%を占めており、施設内での問題行動による措置解除が約

17%みられたことを明らかにしている。厚生労働省（2004）は退所後に児童が死亡した事例に

ついて明らかにしており、一時帰宅や家庭引き取りにおける家族全体像の把握が十分でない場

合や、引き取り後のフォローアップ体制が構築されていなかったという点が、退所後の子ども

の死亡につながっていると指摘している。

菊池（2004）は、家族再統合における措置解除（原文では委託解除）の問題についてDavid

（1994）を参照しながら述べている。まず、心理的・社会的問題を抱えた親子に対して、心理

的フォローアップのない措置解除は危険であると警告し、措置解除を次の3つのタイプに分類

している。すなわち、1）家族と協力関係をもちながら、家庭復帰の準備が進められるような

「準備された措置解除」、2）家族との話し合いが決裂する恐れのあるときに、家庭引き取りを

延期し協議を行いながら進められるような「協議された措置解除」、3）家族との話し合いが決

裂し、支援チームと対立した雰囲気のあるなかで子どもが家族に引き取られ、その後支援チー

ムと連絡がつかなくなるような「切断された措置解除」の3つのタイプである。高橋・山本・

才村・福島・庄司・谷口・中谷・平本・横堀・鈴木（1998）の調査によると、「切断された措

置解除」の児童の多くが家庭復帰後に重度の虐待を受け、3分の1が児童養護施設への再入所

を余儀なくされていると報告している。現状として、井出（2004）は子どもの家庭引き取りを

強く望む保護者とのかかわりの中で、面会、一時帰宅の繰り返しを通して判断していくしかな

いと述べており、児童の意思が尊重されないまま引き取られるといった事態が起こりやすい状

況がある。

このようなリスクの伴う措置解除が生じる背景として、いくつか考えられる。まず、厚生省

が1995年に「養護施設入所児童早期家庭復帰促進事業」として早期の家庭復帰を推進したこ

とや、児童養護施設の入所を待機している児童が増加していることも影響し、施設に入所して

いる児童の家庭復帰が急がれることが懸念される。また、家族を担当するソーシャルワークを

行う児童相談所の児童福祉司が多忙であることが、ケースワークの質を粗雑にさせている可能

性がある。高橋・澁谷・才村・有村・妹尾・伊藤・佐藤・井上・村田・中谷・加藤・栗原・佐

久間・小島・岡野・鳥谷・太田（2006）の調査によると、日本の児童福祉司の1人当たりの担

当ケース数は25～35ケースに集中しており、ニューヨーク市の平均12ケースと比べると、日

本の児童福祉司の負担の大きさがうかがえる。また、高橋・中谷・加藤・澁谷・伊藤・友川・

庄司・才村・山本・坂本（2001）は、児童福祉司が家族との対応で「脅迫された」、「攻撃され

た」、「恐怖感がある」といったことでストレスを抱えやすいことを明らかにしているため、家

族とのかかわりに困難が生じるケースは特に「切断された措置解除」が起こりやすいことが考

えられる。
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政府はこのような深刻な状況を受け、2007年には児童福祉司を130人増員しているが（読売

