
Abstract

The purpose of this study is to clarify the relationship between factors and the factors 

that promote rehabilitation of juvenile delinquents.

Subject of analysis is the observation of nine juveniles who had a tentative probationary 

supervision in family court decisions. 9 juveniles, the study observed that there was no 

off ense within the time limit.

The method of data analysis is a modifi ed version of Grounded Theory（M-GAT）were 

compliant.

Analysis for the juvenile, that produced the concept of 15. The four categories generated 

from it. For parents, the four concepts were created.

Products generated from the process of rehabilitation of juvenile delinquents are as 

follows.

a）　Power refl ection

b）　Ability to accept help

c）　Overcome the power crisis

d）　Resistance to crime

Both of these categories are changeable factors.

Keywords：Juvenile delinquency, rehabilitation, driving factors

1　問題と目的

　平成 20 年に全国家庭裁判所が受理した少年事件の統計によると、一般事件（簡易送致事件、
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交通関係事件を除く）で受理した少年の中で、いわゆる処分歴のある少年（前に一般事件で

保護処分、検察官送致（刑事処分相当）、知事又は児童相談所長送致、不処分・審判不開始の

決定を受けたことのある少年）の占める割合は 42.3% と高率である。しかも、この比率は、近

年上昇傾向を示している。また、警察庁の統計によると、平成 20 年の刑法犯少年のうち、再

犯者は全体の 31.2% である。この差異は、家庭裁判所の統計では、初回で事案軽微な少年事件

（「簡易送致事件」という）が除かれていることによるものと考えられるが、非行をする少年の

中に、再犯者が 3割以上含まれていることは注目される。青少年の健全育成という観点から見

ると、再非行の防止が課題である。

　非行研究の分野では、「少年がなぜ非行をしたのか」という問いに関する研究は相当数ある。

例えば、少年非行の原因や背景、また、ハイリスク要因に関する研究である（安香宏、2008；

小林寿一、2008；麦島文夫、1990；小澤真嗣、2006）。一方、「非行をした少年が、その後立ち

直った要因は何か」という問いに関する研究は少ない。再犯をした少年については、情報を得

る機会があるが、再犯がない少年については、情報を得る機会がない。追跡調査はプライバシ

ー保護の観点から困難である。そこで、これまでの再犯研究は、検察庁など官庁が保管してい

るデータを使って、一定期間経過後における再犯の有無を調べ、過去のデータを比較する方式

である（法務総合研究所、2009；麦島文夫・松本良夫、1969；岡本英生、2001）。この他、事

例研究的なものがある（中村桂子、2006；佐々木譲・石附敦、1999；横浜家庭裁判所、2006）。

　本研究は、家庭裁判所で中間処分である試験観察に付され、期間内に再犯がなかった少年の

データを質的分析することによって、少年の立ち直りを促進する要因を探索的に明らかにする

ことを目的とする。事例研究的アプローチでもある。　

　家庭裁判所は、保護処分を決定するために必要があると認めるときは、決定をもって、相当

の期間家庭裁判所調査官（以下「調査官」という）の観察に付すことができる（少年法第 25

条 1 項、同 2項）。これが、「試験観察」と呼ばれる制度である。少年に対する最終処分を保留

して、少年の行動を観察するために行われる中間決定である。

　少年が、保護者（現に少年を監護する者）、補導委託受託者、その他協力者の支援を受けて、

社会内で再犯することなく、自立に向けて成長してゆけるかを見定める制度として運用されて

いる。試験観察決定を受けた少年は、家庭裁判所の監督下で、社会生活の中で立ち直りに取り

組む。この期間、調査官は、少年の取組を関与しながら観察する。そこで、この期間の観察は、

少年の立ち直りを促進する要因について示唆を与えてくれると考えられる。

2　研究方法

（1）分析対象者の抽出

　全国家庭裁判所調査官研究協議会が実施した事例研究会で使用した事例の中から、試験観

察決定を受けた事例で、かつ、この期間内に再犯がなかった事例 9例を抽出した（表 1参

照）。この 9事例の属性は次のとおりである。
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　①　性別では、男性 4人、女性 5人である。

