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子育ち・子育ての基本について考える

～アタッチメントという視座から見る虐待～
講師

遠藤

皆 さ ん、 こ ん に ち は。

利彦氏

（東京大学大学院教育学研究科教授
  東京大学発達保育実践政策学センター副センター長）

と申しますと、あのスヌーピーの出てくる『ピーナッ

遠藤と申します。このよ

ツ』という漫画にスヌーピーと一緒に登場するライ

うな大きい会にお声が

ナスという男の子、いつもこういう毛布を持ち歩い

けをいただきまして、本

ている訳でございます。毛布に限らず、お子さんに

当にありがとうございま

よってはタオルであったり、シーツの切れ端であっ

す。心より感謝申し上げ

たり、あるいはお母さんのスカーフの切れ端であっ

ます。

たり、あるいはやわらかいぬいぐるみ、そういうも

私からは、今日、「子育ち・子育ての基本につい

のを、それこそ真っ黒に汚れても、あるいはぼろぼ

て考える」という、こういうテーマで少しお話をさ

ろにすり切れてもなかなか離そうとしない。そうい

せていただきたいと思います。その基本の一つとい

うお子さんがいる訳です。ただ一方で、そういうも

うのがアタッチメントだろうということで、そのア

のを持たなくても平気なお子さんもいる。そういう

タッチメントという観点から虐待というものをどう

一人一人のお子さんの違いというのが何故生じてく

いうふうに考えることができるか、そんなことにつ

るのだろうか。恐らくは一人一人のお子さんが育つ

いて少しお話をさせていただければなと思います。

環境と何か関係しているに違いない。そのような中

元々私、どういうことに関心を持っていた人間か

で、だったらどんなふうに育てられるとどんな子ど
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もになるのかなという、それに関して少し専門的に

読みいただくことができるかと思います。のぞいて

研究をしてみようということでこの世界に入ってき

いただければと思います。

た人間でございます。

それで、私、今日は子育ち・子育ての基本という

今現在、私、東京大学の教育学研究科というとこ

ことについてお話をさせていただくということなの

ろに所属しておりますが、昨年の７月に発達保育実

ですが、当たり前のことですが、子育ち・子育てに

践政策学センターという、こういうセンターを立ち

たった１つの理想形はない。誰もが同じ子育ての実

上げることができました。子どもの発達に関する学

践をして上手くいくかというと、そうではない訳で

問的な知見を、子育て、保育、幼児教育、あるいは

す。というのは当たり前のことで、子ども一人一人

それこそ虐待を受けたお子さんの支援なども含め

に個性があって、好き嫌い、得意不得意もある。あ

た、幅広く子どもの発達に関わる実践に役立ててい

るいは、親の側にも得意不得意、好き嫌いがある。

けないだろうか。あるいはそれだけではなく、そう

言ってみれば、その個性と個性の組み合わせの中で

いう子ども関連の政策ということにそういう学問的

子育てというのは行われる訳です。そうすると、そ

な知見というのを反映させていくことはできないだ

の組み合わせによって、実はそれこそそれぞれの形

ろうか。
そんなことを考えまして、こういうセンター

ということを作っていかなければいけないもの、こ

を大学の中に、
非常に小規模ではありますけれども、

れが子育てということになるかと思います。

立ち上げて研究を色んな形で始めさせていただいて

しかし、その中でもやはり基本というのはある。

いるという状況でございます。こういう４つの部門

どういうふうな状況の中で子育てをするにしても、

から成りまして、正に子どもの育ちを支えるよい環

１つ基本というものがあるだろう。その基本の１つ

境というのは何か、こういったことの解明というこ

としてアタッチメントということを考えることがで

とを今考えております。

きるのではないか。そんなことを思いながら研究を

そして我々のセンター、あらゆる学問、文化系、

しています。

理科系、色んな学問というのは基本的に保育、子育

アタッチメント。日本語では「愛着」と言われる

てというところに全てつながっていくだろう。ある

ことが多いです。「愛着」という言葉も非常にすて

いは逆に言えば、あらゆる学問的な知見というのを

きな言葉だなと思うことがあります。ただ、「愛着」

子どものために全て生かしていく、つなげていくと

に「愛」という言葉が含まれておりますので、時々、

いうことが今の日本には必要なのではないか。そん

愛情という言葉と少しごっちゃにされてしまうこと

なことを考えながら今活動をしています。

があるかなという中で、最近はあえて「アタッチメ

その第一歩として、実は昨年度、全国の色んな形

ント」と片仮名書きで表現するようにしています。

態の保育所であったりとか幼稚園であったりこども

アタッチメント。もうシンプルに、アタッチする

園であったり、そういったところの保育者の方に

こと、くっつくということです。小さな子どもとい

アンケート用紙を送らせていただきまして、結果、

うのは容易に怖がります。不安がります。その度ご

３万 700 人の保育士さんからご回答をいただくこと

とに特定の誰かにくっつこうとするのですね。その

ができました。さらには、全国の自治体、それこそ

くっつくということがどれぐらい確実にできるかで

市長さんや、市町の方、そして直接的に保育、子育

きないか。実はこのことが、我々大人が考える以上

ての担当をされている方にもアンケートをさせてい

に、子どものそのもの、それこそ一生涯にわたる発

ただき、大体４割を超える自治体からご回答をいた

達あるいは幸せというところに深く関わっている可

だき、そして結果的に、現在、日本の子育てとか保

能性がある。そんなところを少しお話させていただ

育がどういうふうな実態になっているのか、そうい

ければと思います。

うことを少し浮き彫りにさせていただくことができ

まず、そのアタッチメントというのがどれだけ重

たかなと思っております。是非一度、我々のセン

要な役割を果たしているかということを、少しこの

ター、ホームページがございますので、アクセスし

縦断研究ということから学んでみたいなと思います。

ていただきますと、先程の調査結果なども含めまし

縦断研究。ご存じのように、１人の人間をずっと

て、今までやってきた色んな活動の報告書などをお

時間軸に沿って追いかけていく研究、これが縦断研
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究ということになります。それこそ、０歳の時にこ

に育つということが考えられます。しかし、こうい

んな家庭でこんな子育てを受けていた子どもが、３

う本が出版されているということは、必ずしもそう

歳になったらどうなっているかな、８歳になって小

ではないということを容易に想像していただけると

学生になって友達関係はどうかとか、14 歳になっ

いう気がします。

て中学生になって学校の成績はどうだろうか、20

実はこの本というのは、
2000 年から始まった BEIP、

歳、30 歳、40 歳、50 歳になって、その大人になっ

ルーマニアの首都であるブカレスト（Bucharest）

た時にどんな仕事について、どれだけ健康に幸せに

のＢ、そしてアーリー・インターベンションプロジェ

生活できているだろうか。当然、１人の人間をずっ

クト
（early intervention project）のそれぞれの頭文

と追っかけ続けていく訳ですから、そういう中で現

字をとって BEIP と呼ばれ、
こういう大型の研究プロ

に、小さい頃にどんな経験をしていた子どもがどん

ジェクトの中間成果をまとめた本になっております。

な大人になっているかということが現実的に明らか
になってくる訳でございます。

ご 存 じ の よ う に、 ル ー マ ニ ア と い う と こ ろ は
1989 年にルーマニア革命というのがございました。

日本には残念ながら、そこまで長期の縦断研究と

革命前の政権が、いわゆるチャウシェスク政権と呼

いうのはないのでありますが、世界全体を見渡すと、

ばれる、チャウシェスク大統領とその奥さんとその

色んな目的を持った縦断研究というのが既に行われ

取り巻きの独裁国家だった訳であります。そのチャ

ております。それこそアタッチメントそのものに関

ウシェスク政権が崩壊した時に、10 万人の小さい

心を寄せるような縦断研究もありますし、人の健康

子どもたちが施設で生活をしていたということが全

というところに関心を寄せるもの、あるいは大人に

世界の人の目に触れることになる訳です。そしてま

なってからのいわゆる経済状態みたいなものを予測

た、その施設というのが極めて劣悪な条件だった。

する子どもの時の経験。色んな関心を持った研究と

例えば小さい赤ちゃんに与えるミルクがないという

いうのが行われています。

中で、時には大人の血液注射などが安易に行われて

しかし、色んな関心を持った研究の中で、やはり
一つ、幼少期で重要な要因として必ず研究されるも
のに、
実はアタッチメントというものがございます。
その縦断研究の代表的なもの、特に印象的なもの
を少しご紹介させていただきたいと思います。

しまう。そういうような状況でもあったということ
が今では知られています。
当然その革命後、新しい政府というのは、そうい
う国際的な非難ということもあったのかと思いま
す。そういう中で施設環境を改善していきます。で