新聞,2007b）、児童福祉司の増員だけでは根本的な解決は期待できないと思われる。また、こ

れまで児童と家族の関係調整は児童養護施設の職員が担当の児童福祉司と連携しながら業務の

合間に行っているのが現状であったが（読売新聞,2004）、政府は2005年に予算化し、児童養護

施設などに「家庭支援専門相談員（ファミリーソーシャルワーカー）」を配置している。業務

内容としては、児童の保護者に対して早期家庭復帰などに関する相談・指導を行うことや、児

童相談所との連携が求められている。しかし、実際の業務は各施設に委ねられており、児童福

祉司と、児童養護施設において児童のケアにあたっている職員との役割分担をどのように行っ

ていくかなど、今後の活用が模索されている。

これまで、家庭復帰の見込みのある児童に関する家族再統合の問題について触れてきたが、

親との死別や親の行方不明などで家庭復帰ができず、社会的自立を行う児童へのアフターケア

に関する問題も挙げられる。児童福祉法では 18歳をもって「措置解除」となるため（伊

部,2008）、これまで法的枠組みで守られていたとしても高等学校卒業を機に児童養護施設を退

所することになる。庄司・谷口・高橋・山本・農野・大竹・鈴木・中谷（1997）が行った児童

養護施設335箇所におけるアフターケアに関する調査によると、職場、人間関係、異性関係、

結婚、離婚、出産、育児、保証人、金銭、などの悩みを施設職員に訴えており、特に対人関係

で苦慮している者が多いことを明らかにしている。近年、児童養護施設では家族再統合が注目

されているが、家庭復帰できない児童に対する社会的自立に向けた支援も課題である。家庭復

帰が望めない児童に対して、児童自身が家族をどのように理解し認識していくかといったこと

も、家族再統合の課題であると捉えていきたい。

児童養護施設における家族再統合の問題を総括すると、まず家族再統合の定義があいまいで

あり、定義を見直す必要性があること、また、家族再統合を進める上で、児童が家族の住む家

へ一時帰宅を繰り返し行うことが重要であるが、一時帰宅中に不適切なかかわりや再虐待が生

じるなどのリスクについて指摘した。退所の問題としては、「切断された措置解除」といわれ

るような、支援チームと関係が途絶えてしまうといった問題が起きており、退所後に再び虐待

が繰り返される事例や、施設への再入所といった二次的問題が起きていることを取り上げた。

さらに、社会的自立を行った退所者へのアフターケアとして、特に対人関係で悩む児童が多い

といったことが挙げられた。

家族再統合に関する問題に取り組むためには、事実（エビデンス）に基づいた研究実践を行

う必要があり、家族再統合に関する研究分野の充実が求められる。これまでの家族再統合に関

連する先行研究として、虐待のからむ発達遅滞の児童が施設に入所してから13年間の経過を

追った縦断的研究があり、家族との長期的な治療的かかわりを含めた考察がなされている（春

日,1987）。一時帰宅に関する研究としては、上述した加藤（2004）の調査の他に、菅野（2005）

による児童の問題行動を含めた研究、菅野・元永（2006a）による一時帰宅のチェックリスト
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作成の試みに関する研究、菅野・遠藤・島田・原・春日・大内・石井・元永（2007）による一

時帰宅に関する実態調査が挙げられる。菅野・安達・渡部・阿部・香月・手塚・林・松ヶ迫・

元永（2008）は、児童と家族の関係調整を担う施設職員の役割に着目し、質的分析から関係調

整のプロセスについて明らかにしている。また、菅野・渡部・安達・柴谷・谷口・大橋・島

田・遠藤・原・春日・石井・大内・元永（2008）は、一時帰宅による児童と家族の心の揺れを

質的に明らかにし、退所後の経過について数例分析している。しかし、児童養護施設における

家族再統合に関する研究は少なく、特に家族再統合プロセスといった広い視点から、児童の行

動および心理的問題に関する検討を行うことが今後求められる。

3. 児童の行動および心理的問題

これまで、家族再統合の問題について述べてきたが、そもそも児童養護施設に入所した児童

は児童本人の問題で入所するというよりも、親（養育者）側の理由で入所することが大半であ

るといえる。そのため、いくら深刻な虐待を親（養育者）から受けていたとしても、施設への

入所は児童の意思に反していることもあり、家族分離に抵抗を示す児童も少なくない。また、

家庭復帰や社会的自立についても、児童が自分の意思を適切に表現することができず、親（養

育者）側の意向が優先されて進められることもある。そのため、児童の感情が適切に言語化さ

れないことで、児童が行動化や心理的問題といった形で表現する可能性がある。また、児童虐

待などの不適切なかかわりといった要因が重なり、施設に入所している児童は行動および心理

的問題を抱えやすい。児童が落ち着いて生活するためには、抱える環境である児童養護施設の

安定が重要であるが（坪井,2008）、児童の問題行動が後を絶たない状態であり（岡本,1999）、

子どものさまざまな行動化を伴った言動に施設職員は振り回され、施設の養護環境自体が安全

で安心できなくなっている（国分,2005）。また、高田（2002）は集団心性が働くことで施設職

員への反抗が増長され、ルール違反や問題行動が頻発し施設職員の手に負えない状態になって

しまうと述べている。子どもの問題行動は集団の病理を反映していることが多いため（春

日,2000）、施設生活における児童間の関係性にも留意する必要がある。年齢層の特徴として、

菅野・元永（2006b）は児童養護施設における6歳から12歳の妨害行動、挑発行動が特に顕著

に見られることを明らかにしており、児童の注目されたい欲求との関連について示唆してい

る。

被虐待児の特徴としては、奥山（1999）が虐待を受けた子どもにみられやすい行動および心

理的問題について虐待種別にまとめている。たとえば、身体的虐待では生活を楽しむ能力の低

下、夜尿・遺尿症、激しいかんしゃく、多動、奇異な行動などを挙げている。性的虐待は、恐

怖あるいは不安、抑うつ、学校での困難、怒りや憎悪、不適切な性行為などがみられる。ネグ

レクトは、感情分離（過度の愛情希求と離れることの繰り返し）、感情の極端な抑圧、他者と

共感する能力の低下、暴力などである。心理的虐待は、自己評価の低下（愛されておらず、求
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められておらず、自分には価値がないという感情）、自己破壊的行動、抑うつ、他者の顔色を