　②　年齢は、15 歳から 17 歳の範囲にある。

　③　少年 9人のうち、8人が観護措置決定を受けて少年鑑別所に入所している。

　④　罪名は、ぐ犯が 3人、暴行・暴力行為が 2人、強制わいせつ 1人、窃盗 1人、覚せい

剤取締法違反 1人、道路交通法違反 1人である。

　⑤　過去の処分歴では、保護観察中が 3人、不処分 1人、審判不開始 1人、処分歴なし 4

人である。

　⑥　試験観察期間は、「4月以内」から「8月以内」までの範囲にある。1月未満を 0.5 月

として算出した平均観察期間は、5.8 月である。平成 20 年度の家庭裁判所の統計で、一

般事件の試験観察平均期間をみると、5.1 月であり、分析対象事例の方がやや長期であ

る。調査官がスーパービジョンを受けたいと考えた事例であるので、関与上の問題点を

含む事例が選択されていたと考えられる。　

　⑦　少年全員が、実父母又は実母と同居していた。

　⑧　少年と親との関係調整が必要な事例は、全事例であった。うち、少年と親との葛藤が

顕在化していた事例は、9例中 6例であった。

（2）分析対象者のデータついて

　少年の調査を担当した調査官が、事件終結後に、事例研究会でスーパービジョンを受け

るために作成したデータとスーパービジョンの概要を記載した資料を用いた。裁判所の記録

ではない。調査官と少年との相互作用を中心に記録したデータである。経過記録（process 

表 1　分析対象事例

ケース番号
年齢 性別 試験観察 試験観察期間

非行時の状況
在宅 補導委託

1 15 女 ○ ○ 8月以内 無職
2 17 男 ○ 6月以内 無職
3 17 女 ○ 4月以内 無職
4 17 男 ○ 7月以内 高校 1年
5 15 女 ○ 6月以内 中学 3年
6 16 女 ○ 9月以内 無職
7 17 女 ○ 5月以内 無職
8 15 男 ○ 6月以内 無職
9 15 男 ○ 6月以内 高校 1年

注：「補導委託」とは、裁判所の指定する保護受託者（民間）のもとで生活
する場合である。
「在宅」とは、補導委託以外の場合をいう。保護者のもとで生活している例
が多い。
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record）と呼ばれる。