１つは「剝奪」
。これは、普通だったら経験でき

すから実は、2000 年以降、こういう施設で育って

て当たり前のことを奪われてしまったら、経験でき

いるお子さんたち、いわゆる生理的な欲求、生きて

なくなってしまったら、それがどれだけ大きいダ

いく上で必要な欲求、食べたい、飲みたい、寒い時

メージをその後に及ぼすのか。それを研究するのが

には温まりたい、そういうふうな欲求を満たしても

剝奪研究ということになります。

らうには十分な環境の中に置かれています。あるい

一方で、ここに「介入」という言葉があります。
介入という言葉、これは剝奪とは逆に、普通だった

は、遊ぼうと思えばおもちゃもあるし、読もうと思
えば絵本もあるという条件。

ら経験できないような特別なことを経験させてあげ

その中で育っている子ども、そういうふうな物理

たら、その特別なことというのがどれぐらいの効果

的な環境条件というようなものは整っていながら、

になって後々表れてくるのか。それを明らかにする

しかし大きな発達の遅れやゆがみというのを依然と

のが介入研究ということになります。

して示している。それは何故かというと、いわゆる

例 え ば、 剝 奪 研 究 の 代 表 的 な も の に、 こ れ は

人的環境、人のケアというところが十分に行き届い

2014 年に出版された『ルーマニアの見捨てられた

ていないということになります。特に、子どもの数

子どもたち』という本ですが、捨てられたお子さん

に対して、そのケアを行う大人の数が足りていない

たちは施設というところで生活することになりま

ということです。最悪の施設になりますと、20 人ぐ

す。もちろんその施設環境というのが十分な環境条

らいの赤ちゃんに対してたった１人の大人、しかも

件を備えていれば、その子どもたちは心身とも健康

就業時間が終わると帰ってしまって、あとは夜中に
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は守衛さんぐらいしかいない。そういうふうな状況

るいは、集団の中でしっかりと楽しく、そして安心

でこういう子どもたちは生活している訳であります。

して生活していくためには、ルール、決まり、常識、

そういう中で一番深刻なのは何か。やはり先程も

こういったものをしっかり理解して守っていく。そ

申し上げたように、小さい子どもというのは容易に

ういったことが必要になります。実は自己と社会性、

怖がり不安がる。その度ごとに、「ぎゃー」と泣き

一般的に我々大人というのが、子どもにおいて、こ

ながら誰かにくっつこうとする。しかし、そういう

ういうものが育っていてくれたらな、こういうもの

ふうな状況の中で子どもたちはくっつくことができ

は最低限育っていて欲しいと思うものが、大体この

るかというと、
このくっつくということができない。

自己と社会性というところに含まれてきます。そし

実はこのお子さんたちにとって最も深刻なものとし

て実はその根っことは結局何かというと、素朴な意

てあるのがこのアタッチメントの剝奪ということに

味で、人って信じて良いのだな、助けてって言えば

なります。
そのアタッチメントの剝奪ということが、

助けてくれるのが人なのだなという、その信頼の感

子どもの心身の発達に大きな遅れであったり、ゆが

覚です。そしてまた、自分って人から愛してもらえ

みをもたらしてしまう。とりわけ、実はその発達の

るのだなという、その確信ということになります。

中でも、この自己と社会性という発達の領域に対す

これが根っこにあるものが、自己と社会性というこ

るダメージというのが非常に大きい。そんなことが

とになります。

明らかになっているようであります。

実は、幼い頃にこのアタッチメント、シンプルな

もちろん、このような研究というのは、ただそう

意味で怖くて不安な時に誰にもくっつくことができ

いった不遇な状況に置かれたお子さんの発達がどれ

ない子どもというのは、他者を信じることがなかな

だけネガティブな影響を受けてしまうかということ

かできない。そしてまた、自分が愛してもらえると

のみならず、そういう状況にあるお子さんたちを何

いうことに確信を持てなくなる。あるいは、自分自

とか救いたい。当然そういうふうな中で、例えば途

身のことを愛せなくなってしまう。そこが実は最も

中から里親の方にそのお子さんたちを託すというこ

大きいダメージとして後々まで残ってしまうことが

とを行います。

あるよ。そういうことがこういう研究から見えてき

当然、里親の元に移った子どもたちの発達、劇的
に良い方向に変わっていくという場合があります。

ているのかなという気がいたします。
もう１つ、
介入研究です。こちらはやはり本の紹介

例えば、身体的な発達あるいはコミュニケーション

ということでお話をさせていただきたいと思います

の発達、そういったところには比較的早い段階から

が、
もう最近は度々メディアでも取り上げられます。

良好な発達上の改善が認められる。しかし、意外に

ジ ェ ー ム ズ・ ヘ ッ ク マ ン さ ん、2000 年 に ノ ー

長くそのダメージを引きずってしまうというのが、

ベ ル 経 済 学 賞 を 受 賞 し た 教 育 経 済 学 の 領域で極

この自己と社会性の発達の領域だということが言わ

め て 有 名 な 学 者 さ ん が『GIVING KIDS A FAIR

れています。自己、一般的に我々が言うところです

CHANCE』という本を書いています。KIDS（子ど

と、例えば自尊心であったり、あるいは自立性、自

もたち）に公平な、この場合は教育の機会です。ど

分をコントロールする力であったり、あるいはそれ

んなに恵まれない子どもたちに対しても公平に教育

こそ自尊心、自分を愛して、あるいは自立性、自分

の機会を与えていけば、そのお子さんたちはしっか

で考えて自分で行動して、
あるいは自分をコントロー

りと健康に育つという、そういうメッセージが込め

ルする自制心、そういうようなものが自己に関わる

られたタイトルかもしれません。すぐこちらは翻訳

心の力と考えていただければ良いかなと思います。

が出ております。元々のタイトルとは少し違った意

社会性とは何かというと、これは人との関係を

味のタイトルに変わっておりますけれども。

作って維持する力。しかし、人と上手くやっていく

ヘックマンさん、ご存じのように、教育経済学の

ためには人の気持ちというものが十分理解できなけ

中でも特に子どもの教育に対する投資効果というこ

ればいけない。そういう心の理解能力であったり、

とを専門にしております。人生のどの時期に特にそ

誰かが困っていたら可哀想と思って、いわゆる共感

の子どもの教育に投資をした時に最も効果的か。こ

して思いやりを示す。これも必要かもしれない。あ

の人の結論というのは、ご存じのように、就学前が
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圧倒的に効果的である。就学前、いわゆる乳幼児期