うかがうなどである。さらに、奥山（2006）は他者関係の問題として、被虐待児は大人を信頼

しているわけではないので、本当に危険が迫っているときや痛みなどに襲われたときに他の大

人に近づいて守ってもらうという行動を取ることができないといった特徴を示している。また、

親をケアし、親をコントロールしようとする行動をみせるといった役割逆転が生じることもあ

ると指摘している。

木部（2006）は、精神分析理論の立場から被虐待児の対象関係について論じているが、幼児、

学童期の特徴として興奮、解離、攻撃者との同一化といった病的な防衛について述べている。

興奮は、家庭での喧騒という状態そのものに同一化することで苦痛を解消してしまう場合があ

り、AD/HD（注意欠陥/多動性障害）の診断基準を満たすような症状でしばしば鑑別に苦慮す

ると指摘している。解離は、虐待などのあまりに熾烈な体験は経験として整理されることなく、

自己意識の外に配置される傾向が述べられている。攻撃者との同一化として、主に弱いもの虐

めに代表されるような粗暴で乱暴な問題行動として表面化し、よい子を無意識的に演じるとい

った過剰適応についても触れている。

子どもは心の危機を自覚的な言葉ではなく行動で訴えるため（菅野,2004）、児童養護施設で

の生活場面における児童の行動および心理的問題について支援を行う必要がある。児童養護施

設の現場では、心理的支援の必要な児童が増加したことにより、厚生労働省は1999年に心理

療法等担当職員（以下、心理職とする）を児童養護施設に配置するよう通達している。東京都

社会福祉協議会児童部会（2003）が行った調査によると、児童養護施設の心理職の職務内容と

して、児童への心理療法（プレイセラピー）や施設職員へのコンサルテーションを中心に行っ

ている施設が大半であることを明らかにしている。森田（1989）は、プレイセラピーをおこな

う必要性について、入所以前に家庭の崩壊によってもたらされた心理的葛藤の軽減、および施

設内の集団生活、不安定な変動する生活によるストレスの軽減にまで目を向ける必要があると

指摘している。藤岡（2006）は、心理療法場面で児童の問題行動について取り上げ、日常場面

への現実適応を重視した面接を行う必要があると述べている。心理職の役割として、安田

（2001）は施設職員と子どもの関係を支えることを強調しており、井出（2007）は職員と子ど

もの関係の促進、または子どもたちの成長を促進する役割を心理職が担い、児童養護施設が本

来持つ機能を促進するという視点を持つことも大切であると指摘している。しかし、金子

（2004）が述べているように、実際常勤で心理職を置いているところはまだ少なく、非常勤で

対応している状況が目立っている。そこで、厚生労働省は2006年に児童養護施設の心理職の

常勤化を推進しており、児童養護施設における心理職に求められるニーズも多様化しているた

め（坪井,2008）、心理職の役割が本格的に見直されるべき時期にきていると思われる。特に、

家族再統合プロセスに着目した施設職員へのコンサルテーションが期待される。菅野（2006）

は、支援者が子どもの語る親への不満を受容、共感しすぎることで、子どもが支援者への依存
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性を強め、親子間の関係を悪化させる可能性について指摘している。児童養護施設では児童が

親への不信感を施設職員に語ることがあり、また、施設職員自身も親からの不適切な言動によ

り傷つくことがある。そのため、第三者的な立場の施設心理職が児童と家族の関係性だけでな

く、児童、家族、支援者間で起こっている力動を見立てながら、施設職員を支えていくことが

求められる。

Ⅲ　結　語

ここまで現代の子育て環境の諸問題として、親（養育者）からの虐待や不適切なかかわりが

主な問題となっており、家庭に戻れないと判断された児童の多くが児童養護施設に措置されて

いる現実について述べてきた。児童養護施設に入所している児童の多くは家族と何らかの交流

があり、家族とどのようにかかわりながら家族再統合を進めていくかといったことが重要なテ

ーマとなる。児童養護施設に子どもを預けることで家族にゆとりができ、一時帰宅を繰り返し

ながら家族関係が再構築され、本来の家族機能が回復することで家庭復帰に至るのであればよ

いが、なかには児童養護施設において支援が順調にいかない事例がいくつか報告されている。

たとえば、家族からの連絡が途絶えてしまうことや、一時帰宅中に再び虐待を受けて死亡する

事例も紹介した。また、支援者との関係が悪化し家族に強引に引き取られるといった事例も述

べた。

児童は言葉が未熟なため家族や支援者に本意を伝えることができず、児童養護施設内で行動

および心理的問題として表現する可能性が考えられる。児童の行動および心理的問題は被虐待

児の特徴としていくつか挙げられており、集団生活による影響も指摘されているが、児童にと

って最も影響力のある家族との関係が、児童の行動および心理的問題を誘発する要因になって

いることも考えられる。それは、一時帰宅がきっかけになることもあり、家族の不安定さや家

庭環境の変化などが、児童の行動および心理に影響を及ぼすことが考えられる。また、一時帰

宅中の児童のふるまいが、家族の不安定さや不適切なかかわりを引き出していることも考えら

れるため、児童の問題行動にはその他にもさまざまな要因が考えられ因果関係を特定すること

は困難である。しかし、家族とのかかわりを児童の行動および心理的問題と関連させながら検

討を行うことは、家族再統合プロセスを検討する上で重要である。菅野・元永（2008）は、一

時帰宅を行っている児童は、一時帰宅を行っていない児童に比べて喧嘩を誘発する行動が顕著

にみられることを明らかにしている。しかし、一時帰宅の状況や児童の様子は変化していくた

め、縦断的な検討が課題とされている。子どもの示す症状は新しい家族関係を構築していく機

会と受けとめ（春日,2000）、家族再統合プロセスと児童の行動および心理との関連について縦

断的に明らかにしていくことが今後期待される。
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