（3）分析の方法

　分析には、Glaser と Strauss の分析法を修正した木下（2003）の「修正グランデッド・セ

オリー・アプローチ」（M-GTA）を使った。9人の少年のデータをもとに、分析ワークシー

トのヴァリエーション欄に着眼点を記入し、そこから概念生成と定義付けをした。着眼点は、

「少年の行動、調査官の対応の中で少年の立ち直りに影響を与えた事柄」である。

　事例データを読み、新たな着眼点が出てくるごとにヴァリエーション欄に書き込み、概念

生成をした。概念名と定義については修正を加えた。分析ワークシートは概念ごとに作成し

た。生成した概念について、矛盾例をチェックした。分析対象データから読み取れる着眼点

がなくなった段階で「理論的飽和」となったと判断した。

（4）整理の方法

　少年の立ち直りのプロセスからみて、家庭裁判所での事件受理から試験観察を経て最終審

判までの期間を、時間軸に沿って、第 1ステージ、第 2ステージ、第 3ステージ、第 4ステ

ージに区分して、検討した。全体を通しての少年のテーマは、「社会生活での立ち直り」で

ある。

　第 1ステージは、家庭裁判所での事件受理から審判まで期間であり、処遇選択のためのア

セスメントが主である。この段階で、当該少年の要保護性の内容は何か、また、立ち直らせ

るのには、どのような処遇が相当かについて調査官による調査、少年鑑別所による鑑別等が

実施される。

　第 2ステージは、試験観察の「導入期」である。少年、保護者の出席のもとで、裁判官が

主宰する審判が開かれる。少年は、裁判官から自己の非行についてどのように反省している

か、再度非行をしないためにどうしたらよいかなどの質問を受ける。保護者も、裁判官から

少年を立ち直らせるために、どうしたらよいかを質問される。この審判で試験観察決定がさ

れた場合には、即時、調査官の主導のもとで、少年、保護者、補導委託受託者、在学校の先

生などと協議する場がもたれる。そこで、少年の内省と関係者の意向を踏まえながら、試験

観察期間における目標や約束事項などが定められる。在宅試験観察の場合には、少年は保護

者に引きわたされ、補導委託試験観察の場合には、少年は補導委託受託者に引き渡される。

少年は、社会生活の中で、課題に取り組むことを始める。

　第 3ステージは、「展開期」であり、この期間が 3、4ヶ月と長い。少年は、導入期に方向

付けられた社会生活を続ける中で、試験観察の目標に向かって努力する期間である。長期間

のため、緊張が緩みがちになることもある。

　第 4ステージは、最終審判が開かれ、試験観察は終了する。この最終審判で、社会生活を

続けながら立ち直りが可能と判断された場合には、保護観察又は不処分決定がされ、少年は

社会生活を続けることができる。
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表 2　生成、修正された概念とその定義 少年の立ち直りを促進した要因

概念 概念の定義
第 1ステージ（導入期）
少年 ①内省の始まり 事件を起こした自分の行動を反省する。これまでの自分の生活を

振り返り、自分の問題を考えはじめる。自分の心の動きに目が向
き始める。
「何もすることがなかったので遊び中心の生活になっていたのが
悪かった」など。立ち直りへの少年の意欲と関係する。

②対人信頼感 対人不信感が著しくないこと。表裏性がない。相手を信頼して自
己開示ができること。「うそはつかない。ひねくれたところがな
い。自分の気持ちに素直である」など。

③認知の仕方 物事を客観的にみようとするか。認知の仕方に著しい偏りがない
こと。
他者の援助を受けて自分の問題に立ち向かおうという考え方を受
け入れることに柔軟性がある。

④衝動統制 衝動統制力が著しく低くないこと。又は、統制力の回復が見込ま
れること。
この中には、人格の統合性の低下が著しくないことが含まれる。
「観護措置後、少年が少しずつ落ち着いてきた」など。

⑤親との心理的結
びつき

少年の行動観察と過去の養育実績や養育態度から得られる概念。
「母に迷惑をかけた分、仕事に打ち込むと努力する」と少年がが
んばる。「それまで母に反発していたが、母に会うと泣き崩れ、
その後、少年の内省が進む」など。

保護者 ①監護関心・意欲 監護する親が何とか少年の行動を改めさせたいと願って行動して
いること（その適否は問わない）。「家に帰ってこない少年を探し
歩く。自己の養育について内省を始める」など。

②社会資源活用力 保護者自身が関係機関などに求支援的な行動を積極的にとること
ができる。助言を受け入れる柔軟性をもっている。「警察に相談
にゆく。カウンセリング機関に相談に行く、親族の協力を得る、
調査官面接を上手に活用する」など。

③養育実績 これまでの養育実績。乳幼児期、学童期まで同居し、養護してき
たか。愛着関係が成立したと思える時期があるか。少年が見捨て
られたと思われる体験の有無、期間。安全を脅かされた体験の有
無と期間。

第 2ステージ（導入期）
少年 ⑥内省を深める 自分の生活を振り返り、再犯しないための改善点を考える。「自

分を見つめなおす。職場で 1人前に働けるか不安があるので、仕
事が長続きしない」など。

⑦短期的な目標形
成

内省に基づいて、試験観察期間における、自己の生活上の改善目
標を定める。「仕事を見つけて働く。登校できるようになる。自
分らしさをつかむ、自分自身を見つめることができるようにな
る。就労体験をする。本音を言えるようになる。」など
約束事項として具体化される。
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⑧心の動きを表現
する

心の中が混沌としているので、それを少しでも整理するために、
言葉で表現する。面接、手紙、作文指導、箱庭療法などを使って
表現した体験を積む。「非行当時は、喜びが感じられなかった」
と振り返る。