く。先程の西川知事のお話の中にもあったのです

の子どもたちにしっかりと教育にお金を使っていく

が、福井県は幸福度が一番高い。その１つの理由と

ことが最も効果的だという結論を導き出しておりま

して、女性の就業率が高いというようなお話があり

す。この場合の投資というのは、１つ１つの家庭の

ました。結局、保育サービスということを充実させ

レベルでどれぐらいお金を使うかということだけで

ていくと女性の方が安心して働ける環境というのが

はなくて、それ以上に、それこそ国などがどれぐら

でき上がってくる。そうすると経済全体も潤う。実

いしっかりと公的に資金を子どもたちの教育に投資

は、だから子どもを大切にする政策を展開していく

してくれるか、それを含めた額ということになりま

と、子どもを幸せにするということはもとより、そ

す。そこがしっかりとしていればしている程、実は

れだけではなくて、みんなが幸せになれる可能性が

子どもたちのその教育効果というのは大きいのだ。

ある。そういう意味で、子どもに対して我々はもっ

そういうようなことをこの人は、色んなデータに基

ともっとしっかりとその発達を支えていくようなこ

づきながら結論している訳であります。

とに関心を持って良いのではないか。そんな結論を

そして、このヘックマンさんの影響力というのは

引き出しております。こうした研究も、実はこうい

極めて強く、全世界の、特に先進国の中には、それ

うヘックマンさんの研究というものをきっかけに始

まではどちらかというと就学後、小学校以降の教育

まったものというふうに理解することができるかな

にウエートを置いていた国というのが、徐々に教育

という気がします。

の重み、ウエートというのを就学前にシフトさせて

ヘックマンさんは、先程申し上げたように、色ん

きているというようなところが増えてきているのか

なデータに基づきながら、先程申し上げたような結

なという気がいたします。

論を導き出している訳ですが、そのデータの１つに、

ヘックマンさんのこういうふうな研究、例えばこ

彼自身が関わった、これも非常に有名なのでご存じ

れは京都大学の柴田先生というお若い先生ですが、

かもしれません。ペリー就学前計画という、アメリ

最近、直接柴田先生からお話を伺う機会がありまし

カのミシガン州のペリー郡で 1960 年代の初頭に開

たけれども、
『子育て支援が日本を救う』、こういう

始された縦断研究というのがございます。

ご本をお書きになっています。
この本の目的というのは、OECD いわゆる経済

ペリー郡というところは、アフリカ系アメリカ人
の貧困層のご家庭が多くある地域であります。通常

協力開発機構、先進国のここ 20 年ぐらいのデータ

であれば、そうしたご家庭のお子さんというのは、

を使って、どういう政策を展開している時に国民が

就学前、義務教育前に幼稚園や保育所に経済的に行

幸せになれているのだろうかということ、それを分

くことができない。でも、そういうお子さんたちを

析している結果をまとめた本であります。例えば国

幼稚園に通わせてみたら、それはどういう効果に

民が豊かになる、経済的に安定する。それだったら

なって表れるのだろうか。それはそういうお子さん

直接的に経済効果を狙った政策を重視して展開して

たちが義務教育で学校に入ってきて、学校の先生が

いけば良い。例えば公共事業を起こすとか、若者と

幾ら勉強を一生懸命教えてもなかなか効果が上がら

か女性の就労支援というのを一生懸命やるとか、失

ない。それどころか、早い段階にドロップアウトし

業者を減らすとか、そういうふうな政策を重視して

て学校に来なくなってしまう。そういう中で、もっ

展開していけば当然経済効果は上がる訳です。

と早い段階にその子どもたちに何かしてあげたい、

しかし、この本ですごくおもしろいのは、そうい
う直接的な経済効果を狙った政策以上に実は効果的

してあげようということで、ペリー小学校の附属幼
稚園にその貧困層のお子さんを通わせてみる。

な政策がある。それは何かというと、この子育て支

しかし、それはどれぐらいの効果を及ぼすかとい

援政策だということです。これは、それこそ保育サー

うことを知らなければいけない、確かめなければい

ビスとか産休、育休とか児童手当、これを要するに

けないということで、可哀想だけれども、特に幼稚

充実させる政策を採っている国というのが結果的に

園に通わせるということをしない、同じく貧困層の

労働生産性とか経済成長率とか出生率が上がって、

お子さんのグループというのも設けておきます。そ

そして子ども貧困、自殺率というのが低くなってい

して幼稚園に通わせた子どもたちのグループと、特
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に幼稚園に通わせることのない子どもたちのグルー

考えたくもなる訳ですが、このヘックマンさんとい

プをその後ずっと比較し続ける。実は、その研究に

うのは、実はこういう IQ の比較から、どうもそう

参加したお子さんというのが昨年から今年にかけて

ではないようだと。

50 歳になっております。現在、50 歳のデータとい

これはエントリー３歳、３歳の段階で幼稚園に入

うのが集められていて、そのうちその結果が公表さ

る訳です。上の方の線が幼稚園に通わせてもらった

れることになるかと思います。

子どもたち、下が特に通わせてもらわなかった子ど

40 歳までの結果というのは既に明らかになって

もたちということになります。入ってから２年間、

いて、３歳から２年間、幼稚園に通った、でも既に

入った直後ぐっと、やはり幼稚園に入った子どもた

その後 30 年以上の時を隔てて 40 歳です。では、そ

ちの IQ が伸びます。それだけ効果はあった訳です。

こで２つのグループに違いがあるかというと、違い

ただ、残念ながらその効果というのは長続きせず

がある訳です。やはり幼稚園に通わせてもらった子

に、幼稚園に通うことをやめてから数年たって、そ

どもたちの方が 40 歳の段階で、例えばもらってい

して小学校に入って８歳ぐらいの段階では既にこの

るお給料が高い。経済的に安定している。自分の家

IQ に違いがないのですね。IQ に違いがないけれど、

庭をちゃんと持てて、そして持ち家率も高い。そう

しかし 40 歳の段階のその人たちの経済的な安定な

いうようなことが明らかになったり、あるいは犯罪

どの幸せというところには違いがある。ということ

などを犯していない。警察のお世話になっていない。

は、40 歳の違いをもたらしているのは IQ ではない、

要するに、３歳から２年間、幼稚園に通うというこ

認知的な能力というのが幸せを分けている訳ではな

とが、30 年以上の時を隔ててその経済的な安定で

いという中で、ご存じの方も大勢いらっしゃるかも

あったり、犯罪などを犯さないという意味での健全

しれませんが。

な市民生活というところに明らかな差をもたらし続

この方、ヘックマンさんという方は、認知以外の

けている。そういうようなことが、このペリー就学

力というのがむしろ非常に重要だと。非認知的な能

前計画というふうな研究の中で明らかになってきた

力（non cognitive ability）。実は、ご存じの方も大

訳であります。

勢いらっしゃるかもしれませんが、今の子どもたち

重要なのは、では、何故そういう効果というのが

の発達あるいは教育ということに関する科学の中

もたらされたのか、幼稚園に通う中でその子どもた

で、この非認知的な能力というのが１つのキーワー

ちは何を得たのかということになる訳ですが、普通

ドになっております。文部科学省もこの非認知的な

であれば、３歳から幼稚園に通う中で色んなことを

能力の発達と教育というところには最近非常に関心

教えてもらう。教えてもらう中でその子どもたちは

を持っておりまして、私自身もこの非認知的な能力

頭が良くなった。それこそ認知能力というのが引き

の発達と教育に関する研究プロジェクトというのを

上げられた。頭が良くなったことによって、大人に

国立教育政策研究所で昨年から始めさせていただい

なってからちゃんと仕事をして、そして犯罪を犯さ

ております。この非認知的な能力ということを身に

ずに幸せに生きていられるのだろう。そんなふうに

付けたことが非常に大きかったのだと。
では、非認知的な能力とは具体的に何ということ
になる訳です。認知以外の力、頭の良さ、頭の出来
以外の力とは何か。実はこれは、先程申し上げたア
タッチメントというものが剝奪されると非常に深刻
なダメージを受けてしまうという、正に自己と社会
性という、そのこととほぼイコールと考えていただ
いて結構かと思います。このお子さんたちは、幼稚
園に３歳から２年間通う中で、非認知、自己と社会
性の力を身に付けることができた。それが実は決定
的に大きかったのだというのが、言ってみればこの
研究の結論なのかと思います。ただ、何故、では、
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この子どもたちはこういう自己と社会性の力を身に

経験することができた。その家庭の外でちゃんとし

つけることができたかということ、そこがもう一つ

た大人の人とアタッチメント、これを経験すること

非常に重要なところかと思います。

ができたというのが、言ってみれば自己と社会性の

見ていただきたいのは、先程の IQ のこのグラフ
ということになります。

発達を保障することにつながった。先程も申し上げ
ましたが、自己と社会性、この根っこにあるのは人

このお子さんたちの３歳の時点での IQ というの

を信じる力、そして自分が人から愛されるというこ

は、２つのグループとも 80 前後であります。一般

とについての確信ということになります。そういう

のお子さんの IQ の平均値は大体 100 ぐらいという

ものを家庭では身に付けることができなかった。し

ことになります。ということは、このお子さんたち

かし、そのお子さんたちは、家庭の外の幼稚園とい

は知的な発達の遅れというのが、ややもすると疑わ

うところでそれを身に付けることができた。それが

れてしまうようなグレーゾーンのお子さんというこ

結果的に、その人たちが大人になってから、30 年

とになります。しかし、このお子さんたちは特に障

以上の時を隔てて 40 歳になった時の経済的な安定

害を持って生まれている訳ではございません。であ

であったり、健全な市民生活の差となって表れてい

るにも関わらず、これだけ IQ が低い数値であると

る。そんなふうに考えることができるのかなという

いうことは何を意味しているか。先程貧困層のご家

気がいたします。

庭で育っているお子さんだと申し上げました。言っ

そのような中で、１つのまとめ、子どもの発達と

てみれば、このお子さんたちは、家庭では、それこ

教育をめぐる世界的な動向。今申し上げたような色

そろくな子育て、しつけ、教育を受けていないお子

んな研究が展開される中で、改めてこの乳幼児期と

さんというふうに考えることができます。

いうのが極めて重要だということが指摘されるに

一般的に貧困というのは、特にこれは 60 年代の

至っております。見直されてきております。それは

アメリカというところです。色んな悪い条件と重な

どういう意味かというと、別にヘックマンさんは、

りやすい訳であります。お母さんが基本的にはシン

小学校とか中学校とか高校、いわゆる義務教育以降

グルで子育てをしていることが多い。しかも、その

の教育はあまり意味がないよ、効果がないよという

お母さんたち自身がまだ子どものような、ティーン

ことを言おうとしているのでは全くない訳です。そ

エイジャーであったりすることも少なくはないです

うではなくて、全て教育というのは意味がある。効

ね。そうすると、子どもが欲しくて産んでいるとい

果を上げる。しかし、まずは土台がしっかりしてな

うよりは妊娠して産むことになってしまったという

いと、上手くその後の教育は積み上がっていかない

中で、子育てのための知識、スキルがないことはも

でしょうということを強調する訳です。いわゆる乳

とより、子育てするためのモチベーション、子ども

幼児期に土台がしっかりと形成されておらず、ぐら

を育てたいというそのやる気、動機というところが

ついた土台、土台がぐらついている状況でいきなり

希薄。そういう中で、このお子さんたち、ネグレク

小学校から重たい教育を乗っけられても、あるいは

トまではいかないまでも、それこそ怖くて不安で

中学校からもっと重たい教育を乗っけられても、そ

「ぎゃー」と声を上げた時には無視されたり、ほっ

のぐらぐらした土台では支え切れないです。すぐ倒

ておかれるということが多いお子さんというふうに

れて全く効果を持たない。そのような中で、まずは

考えることができるかと思います。

土台ということの形成というところに、我々大人と

そのお子さんたちが幼稚園というところに行く

いうのはもっと目を向けて良いはずだ。そして土台

と、そこにはちゃんとした大人、幼稚園の先生がい

の中でも非認知という、先程の認知以外の力という

る訳です。温かい感情を持って、常識、良識を持っ

ところをより重視していったらどうだろう。そうい

て一貫した関わりを子どもたちに施してあげる、そ

う提言をしている訳です。

の幼稚園の先生。登園するといつも同じ先生が自分

人によって幸せの基準は違うかもしれません。大

を出迎えて、怖くて声を上げた時には確実に慰めて

金持ちになるということが幸せと言う人も中にはい

もらって元気を与えてもらえる。そういう大人の人

らっしゃるかもしれません。しかし、多くの人はこ

との関係を、この子どもたちというのは家庭の外で

の Well-being、体と心の健康、これがずっと続く
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こと、そして自分自身が幸せだなというふうな生活

心と体の状態、一切合財が内界であります。

に関する満足感が強く持てること。そういうものが

我々は、例えば冬の身を切るような冷たさ、寒さ

Well-being。これを幸せの基準にした時には、少な

というものにさらされた時に、服を着込んだり、あ

くとも非認知という、その土台を幼少期に身に付け

るいはカイロを背中に当てたりして自分自身で何と

ておくということが非常に重要なのではないか。そ

か体温を維持するということができるかもしれませ

ういうことが色んな研究から明らかになってきてい

ん。あるいは、夏のうだるような暑さの時に、服を

るのかな。あるいは、この認知的な能力というのも

脱いだりうちわで顔をあおいだり、エアコンの効い

行く行くは、小学校、中学校、高校、いわゆる年を

た部屋に移動するということができたりする。しか

重ねていく中で認知的な能力をしっかり身につける

し、小さい子どもにそれができるかといった場合に、

というようなことにおいて、幼少期に、実はこの非

基本的にそれはできない訳です。基本的に、環境と

認知的な能力ということの土台をしっかり築いてお

の間に誰かが入って緩衝帯、和らげてくれる、ある

くことが実は効果を持つのだ。そんなことも色んな

いはそれを防ぐ壁になってくれなければ、その冬の

形で明らかになっているところがあります。そして

寒さ、夏の暑さは容赦なく子どもに襲いかかってき

非認知、先程お話たように、具体的には自己と社会

ます。そこで子どもたちは「ぎゃー」と泣き叫ぶ。

性の力ということになります。そしてこの自己と社

しかし、「ぎゃー」と泣き叫んでも一向にそれが改

会性の力というものを育むものとしてアタッチメン

善されない。実は正にそういう状況にさらされたお

トというものがある。そんなふうに考えることがで

子さんというのが、ネグレクトにさらされているお

きるのかなという気がします。

子さんということになるのかと思います。声を上げ

このアタッチメント。子どもは容易に怖がる、不

ても何も状況が変わらないという中で、お子さんた

安がる存在な訳です。怖くなると泣きながら身近な

ちは幼少期に圧倒的な無力感、何をしても無駄だと

誰かにくっつこうとする。くっついて、もう大丈夫

いう感覚というものを非常に心の根っこの部分に抱

だという、その安心感に浸ろうとする。アタッチメ

え込んでしまう。そういうこともあるのかな。そう

ントというのは、言ってみればたったそれだけのこ

いう意味で、実はアタッチメント、誰かがいて、そ

とです。しかし、このたったそれだけのことという

の人との関係を取り結ぶということは、環境から色

それが、実はどれぐらい確実に安定して経験できる

んな形で押し寄せてくる変化、それを和らげるよう

かということが、人の一生にわたる心、そして体の

な働き、そして子どもの内界、心と体を守る働きを

健康な発達の鍵になっているのだ。そんなことが言

しているものだ。そんなふうにもこのアタッチメン

われているのかなという気がします。

トというのを考えることができるのではないか。そ

アタッチメント。言ってみれば、これは１人の人

のように言う研究者もいます。

間に生じた感情の崩れ、例えば子どもは怖いという

いずれにしても、子どもというのは、怖くて不安

形で感情が崩れる訳です。その子ども自身ではそれ

な時に特定の誰かにくっつく。そしてもう大丈夫だ

をまだ立て直すことができない。そういう中で、誰

という安心感、安全感を回復することができる。こ

か子どもにとって信頼できる大人との関係。例えば

れが同じ人との間で何十回、何百回、何千回、場合

家庭ではお父さん、お母さんがその役割を果たすか

によっては何万回も繰り返される。そして怖くて不

もしれません。家庭の外では、保育所に通っている

安な時にシンプルにちゃんとくっつくことができて

お子さんであれば保育士の先生。そうした大人との

いる子どもというのは、徐々にこの見通しというも

関係によってその崩れた感情を立て直す。調整、制

のを持つことができるようになる。

御する。それがアタッチメントの働きだというふう
に考えることができるかと思います。

見通しというのは何かというと、何かあった時に
はあそこに行けば良い。何かあった時にはあの人に

あるいは、こういうふうな考え方をする人もいま

向かって「ぎゃー」と泣き叫べば良い。そしたら絶

す。外界と内界。外界、我々の外側に広がるもの全

対守ってもらえるはず。これが見通しです。シンプ

てが外界です。暑い、寒い、全て環境から我々に襲

ルにちゃんとくっつくことができている子どもとい

いかかってくる。そして内界、これは我々の内側の

うのは、徐々にそういう見通しというのを確実に持
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つことができる。そして一旦この見通しを持つこと