⑨ソーシャルスキ
ルの習得

挨拶、身辺の整理、整頓、清潔さの維持、食事のマナー、職場で
の質問の仕方や後片付けの仕方などを学ぶ。就労体験をするなど
自立に必要なスキルを学習する。

⑩外的統制 「少年院に行きたくないから、しぶしぶ法律を守る。親を泣かせ
たくないから悪いことはしない」など。

保護者 ④少年のソーシャ
ルサポート

少年に対して道具的サポート ( 問題を解決するために具体的手だ
てを提供する）、情緒的サポートを行う。「職を探す。交友関係を
改善するために転居先を探す。少年の家出中も電話で少年と連絡
を取り合う」など。
情緒的なサポートをする。

⑤保護者も変わる 親子が葛藤状態にあったが、調査官の支えを利用して新たな対応
の仕方を工夫する。｢施設に入れるより、家で生活させ、話し合
いをよくしようと父母が変わる。少年が父に本音を言えたとこ
ろ、父も少年への態度が変わる。それまで不仲だった父母が、少
年の再犯防止に協力しあう」など。

第 3ステージ（展開期）
少年 ⑪失敗を修復する

力
保護領域から離脱しても、数日以内にとどめ、引き返してこれる
ようになった。9人のうち、連続した無断外泊をした少年が 6人
ある。ただし、試験観察前に比べて、離脱日数が数日に短縮する、
後悔して母や調査官に電話をしてくるなど、失敗を取り戻そうと
する動きを少年がとれるようになっている。母、調査官などに求
支援行動をとれることが修復する力になっている。

⑫不安定な感情を
受け止めてもらう

9人中、3人が失恋を体験し、精神的に不安定化している。うち
2人は、周囲の人に不安定な感情をぶつけ、それを受け止めても
らうことで安定化した。

　 ⑬犯罪危機場面を
回避する力

過去の失敗を教訓にして、犯罪にまきこまれそうな場面を回避す
る力である。「不良交遊をした友人との交友関係を断つために、
転居し、所在を友だちに教えない。無断外泊で不安定な生活に陥
っても、犯罪性のある知人には寄り付かないようにしている」な
ど。

⑭危機場面を乗り
越えた体験

挫折、喪失など危機場面を体験し、それを乗り越えた体験による
成長。「手紙の内容が驚くほど素直になり、少年の成長が感じら
れた。受託者の注意を素直に聞けるようになった」など。

⑮内的統制 「悪いことをすると、これまでの努力が失われる。自分が自分で
なくなるからしない」など。
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3　結果

　分析の結果、生成した概念とその定義を表 2に示した。また、カテゴリーを含めた結果図

は図 1、2、3のとおりである。

（1）第 1ステージ：アセスメント期

　ア　少年の要因

　①「内省の始まり」、②「対人信頼感」、③「認知の仕方」、④「衝動統制」、⑤「親との

心理的結びつき」の 5つの概念を生成した。いずれも変動要因である。

　①「内省の始まり」では、少年が、自分の行動とその生活を振り返り、自分の問題点や

家庭裁判
所の手続
きの流れ

第 1ステージ
事件受理　調査
観護措置　鑑別

第 2ステージ
第 1回審判
試験観察決定

導入期

第 3ステージ

展開期

第4ステージ
第 2回審判
（保護処分等）

自立課題 テーマ　社会生活での立ち直り
少年 内省力

〈①内省の始まり〉 〈⑥内省を深める〉
〈⑦短期的目標形成〉

支援を受け入れる
力

危機を乗り越え
る力

〈②対人信頼感〉
〈③認知の仕方〉
〈④衝動統制〉
〈⑤親との心理的結び
つき〉

〈⑧心の動きを表現す
る〉
〈⑨ソーシャルスキル
の習得〉

〈⑪失敗を修復する
力〉
〈⑫不安定な感情を受
け止めてもらう〉
〈⑬犯罪危機場面を回
避する力〉
〈⑭危機を乗り越えた
体験〉

犯罪に対する抵
抗力

〈⑩外的統制〉 〈⑮内的統制〉
保護者 保護能力

〈①保護関心・意欲〉
〈②社会資源活用力〉
〈③養育実績〉

〈④少年のソーシャルサポート〉
〈⑤保護者も変わる〉

補導委託
受託者

ソーシャルサポート

家裁調査
官

アセスメント 少年のサポート。親子関係の調整

（注）1　カテゴリーは、□で囲む。概念は、〈〉で囲む。
　　 2　概念については、少年、保護者別に番号を付してある。

図 1　試験観察にみる少年の立ち直りの促進要因
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今後の課題を考えることが求められている。カテゴリーは、「内省力」とした。