しれません。上の方は、その人が基地拠点になって、

ができるようになった子どもというのは、その見通

子どもたちはあらゆる不安から開放されて、それこ

しに支えられて、昨日まではそこまでしか行ったこ

そ好奇心の塊になって「あれやりたい」「あれ動か

とがない。その向こうに何があるかすごく気になる

したい」「あれの音鳴らしてみたい」、正にあれやこ

けど、
怖くて不安で行けなかった。だけど今日は行っ

れやと自発的に探索する訳です。冒険をして回る訳

てみよう。もし何かあったら、その時は「ぎゃー」

です。こういう自発的な探索の中で子どもというの

と泣けばお母さんは絶対に駆けつけてくれるはず、

は、正に楽しく遊ぶ。しかし、幼少期のこの楽しく

保育士のあの先生が絶対自分のところに来てくれる

遊ぶということが、実は幼少期に我々大人が最も大

はず。結局そういう見通しを持てている子どもとい

切にしてあげなければいけない質の高い学びでもあ

うのは、そういう形で次々に自分の環境に対して

るということです。この自発的な探索、遊びという

チャレンジングに関わっていくことができる。冒険、

ようなもの、これがあらゆる不安から開放されて

探索ということを大胆に進めていくことができる。

しっかりできることの中で、子どもたちは最も質の

いわゆる自分の世界をどんどん広げられるようにな

高い学びというものをしている可能性が高いよ。そ

るということです。可能性の幅を広げられるように

んなことも言われています。

なる。正に、この自発的な探索ということができる

ただ、先程申し上げたように、小さい子どもは容

ようになって、この中で子どもが１人でいられる能

易に怖がります。転んで痛い。夢中になって遊んで

力、これを身につけることができる。見通しに支え

いたら真っ暗になってしまった、怖い。知らないお

られて、あそこに行ってみよう、あれしてみよう、

じさんが物陰から出てきてびっくりした、怖い。容

自立的に子どもたちは行動できるようになる。

易に怖くなって、そして怖くなると動きのベクトル

この１人でいられる能力というのは、今日冒頭で

を反転させて、あそこに行けば大丈夫。さっきの大

自己紹介という形でライナスの毛布という話をさせ

人の人は今度は避難所の役割を果たして、子どもは

ていただきましたが、あれが実は意外に子どもの発

「ぎゃー」と泣きながら駆け込んでいく。そしてこ

達に重要な役割を果たしているということを、これ

こで慰められ、基地でそれこそ元気の燃料補給を受

を最初に学問的に提示した人、イギリスの児童精神

けてまた飛び出していく。そしてまた怖くなってま

科医であったウィニコットさんという人がいます。

た戻る。そしてまた元気をもらってまた出ていく。

ウィニコットさんという人は、子育てということに

子どもの日常というのは、この輪っかの上を何回も

関して非常に示唆的な言葉というのを幾つも残して

何回も回り続けるようなものだ。

おります。例えば、ほど良い関係とか、大人と子ど

そして子どもが徐々に成長、発達していくという

もの関係は完璧ではなくてほど良い関係というとこ

ことはどういうことかというと、この輪っかが少し

ろで子どもは一番健康に育つとか、色んな言葉を残

ずつ拡張していくこと。０歳、１歳の輪っかはすご

しているうちの１つに、この１人でいられる能力。

く小さいかもしれません。すぐ怖くなって保育士さ

幼少期の発達で我々大人が重視しなければいけない

んの膝の上に乗っかろうとしたりする。しかし、こ

もの、１人でいられる能力。

れが３歳、４歳、５歳、６歳、小学生、中学生とど

ただ、この１人でいられる能力というのは、実は

んどんこの輪っかが広がっていく訳であります。実

それに先立って、怖くて不安な時にシンプルにくっ

はこの輪っかが広がっていくというのが、言ってみ

つくことができて安心感をちゃんと体験できている

れば１人でいられる時間が長くなる。１人でいられ

ということが前提になるのだと。

る能力をより豊かに獲得して、１人でいられる時間

そして、こういったことを良く安全感の輪（サー

が長くなる。自立性を広げていく訳です。

クル・オブ・セキュリティ）という図に表すことが

この輪っかが大きくなるというのは、現実的な意

あります。
この手の平２つというのが、子どもにとっ

味でここにあまり戻る必要がなくなるということを

て信頼できる大人の人ということになります。家庭

意味します。しかし、これは大人も含めてですが、

では一般的には親、家庭の外では保育所や幼稚園の

この輪っかが幾ら大きくなっても、では、心の中か

先生という、そういう方がこの手の平になるのかも

らこの基地や避難所がなくなってしまって良いかと
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いうとそうではなくて、我々大人も含めて、それこ

とができる。

そ最後の最後、あの人ぐらいは自分のことを見捨て

ただ、これは見方を変えれば、それだけ大きい負

ずにいてくれるのではないか。何かあった時に、最

担が心臓、血管、そして内臓などにかかっていると

後の最後あの人に助けてと言えば助けてくれるので

いうことを意味します。ということは、頻繁にこう

はないか。そういう人が実は我々の中にいるからこ

いう恐れという緊急反応を経験し、効率的に元どお

そ、多くの人というのは基本的には日常、心身健康

りにならない状況、これが続いてしまったりすると、

に生活が出来ているところがあるということです。

我々の健康というのは確実に壊れていく訳でありま

実はアタッチメントという考え方というのは、も

す。これが、大人でいえば心身症であったり、ある

ちろん小さい子どもの発達の文脈で引用されること

いはストレスに関連した色んな病気ということの一

が非常に多いのですが、元々は人の一生涯のその発

因になっているということ、良く言われることがあ

達あるいは心と体の健康ということに関連して提示

ります。

されている考え方であります。特にアタッチメント

子どもの場合は、これがもっとたちが悪い訳です。

理論というものの提示者である、創始者であるボウ

というのは、子どもの体は未完成です。これから作っ

ルビィという人。もしこれを失った時、例えばいて

ていかなければいけないという、その時に大きい負

当たり前の人がいなくなった時。例えば人生後半に

担というのをかけられて、しかも元どおりにしても

配偶者の人に先立たれたりして、昨日まではいて当

らえない。その典型が、例えば虐待を受けているお

たり前だった人がいなくなった時に、人は極めて心、

子さんということになるかと思います。虐待を受け

そして体、両面においてもろい。そのもろくなった

ているお子さん、ぶたれたり蹴られたりして、怖い

時に、では、どうやってその状態から脱していくこ

という感情を頻繁に経験します。当然、体も緊急反

とができるか。そういうことも含めて、実は理論化

応を起こしています。しかし、そういう緊急反応が

されているのがアタッチメント理論ということにな

頻繁に生じていながら、では、誰かがその緊急反応

ります。この輪っかというのが、基本的には心身の

を元どおりに立て直してあげているかというと、実

健康な発達の鍵になるよということであります。

は立て直してもらっているということも非常に少な

そして、では、この輪っかが上手く回るというこ

い訳です。そういう中で、現実的に虐待を受けてい

とがどういう意味で心と体の健康ということに重要

るお子さんというのは、心のみならず体の内部にも

な意味を持っているか。まず体の話をしておきたい

色んな発達不全という傷を負うことになる。時々、

と思います。

ヒドゥン・トラウマなんていう、隠れたところに抱

心の健康あるいは心の発達ということに関してア

え込んでしまうトラウマ（傷）という。今日午後に、

タッチメント、今までもしばしば問題にされてきた

それこそ友田明美先生などから、虐待を受けたお子

のだと思います。しかし、最近のアタッチメント研

さんの脳というところにどれぐらいのダメージがあ

究では、この身体発達への影響というところにも随

るか、そういうお話が詳細にあるのかと思います。

分と研究というのがなされるようになってきてい

アタッチメントとの関連では色んなところに実は

る。実はアタッチメントというのは、前提として怖

ダメージが及ぶということが明らかになっているの

い、不安といった感情があります。こういう感情と

ですが、一番良く研究されているのが HPA と呼ば

いうのは何かというと、基本的には体が緊急反応を

れる脳の部位ということになります。これは視床下

起こしているということであります。特に怖いとい

部あるいは脳下垂体あるいは体の中に副腎皮質とい

う感情は逃げるための緊急反応です。実際、我々大

うのがある訳ですが、この英語の頭文字をとって

人も含めて、怖いという感情を経験している時には

HPA。これがフィードバックの回路をなしている。

心拍数が一気に上がります。心拍数が上がる。心臓

どういうふうな働きをするところかというと、いわ

がフル稼働します。心臓がフル稼働する中で大量の

ゆるストレス制御というようなことの機能を担って

血液というのが血管に押し出され、そして体の末端

いる。ストレスというのは、別に対人関係のトラブ

まで血液が行き渡る。その中でとっさに逃げるとい

ルなどだけではなくて、それこそ暑い寒いも含めた

うことができる。筋肉を動かしてとっさに逃げるこ

環境の変化、人間にとって全てストレスな訳です。
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そういうストレスにさらされていながら、環境の変
化にさらされていながらも、しかし体の状態を一定
に保てる、要するにストレスに対して体をちゃんと
調整していくという、その機能が備わっているとい
うことが言ってみれば健康な訳ですが、そこに重要
な働きをしているのがこの HPA です。
この HPA というようなところ、例えば、概日リ
ズム、我々の 24 時間の生理的なリズムとか免疫機
能とか、色んなものに実は非常に深い関わりを持っ
ていると言われているものです。実は、虐待を受け
ているお子さんたちというのは、そういうふうに痛
い思いをするという中というよりは、その緊急反応
を元どおりにしてもらえない中で、この HPA とい

アタッチメント、良く二重過程、二重の働きをす

うところに割合、深刻なその発達不全というものを

ると言われることがあります。１つは、それこそ今

抱え込んでしまうことがある。それによって、この

まで述べてきたことそのものです。崩れた感情を立

生理的なリズムが非常に不規則になったり、あるい

て直してもらうという中で子どもたちが得るそのも

は病気にかかりやすかったり治りにくかったりとい

の、それこそ怖いという感情、感情が崩れた時にそ

うようなこともあるのではないか。そんなことも最

れをしっかり立て直してもらう。その中で子どもた

近の研究で色々と指摘されているところであります。

ちが得る大切なものが１つあるだろう。しかし、実

虐待を受けているお子さんということではないの

はアタッチメントというのは、ただ感情を立て直す

ですけれども、最近、それこそ人の健康、病気とい

ということにとどまるのかといった時に、そうではな

うことに関心を寄せた縦断研究の中でこういうこと

いよという考え方が今は一般的になってきています。

が明らかになっています。12 か月、18 か月の幼少

実は、我々大人というのは、小さい子どもが、そ

期のアタッチメント、これがどれぐらい安定してい

れこそ何かにつまずいて非常に痛そうな顔つきで自

たか。それこそシンプルな意味で怖くて不安な時に

分のところに向かってきた時に、それをへらへらし

しっかりくっつくことができていたかどうかという

ながら子どもを受け止めて慰めるかというと、恐ら

ことが、32 歳になった時の身体的な健康というも

くはしないことの方が多いと思います。子どもが痛

のをかなり予測するところがあるということです。

そうな顔で自分に向かってくると、瞬時それを見た、

例えばそれはどういうことかというと、12 か月、18

例えば保育士さん、お母さん、お父さん、自分自身、

か月の段階でアタッチメントが不安定だった人た

同じように痛そうな表情になってしまう。そういう

ち、要するにシンプルにくっつくということがなか

ことって多々ある訳です。あるいは、その時に「ああ、

なかできずにさっきの輪っかが十分に上手く回らな

痛かったね。」という言葉を発していることも多い

いというような人たちというのは、シンプルにくっ

訳です。正に子どもの体、心の中で起こっているこ

つくことができて、さっきの輪っかが上手く回って

とを大人というのは、自分自身が鏡になって表情で、

いた人たちの約４倍くらいの確率で、その 32 歳の

あるいは言葉を使って映し出してあげる。ここに「調

段階で色んな身体症状を訴えている。そういうよう

律」という、ピアノの弦の調律と一緒です。調子を

なことも明らかになっています。そういう意味で、

合わせていく訳です。要するに、子どもの感情が崩

実はこのアタッチメントというのは、身体の発達あ

れた時に、ただ立て直してあげるのではなくて、実

るいは健康というところにもかなり影響をしている

は我々大人というのは、子どもの感情がこう崩れて

可能性があるということ、そんなことが明らかに

いった時に、一緒にその調子を合わせておりていく

なってきているのかなという気がいたします。

ということも瞬間的にやっているということです。

そして、今、体の発達の話をしたのですが、これ
から心の発達についてお話をしたいと思います。

30

子どもの感情に寄り添って共感して、その後で「で
も大丈夫よ。」というふうに慰めていることが多い。

基調講演
実は、この感情の調律、そして大人が鏡になって映

これらのことが意味しているところは何かという

し出すという中で得る大切なものもある。そんなこ

と、実際は、自分の目の前にいる人、何も悪意なん

とも分かってきているということがあります。

か持っていない、意地悪な気持ちなんか持っていな

まず、この感情の調節立て直しということであり

い。しかし、そういう状況の中で、その人から怒り

ますが、これは先程から申し上げている一番重要な

とか自分に対しての悪意、こういうものを読み取っ

ところは、この基本的な信頼感というところです。

てしまう。要するに、一旦、この人は自分をぶつか

とにかく怖くてしようがない時に、無条件的に自分

もしれない、蹴るかもしれないというふうに思って

のことを守ってくれる大人がいる。そういうふうな

しまうと、子どもは当然身構える。その場から、例

中で子どもというのは徐々に、その特定の人との間

えば逃げようとする、あるいは自分の方から先制パ

で経験したことに基づいて、人一般に関して期待を

ンチ、あらかじめはねつけようとする。そういう中

形成していく。例えば、それこそ家庭や、あるいは

で現実的にトラブルというようなものが増えてしま

保育所、幼稚園などで怖くて不安な時にシンプルに

う。そしてまた、親との間で経験したような関係の

ちゃんとくっつくことができている子どもというの

パターンというようなものを、結果的に親以外の人

は、場所を変えて相手が変わった時も、自分が怖い

との間でも同じように経験してしまう。そういうこ

よって「ぎゃー」と泣けば、この人も絶対守ってく

とも時に生じてしまうということがあるのだ。そん

れるはず、そういう形でその期待を広げていくとい

なことも明らかになってきているという気がします。

うことができた。言ってみれば、特定の人との関係

そして、実は先程少しこの信頼というところ、最

が、これが基盤になって、正に人一般に対する信頼

近、根っこの部分での信頼の感覚というのを愛の理

の感覚、こういうものが生み出される。

論という言葉で表現している研究者がいます。例え

逆に、
「ぎゃー」と泣いても何もしてもらえな

ば、日本にも何回か来ている女性の有名な研究者で

い、無視されるということが非常に多い。あるいは

すが、ゴプニックさんという人は、こういったアタッ

「ぎゃー」と泣くとそれを嫌がられてぶたれたり蹴

チメントを通して、子どもたちは愛に関する、あの

られたりして、かえって痛い思いをしてしまう。正

理論というのは学問的な理論ではなくて、素朴な素

に虐待を受けているお子さんがそういうことなのだ

人理論というものを幼少期に形成するのだと。素朴

と思います。そういうことを家庭で経験しているお

な愛に関する素人理論とは何かというと、愛するっ

子さんというのは、場所が変わって相手が変わって、

てこういうことでしょう、愛されるってこういうこと

そして相手は自分に決して手なんかを上げないよう

なのだよねという、誰の心の中にもあるはずの、言っ

な優しい人であったとしても、その人もまた、もし

てみればそういう感覚のことです。もちろん、例え

かしたら自分が泣いたりするとぶつのではないか、

ば赤ちゃんは愛する、愛されるといった言葉は知ら

蹴るのではないか、そんな悪しき思い込みを持って

ない。しかし、そういう愛される、愛するというこ

その人のことを見てしまう。そういうことがありが

とに関する、そういった一番根っこの部分のそうい

ちなのだ。

うふうな一つの信念、思い込みあるいは感覚という

実際、研究が色々行われております。例えば、虐

ようなもの。実はこのアタッチメントを通して既に

待を受けているお子さんというのは、人が示す表情、

幼少期の段階で形成されている可能性があるのだ。

色んな表情の中で、怒りという表情には極めて敏感

例えばということで、これに関わる一つの実験を

だということが知られています。人が示す表情の中

紹介しておきたいと思います。これは比較的まだ最

で、怒りという表情には極めて敏感。逆に、他者の

近、
なされてから 10 年経っていないような研究です。

悲しみ、苦しみといったところには、表情には相対

どういうお子さんが対象になっているかという

的に鈍感だというようなことも知られています。と

と、12 か月のお子さんです。12 か月のお子さんに

同時に、特定の表情が浮かんでいない真顔、これを

アニメーションを見てもらうという、そういうふう

誤って怒っているというふうに認識してしまう、勘

な実験であります。あらかじめ、その 12 か月のお

違いしてしまう傾向も非常に強いということが言わ

子さんというのは、ご家庭でお母さんとの間にどう

れています。

いうアタッチメントを形成しているかということを
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測定しております。そして実は、このセキュアタイ