　②「対人信頼感」、③「認知の仕方」、④「衝動統制」、⑤「親との心理的結びつき」の

4つの概念は、それぞれ対極に、「対人不信感」、「認知の仕方の偏り」、「衝動統制力が低い」、

「親との心理的な結びつきが弱い」がある。いずれも、他者に対する態度を捉えた概念で

あり、他者と関係を形成し、持続する力に関係する要因である。調査官、親、保護受託者

など支援者の働きかけに対する応答能力に関係している。そこで、カテゴリーを「支援を

受け入れる力」と命名した。

　イ　親の要因

　①「監護関心・意欲」、②「社会資源活用力」、③「養育実績」の 3つの概念を生成した。

「養育実績」以外は、変動要因である。

　①「監護関心・意欲」は、少年の立ち直りに真剣に取り組んでいる親の姿であり、②「社

会資源活用力」は、再犯防止に役立つ社会資源に積極的にアクセスする力である。「養育

実績」は、①、②の安定性、継続性を裏付けるものであり、また、「親との心理的結びつき」

を裏付けるものである。

　カテゴリーを「保護能力」と命名した。

（2）第 2ステージ：導入期

　　第 1ステージで生成された概念は、このステージでも価値をもつ（図 2、3）。

　ア　少年の要因

　新たに、⑥「内省の深まり」、⑦「短期的目標形成」、⑧「心の動きを表現する」、⑨「ソ

ーシャルスキルの習得」、⑩「外的統制」の 5つの概念を生成した。いずれも変動要因で

ある。

　⑥「内省の深まり」は第 1ステージの「内省の始まり」の進化である。さらに、試験観

察期間中に取り組む⑦「短期的目標形成」が不可欠である。⑥、⑦は、いずれも、自己の

課題を考えることに関連しているので、カテゴリー「内省力」に含めた。

　⑧「心の動きを表現する」については、心の動きを手紙、作文、箱庭療法などを使って

表現するという課題に取り組んでいる少年がいる。この方法によって、混とんとしている

心の中を整理しようとする意図である。心の中が混とんとしているために、行動化が激し

いとの考えに立つ。調査官の助言を受け入れる形で実施されるので、カテゴリーは、「支

援を受け入れる力」とした。

　⑨「ソーシャルスキルの習得」は、自立した生活をするために必要なスキルの習得が課

題である少年は多い。補導委託された少年はこの学習を積極的にしていた。そこで、カテ

ゴリーは「支援を受け入れる力」とした。

　犯罪に対するブレーキの在り方に関する概念として、⑩「外的統制」を生成した。

　イ　親の要因
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　新たに、④「少年のソーシャルサポート」と⑤「保護者も変わる」の 2つの概念を生成

した。2つとも変動要因である。④「ソーシャルサポート」には、仕事を探すなどの道具

的サポートと情緒的支持とが含まれる。⑤「保護者も変わる」では、少年の非行化の原因

は親にあるのではないかと悩む保護者が多く、「少年の立ち直り」という課題に取り組む

中で成長的な変化が確認された。

（3）第 3ステージ：展開期

　第 1ステージ、第 2ステージで抽出された概念は、このステージでも価値をもつ。また、

階層的に積み上げられてゆく（図 2、図 3）。

　ア　少年の要因

カテゴリー 概念番号
内省力 ①⑥⑦
支援を受け入れる力 ②③④⑤⑧⑨
犯罪に対する抵抗力 ⑩⑮
危機を乗り越える力 ⑪⑫⑬⑭

⑪失敗を修復する力
⑫不安定な感情を受け止めてもらう
⑬犯罪危機場面を回避する力
⑭危機を乗り越えた体験
⑮内的統制

⑥内省を深める → →
⑦短期的目標形成 → →
⑧心の動きを表現する → →
⑨ソーシャルスキルの習
得

→ →

⑩外的統制 → →
①内省の始まり → → →
②対人信頼感 → → →
③認知の仕方 → → →
④衝動統制 → → →
⑤親との心理的結びつき → → →
第 1ステージ 第 2ステージ 第 3ステージ 第 4ステージ

図 2　少年の概念図

カテゴリー 概念番号
保護能力 ①②③④

④ソーシャルサポート → →
⑤保護者も変わる → →

①保護関心・意欲 → → →
②社会資源活用力 → → →
③養育実績 → → →
第 1ステージ 第 2ステージ 第 3ステージ 第 4ステージ

図 3　保護者の概念図
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　⑪「失敗を修復する力」、⑫「不安定な感情を受け止めてもらう」、⑬「犯罪危機場面を

回避する力」、⑭「危機を乗り越えた体験」、⑮「内的統制」の 5つの概念を生成した。

　この時期に、緊張の緩みや失恋などに出会い、調査官との約束を守れるか否かの危機に

直面した少年が 9人中 7人と多い。この危機の克服過程を見ることで、⑪から⑮までの概

念を生成し、カテゴリーを「危機を乗り越える力」と名付けた。一方、この危機を乗り越

えたことで少年が成長したことが確認されたので、「危機を乗り越えた体験」を概念とし

た。

　少年は、無断外泊など約束を破った直後にこれを後悔し、母など支援者に電話でアクセ

スできるようになったことが、失敗を早期に修復する結果につながった。従前は、少年は

後悔するが求支援行動をすぐにとれず、ずるずると外泊を続けて、非行親和的な生活に陥

った。この改善を⑪「失敗を修復する力」とした。

　⑫「不安定な感情を受け止めてもらう」では、失恋という対象喪失を経験し、自己統合

力を失い、受託者や母に攻撃的な感情をぶつけたが、受託者等が壁となり、受け止めても

らえたことで、自己の統合性を回復できた。

　⑬「犯罪危機場面を回避する力」では、無断外泊が連続し、食事代にも困る生活になっ

たが、以前の生活で知った犯罪性のある男性などには接近しないように努力しており、不

安定な生活をしながらも、失敗を繰り返さない努力が見られた。好ましくない友人との交

友関係を断つために、転居するなどの例もあった。

　犯罪に対するブレーキの在り方に関する概念として、第 2ステージは「外的統制」が優

位であったが、この時期には、⑮「内的統制」が芽生えている。

　イ　保護者の要因

　新たな概念の生成はなかった。

4　考察

（1）カテゴリー「内省力」

　第 1ステージでは、非行行動を単に「被害者に悪いことをした」と反省するだけでは不十

分であり、そのような行為をした自分自身に目を向けて、何が問題であったかを「内省する」

ことが求められる。①「内省の始まり」である。この内省によってはじめて、今後自己が取

り組む課題が見えてくる。また、自分の心の動きに目を向けることによって、自分自身を客

観的に見る力や考える力が育ってくる。

　少年鑑別所入所の少年の場合、行動が制限される分、自分がした行為や当時の生活につい

て考える時間が増加しているので、内省しやすい構造になっている。第 2ステージの審判で

は、再犯をしないために自己の改善すべき課題とそれに対する取組の方法などが具体的に裁

判官から問われるので、この準備でもある。

　第 2ステージでは、少年は、社会生活の中で、審判で確認された自己の課題に取り組む。
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⑥「内省を深める」が課題に取り組むエネルギー源になる。試験観察決定の場合には、⑦「短