しょうというふうに驚いて、そのシーンを長く見る

プ、こっちがアタッチメントが安定しているお子さ

傾向がある。実はそういうことを応用した実験を通

んです。そしてインセキュアタイプ、不安定なア

して、例えば、生後４か月前後ぐらいで赤ちゃんは、

タッチメント。安定型のお子さんと不安定型のお子

１足す１は２で、１足す１が１であることはあり得

さん。後で少しアタッチメントの個人差のお話をさ

ないよとか、２引く１は１が普通で、２引く１が２

せていただきたいと思いますけれども。安定型とい

であるはずがないよなんていうこと。言ってみれば、

うのは、先程も言ったのですが、シンプルにちゃん

足し算、引き算なんていうような本当に基本的なも

とくっつくことができていてあの輪っかが回ってい

のは、もしかしたらもう分かっているかもしれない。

るお子さんたちです。不安定型のお子さんというの

そんなことも、実はこういうふうな方法を通して明

は、
「ぎゃー」と泣いてもなかなか思いどおりにくっ

らかになっているということがあります。これを利

つくということができなくて、あの輪っかがどこか

用した実験ということであります。

で回らなくなってしまうということが比較的多くあ
るお子さんというふうにお考えください。

この実験で何を見ようとしているか。家庭で怖く
て不安な時に、シンプルにお母さんにちゃんとくっ

そういうお子さんたちにこういうアニメーション

つくことができている子ども、そしてあの輪っかが

を見てもらう。登場するキャラクターは大きい楕円

回っている子ども、どちらのシーンをより驚いて長

形と、こういう小さい楕円形です。アニメーション

く見るかということであります。アタッチメントが

なので、これがくっついたり離れたり、一緒に動い

安定している、くっつくことができているお子さん

たりします。どういうセッティングかなというと、

たちは、こちらのシーンを驚いて長く見ます。あの

まず平地があって、坂があって１段目があって、坂

お子さんたちは、自分自身が日常くっつくことがで

があって２段目があるという、こういうふうなセッ

きている。くっつくことができているということは、

ティングです。最初、この大きい楕円形と小さい楕

あのお子さんたちの期待というのは、「ちっちゃい

円形がくっついた状態で一番低い平地にいます。し

方がぎゃーっと泣いたのだから、普通、すぐ戻って

かし、少し時間が経つと、この大きい楕円形が坂を

くれるはずだよね。」と思っているところで、
「えっ、

上って、坂を上って、この１段目まで至ってしまい

戻ってきてくれないの。もっと遠くへ行っちゃう訳。

ます。１段目に至ったそのタイミングで、置いてい

あり得ない。」と。あのお子さんたちは、当然小さ

かれたこの小さい楕円形が震えながら泣き始めると

い方が「ぎゃー」と言ったら人はすぐ助けてくれる

いう、そういうアニメーションであります。その後

はずと既に思っているから、そうしないこちらの

のシーンは２つに分かれます。一つのシーンという

シーンをあり得ないというふうに驚いて長く見る。

のは、この泣いたタイミングですぐさまこの大きい

逆に、アタッチメントが不安定なお子さんたちはこ

楕円形が引き返して、坂をおりて再びこの小さい楕

ちらのシーンをむしろ長く見ます。「ぎゃーっと泣

円形にくっつくという、こういうシーンです。もう

いたって人なんて助けてくれないよ。」と思ってい

一つのシーンは、泣いた、だけどそんなことにお構

るところで、
「えっ、戻ってきてくれるの。意外。」と、

いなく、
この大きい楕円形はさらに坂を上って、もっ

こちらのシーンを長く見てしまう。

と遠い、
もっと高い２段目まで至ってしまうという、
こういうふうな２つのシーンであります。
実はこれは期待違反法という、赤ちゃんを対象に

こういう実験を通して申し上げたいことというの
は、たった１年、生きているということであります。
でも、その１年の間、それこそ自分が怖くて不安な

して良く使われる実験手法を応用した研究です。期

時に現実的にくっつくことができているかどうか、

待違反法とは何かというと、生後数か月の赤ちゃん

あるいは慰めてもらうことができているかどうか。

でも、自分の期待どおりにならないと、あり得ない

この違いというのが、正に人を信じるという、そこ

でしょうとびっくりして、その自分にとってあり得

の違いにつながっているということであります。正

ないシーンを驚いて長く見る傾向がある。それを利

に、この愛の理論の原型というのは、それだけ幼い

用した実験ということになります。自分の思いどお

段階に既にその萌芽、芽生えというのは認められる

りにならないと期待が外れた時には、あり得ないで

のだということであります。もちろんその段階でこ
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れが固まってしまう訳ではありません。愛の理論と
いうのが固まってしまう訳ではありません。例えば、

うことが指摘されています。
そういう中で１つ、実は虐待を受けたお子さん、

先程のペリー就学前計画、家庭に恵まれないお子さ

受けているお子さんというのは、ただ怖くて不安な

んたちが幼稚園に行く中で、３歳からちゃんとした

時に感情を立て直してもらえていないだけではなく

大人の人とアタッチメントを持つ中で、あの人たち

て、この映し出しという経験も非常に希薄になって

は、正に多分、愛の理論ということを修正するとい

いる可能性があるということです。自分が怖いとい

うことができたのかもしれません。そういう意味で、

う感情、不安だという感情、誰かから分かって、そ

この愛の理論、やはり早い段階からそれは形成され

して鏡になってそれを映し出してもらえているかと

始める。しかし、最初のつまずきがそのままずっと

いうと、恐らくは映し出してもらっているというこ

続く訳ではない。その後、特に早い段階で、特に家

とが非常に少ない。そういうことが想定される中で、

庭の外でしっかりとした大人の人とそのきずなを形

実際色んな実証研究の中で、虐待を受けているお子

成するという中で、こういう愛の理論というような

さんというのは、児童期、思春期になってからも含

ものを良い方向に変えていくこともできる可能性が

めてです、自分の体の状態や心の状態、これをしっ

あるという、そんなところを少し考えていただけれ

かり理解するということが困難だということです。

ばなと思います。

こういうことが、実は色んな研究を通して言われて

もう一つが、その感情の調律、映し出す。これは

います。

何を得るかというと、子どもは心の理解の力とか共

でも考えてみると、虐待を受けているお子さんと

感性、思いやりということを得るというようなこと

いうのは、ぶたれたり蹴られたりしている中で、現

が現実的に分かっています。時間の関係で詳しくそ

実的には人一倍つらい体験をしている訳です。辛い

のメカニズムまでお話することはできないですが、

体験をしているはずなのに、自分で辛いというふう

鏡となって映し出す、あるいは「痛かったね。」「寂

な自覚ができない。自覚ができないと、自分からこ

しかったね。
」
「何ぷんぷんしてるの。」「悔しかった

れ以上危ない目に遭うのを避けようという気持ちと

んだよね。
」
「だるいの。」「あ、熱っぽいね。」、我々

いうのが起こらない。あるいは、辛いと自分で自覚

大人というのは頻繁にこういう言葉というのを子ど

できなければ、当然辛いという言葉が出ない。辛い

もに対して発しています。それこそ自覚しない形で、

という言葉が出なければ人に伝わらないから、人か

子どもの様子を見たその瞬間にそういう言葉は出て

らケアしてもらえない。そういう中で、実は現実的

いる時が多いです。実はこれは、今のあなたのその

にほっておかれる。そうすると、ますますその辛さ

状態、その状態がだるいという、今のその状態が寂

というのがどんどん膨らんでいく。それでもまだ辛

しいということ、今のその状態が怒ってるというこ

いと分からない。それを避けようとする行動をとれ

と、悲しいということ、言ってみれば、その時々の

ない、あるいは辛いという言葉を発せないから人か

あの微妙な心や体の状態に対して、これが悲しい、

ら助けてもらえない中で、どんどんその潜在的な辛

これが嬉しい、これが悔しいということ。言ってみ

さは膨らんでいく一方、そして最終的にはそれが爆

れば、実は子どもというのはそういう形で心という

発する訳です。いわゆるパニックです。容赦なく物

ものを理解し始める。実際、幼い頃に心というもの

を壊したり他者を傷つけたりするというのは、実は

に関連した言葉掛けをより豊かにしてもらっている

そういうふうな中で生じる。要するに、自分自身の

子ども程、その後、他者、そして自分の心の理解能

体や心の状態というものを理解できないということ

力にすぐれるよという、そういう結果というのが現

は、こういう二重、三重のトラウマというところに

実的に得られています。そういうふうな中で、心の

巻き込まれやすい危険性というものを増大させてい

理解、そして実はこの共感され受容される、辛いと

くということが、実は研究を通して明らかになって

いうことを分かってもらう中で人に対する共感、思

きています。でもそれは、もとを辿れば、正に映し

いやりということも発達していく可能性、こういう

出しというようなことが希薄になっている中で生じ

ことも実は示唆されています。時間の関係で具体的

ること、そんなふうに考えていただけると良いかな

なメカニズムまでお話はできないのですが、そうい

という気がします。
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そして、先程アタッチメント安定、不安定という