期的目標形成」をして、この目標の達成に向けてスタートを切る。

（2）カテゴリー「支援を受け入れる力」について

　少年が、自身の立ち直りに役立つ人的資源、例えば、親、補導委託受託者、先生、調査官

などの支援を受け入れることができるかが、自身の立ち直りを大きく左右する。第 1ステー

ジで生成された概念②「対人信頼感」、③「認知の仕方」、④「衝動統制」の 3つの概念は、

社会生活の中で、他者とのつながりを形成し、維持する基礎力になるものである（図 2参

照）。支援者からみると、少年にこの能力があることが不可欠である。ところが、多くの少

年は、非行前後の不安定な生活の中で、自分を見失った状態にあるので、この能力が見えに

くくなっている。しかし、少年鑑別所における 3週間前後の生活で、少年の変化を観察する

ことで、見えてくることが多い。

　芦澤政子（1999）は、中学時代に家裁裁判所に送致された少年について、20 歳までの再

犯の有無を調査し、再犯のあった者となかった者を比較した結果、資質面で差異のあった項

目として、認知的能力、自己肯定感、感情や衝動をコントロールする力、現実検討能力、対

人関係の成熟度、規範の内面化・価値観の偏り、何かに打ち込む集中力・根気強さを挙げて

いる。いずれも、変動要因である。

　現在、親子は葛藤状態にあるが、これまでの成長過程で⑤「親との心理的結びつき」を体

験している場合、介入によって調整が可能であるとの見立てができる。本事例では、第 1ス

テージ以前の生活で、親と葛藤状態にある少年が 9人中 6人であった。しかし、過去の養育

実績、少年鑑別所での親子面会などの観察結果を総合すると、過去に「親と心理的な結びつ

き」を体験していると推定できる事例が全部であった。岡本英生（2001）の非行少年の予後

の関する研究によると、将来の受刑に影響を及ぼしている要因として、「養育者が実父母で

ないこと」が挙げられている。調査対象少年は、全員が実父母又は実母と同居していた。

　また、概念「親との心理的な結びつき」は、犯罪への抵抗力に関係する。法務省（1998）

の調査結果によると、少年院に在院中の男子少年に「もし、あなたが法律に禁じられている

ような「悪い」ことをしようと思ったとき、あなたを思いとどまらせる心のブレーキになる

ものは何ですか」という問いに「家族」と回答した少年が抜きんでて多く、54.3% を占めた。

　第 2ステージの概念⑧「心の動きを表現する力」は、調査官が面接、手紙、課題作文、箱

庭療法などの方法を使って、少年の心の動きを表出させる働きかけをすると、それに少年が

応えてくれる力である。非行前後、少年は、感情に支配され、心の中は混沌とした状態にあ

ることが多い。そこで、心の整理の方法としてこれらの方法が使われている。自分の心の中

にあるものを外に表出することで、4、5月もすると、「自分の行動を少し客観的に見られる

ようになった」とか、「行動の結果を考えるようになった」など振り返る少年がいる。

　ソーシャルスキルの習得が遅れている少年が目立った。社会適応力を向上させることを狙
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って、概念⑨「ソーシャルスキルの習得」を課題の一つに入れて取り組む少年がいる。特に、

補導委託を希望する少年は、受託者の家庭でこれを教えてもらうことも目標の一つである。

（3）カテゴリー「危機を乗り越える力」について

　少年の立ち直りへの過程を観察すると、第 3ステージで、失恋、不良性のある友人の誘い、

無断外泊の連続などで、犯罪危機の場面に直面する例が多い。「自分を見失う」という意味

での危機でもある。この危機を乗り越えた力となったのが概念⑪「失敗を修復する力」、⑫

「不安定な感情を受け止めてもらう」、⑬「犯罪危機場面を回避する力」である。

　危機場面で多いのは、無断外泊の連続など試験観察によって構成された保護領域を離脱す

る例である。保護領域からの離脱を失敗と捉えてすぐに後悔し、1日も                          早く引き返してくる

ことができるかが、立ち直りを左右する。保護領域から離脱しても、離脱を一時的なものに

とどめ、保護領域に引き返しくる力が試される。引き返す契機となったのは、受託者、保護

者等に電話を入れたことである。そこで、⑪「失敗を修復する力」の中核は、「求支援行動

をとった」ことと言える。⑬「犯罪危機場面を回避する力」は、保護領域を離脱して不安定

状態になっても、過去の失敗を経験として活かし、回避行動がとれる力である。

　非行少年は、失恋など対象喪失を経験すると、自己統合力を失い、激しい攻撃的感情を自

分又は他者に向ける例が多い。この場面で、他者が壁となって受け止めてくれると回復する。

⑫「不安定な感情をうけとめてもらう」体験が、立ち直りを促進する。壁になってくれる人

の存在が必要であるが、保護者も調査官の支えがあると壁としての役割を果たすことができ

る。

　第 2ステージでなく、第 3ステージで危機に直面する場面が多いことについて、少年たち

は、「慣れてきて、気がゆるんだ」と言う。第 3ステージで、少年のもっている問題点が再

燃されると見ることができる。この危機を乗り越えることで、行動統制などの内面化が進む。

⑮「内的統制」の芽生えである。また、この危機を乗り越えた少年について、少年自身は、

支援者の注意を素直に聞けるようになったという。調査官は、少年の見違えるような成長を

感じている。⑭「危機を乗り越えた体験」は、少年を大きく成長させてくれるようである。

（4）カテゴリー「保護能力」について

　非行をした少年に反省点を挙げさせると、最も多いのは、「親に迷惑をかけた」である。「被

害者に迷惑をかけた」より多いのは問題であるが、立ち直りという視点から見ると、親によ

るソーシャルサポートが不可欠である。「面会に来た父の目に涙が浮かんでいた」とか、面

会中泣き続ける母を見て、自分が犯した行為の重大さを思い知り、内省を始める少年は多い。

　保護者は、①「保護関心・意欲」を示す行動をしてくれることが大切であり、少年に対す

るこれまでの対応が適切であるか否かということは、次のステップで考えることである。親

子関係がこじれている例が多いが、「保護関心・意欲がある」は、修復の第 1ステップになる。

むしろ、「保護関心・意欲」が変わりやすい方が、少年の立ち直りにマイナスの影響を与える。
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　概念⑤「保護者も変わる」では、再犯防止のためにどうしたらよいかを真剣になって考え、

自ら変わろうとしている親は多い。調査官は、親のこの内発的な動きに着目して親子間の調

整をする。親がわずかでも変わると、少年はそれを敏感に察知し、自分も変わろうとする。

少年が少しでも変わると、親はそれを評価し、自分も変わる例も多い。このような相互作用

を通して、親子関係が再形成されてゆく。

　概念②「社会資源活用力」では、親は、少年の立ち直りために、どれだけ積極的に社会資

源を活用できるかである。ここでは、親自身が他の支援者の助言を受け入れる柔軟性が求め

られる。

　概念①「保護関心・意欲」、②「社会資源活用力」、④「少年のソーシャルサポート」、⑤「保

護者も変わる」は、密接な関連をもって機能している。そこで、調査官は、親が少年の立ち

直りの最も有力なパートナーとして機能するように援助することが大切である。

5　おわりに

　立ち直りの促進要因として生成された概念は、可変的な要因であり、いずれも発達促進的に

機能するものである。少年の支援を考えるうえでは、少年の「発達」という視点からは、「で

きない」事柄に着目するよりも、「できる」事柄に着目することが大切であることを示唆して

いる。澤登俊雄（2000）は、少年法の目的の一つである健全育成の内容は、成長発達権の保障

にあるという。

　研究法という視点で考えると、研究対象者の選択について、5.8 月程度の期間の観察で、少

年が「立ち直った」と言えるかという問題がある。もう少し長期間の追跡が必要であることは

言うまでもない。対象者選択における非行性の深度の問題もある。また、少年の立ち直り過程

の観察では、関与しながらの観察であるので「観察者の影響」という要因を排除することがで

きない。「観察者の影響」を統制することが課題である。また、観察者は関与者でもあるので、

少年の立ち直りを促進する要因の一つである。

　最後に、このような研究を可能にした全国家庭裁判所調査官研究協議会、事例提供の調査官、

少年たちに感謝を申し上げたい。
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