ちゃう。」と遠くへ行かれたり。言ってみれば、こ

ようなお話をしました。アタッチメント、誰もが怖

のお子さんたちは泣いて近づこうとすればする程遠

くて不安な時にくっつきたい訳です。これは人間共

ざけられたり、もっと遠くへ行かれたりする。ぐら

通です。怖くて不安な時には誰かにくっついて安心

いだったら、このお子さんたちにできることは何か

感に浸りたい。これは共通です。しかし、アタッチ

というと、泣かずに近づこうとしなければ、まだ見

メントというものには相手が必要です。相手が嫌だ

えるところにお母さんはいてくれる。まだそっちの

よと言ったら成り立たないのがアタッチメントで

方がまし。まだそっちの方が安心感が保てる。だか

す。
我々大人であれば、あの人にくっつきたいと思っ

らこの子どもたちはくっつかないんですね。

て、でもその人が嫌だよと言った場合、泣く泣くそ

あと、このアンビヴァレント型と呼ばれるお子さ

れを諦めて、くっついても良いよという別の人を探

んというのは、この輪っかでいうと、ここで、１回

すことができるかもしれません。しかし、小さい

ここにくっつくことができると、ここにしがみつい

子どもにそれはできない訳です。子どもは親を選べ

て、ずっとぐずってなかなかここから出ていけなく

ないので、自分が泣いて何もしてもらえないとして

なる。あるいは、このくっついた段階で非常に激

も、その親のもとでしか生きていきようがないので

しい怒りを養育者にぶつけてしまう。そういうタ

すね。ということは、その親がどう応じてくれるか

イプのお子さんであります。何でそうなっちゃう

ということに合わせてくっつき方を調整する。くっ

か。やはり家庭を観察した研究がいっぱいある訳で

つき方を調整する中で、最低限、安心感が辛うじて

す。そういうお子さんたちは、怖くて不安になって、

でも得られるように子どもたちは行動し始める。そ

「ぎゃー」と泣きながら戻ってみる。戻ってみた時

ういう中で、実はくっつき方の違い、アタッチメン

に、「あれっ、いるはずのお母さんがいない。どこ

トの個人差というのが生まれてくるのです。

行っちゃったの。」。また戻ってみる。「またいない。

実は、ここに書いてある安定というのは、先程申

お母さん、えっ、どこどこ。お母さんどこ。」。また

し上げたように、シンプルにくっつくことができ

戻ってみたら「ああ、いたいた。お母さんいた。」
。

て、あの輪っかがちゃんと回っているお子さんたち

要するに、いたりいなかったり、子どもからすると

です。

非常に気まぐれな養育にさらされています。という

ここに回避型というふうにあるお子さんたち、こ

ことは、このお子さんたちというのは、仮にここに

のお子さんたちというのは、この輪っかでいうと、

くっつくことができていて、きつく抱っこされてい

ちょうどここで止まってしまうお子さんたちです。

ても、きつく抱っこされながら安心感に浸れない訳

ちょうどここで止まってしまうというのは、回りか

です。何でかというと、
「お母さん、またどこか行っ

けているので、実際はこの子どもさんは怖がってい

ちゃうんじゃないの。」「また自分置いていかれちゃ

ます。怖くて怖くてしようがないはずなのに、泣か

うんじゃないの。」、抱っこされながら不安なのです。

ない。近づかない。ここに距離ができるという意味

だからしがみつきます。だからぐずって、時に、絶

で回避です。怖くて不安だったら泣けば良いじゃな

対行かないでよと怒りを激しくぶつけます。そして

い。近づけば良いじゃない。でもこの子どもたちは

少しでもどこかへ行きかけたりすると激しく後追い

泣かない。近づかない。何でそうするか。家庭訪問

をします。そういうタイプがこのアンビヴァレント

なんかをして、実際どういう養育を受けているかと

型のお子さんというふうに言われています。

いうことを調べた研究もすごくたくさん行われてい

そしてもう１つ、最近は、実は無秩序・無方向型

ます。そういう中で分かってきていること、こうい

のお子さん、これが、最初に申し上げると虐待、ネ

うお子さん、時に、やはり「ぎゃー」と泣きながら

グレクトというものに非常に密接に関連したアタッ

近づこうとしたりする。そうすると、例えばそのお

チメントということになります。無秩序・無方向型

母さんは「うるさいから、こっち来ないで。あっち

と呼ばれるものです。乳児期に虐待を受けているお

行ってよ。
」とこのお子さんたちは泣いて近づこう

子さんの８割ぐらいは、この無秩序・無方向型とい

とすると遠ざけられたり、あるいは「もううるさい、

うことになります。

うるさい。
うるさい子嫌いだから、お母さん２階行っ
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さんというのは、それでも自分の方から、例えば先

ていくにつれて、自分がぶたれる時、蹴られる時が

程の回避型のお子さんというのは、泣いたり近づい

どういう時なのか。どういう変化が親に表れた時危

たりしないということで辛うじて安心感を維持しよ

ないのか。分かり始めたら避けようとしますよね。

うとする。そして先程のアンビヴァレント型のお子

だから親をコントロールしようとします。要するに、

さんというのは、ふらっとどこに行くか分からない

みすみす虐待の犠牲にならないために、できるだけ

お母さんに自分の方からしがみついて何とか安心感

親に主導権を与える、好きに任せておくと何をされ

を維持しようとする。取りあえず、そういう意味で

るか分からないから、実は親をコントロールしよう

行動に一貫性がある訳です。何故そういう行動をと

とします。

るかが分かるのです。しかし、先程の無秩序・無方

２つの見え方があるといいます。親に気遣いを見

向型と呼ばれるお子さんというのは、何にもしよう

せるという形で何とか、要するに機嫌を保とうとす

がない。だからもっと言うと、何をしたいのか、ど

る中で避けようとする。そうではなくて、例えば生

こに行きたいのか、良く分からない。だから、この

活がどんどん乱れていくというふうな中でそれが生

輪っかのどこかで、実は何にもしようがなくなって

じるという時には、その乱れていく親に対してそれ

フリーズしてしまうお子さんです。フリーズするの

を叱りつけるという懲罰的なコントロール。これは

です。すくむのです。固まるのです。ぼーっとうつ

虐待の領域では役割の逆転という言葉で言われてき

ろになってしまう。それがこの無秩序・無方向型の

たこと。それをアタッチメントという観点から見る

お子さんと言われています。

と、こういうふうに理解できるというものであった

それは何故かというと、虐待は良く、ここに、こ

りもします。要するに、乳児期の段階ではもう何も

れは解決不可能なパラドックスというふうに言われ

しようがない、基地であるところが自分を脅かすと

ているものです。これは何を意味するかというと、

いう中で、子どもは何にもしようがなくなってフ

要するに、親は子どもにとって通常は、それこそ

リーズする。しかし、徐々に物が分かり始めると、

怖くて不安になった時に戻っていく基地なのです。

何とかその状況を避けようとして、少し親をコント

戻っていけるところが親です。しかし、その親が時

ロールするような行動というのが見え始めるのだ。

に自分を一番怖がらせる人にもなる。要するに、怖

そんなことも明らかになってきているのかなという

くて不安な時に戻っていくところが、実は自分を一

気がします。

番怖がらせる人でもあるのです。だから子どもは親

そろそろ終わりですので、一つ申し上げたいこと

から怖がらせされた時に、もう何にもしようがなく

というのは、このアタッチメントという観点から見

なるのです。だから固まるのです。フリーズするの

る虐待というのは、要するに関係性全般の障害や混

です。もううつろになるのです。すくむのです。そ

乱だということであります。いわゆる子どもという

ういうようなことが実はあるということが分かって

のは、虐待行為、蹴られたりぶたれたり、その痛み

きています。

というのを経験する中で傷つくだけではなくて、そ

ただ、これは乳児期の段階であります。実は、こ

こで受けた傷あるいは恐れ、不安、それを一向に誰

ういうお子さんたちというのは徐々に年齢が高く

からも癒やしてもらえないこと。実は、こちらで傷

なっていく、赤ちゃんから幼児、そして児童になっ

つくということが、むしろ深刻かもしれない。いわ

ていくと、この無秩序・無方向型と言われている、

ゆる受けた傷そのもの、痛みそのものという傷、こ

要するにもう何にもしようがないという状態から少

れはこれでもちろん深刻です。しかし、これが誰か

し様子が変わってきます。これがコントローリング、

らも癒やしてもらえない。それこそ、崩れた感情、

日本語に訳すと統制型と言っても良いかもしれませ

極度の恐れ、不安あるいは言いようのない怒り、こ

ん。年齢が上がっていくと、そこに変わっていきま

ういうものが誰からも調整されない、制御されない、

す。これはどういうものかというと、要するに子ど

慰めてもらえない、分かってもらえないという中で、

もたちは分かり始める訳です、どういう時が危ない

癒やされないままになるということで受ける傷が非

かって。声の調子が変わってきた。表情が変わって

常に深刻だということ。正にアタッチメントという

きた。
生活が乱れてきた。子どもの認知能力が上がっ

のは本来、それを立て直したり、映し出したりする
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機能な訳です。結局、そこのところが成り立ってい

要があるのだろうなという気がいたします。

ない訳です。虐待が発生する関係性の中では、ただ

ということで、用意した資料はもっともっとたく

その暴力というものがあるだけではなくて、子ども

さんありまして、中途半端な感じなのですが、既に

にとって本来、絶対的に必要なはずの怖くて不安な

予定された時間を過ぎておりますので、私の今日の

時にくっつくというようなことが、これが同時に成

話はここまでとさせていただければと思います。

り立っていないことが多い。実はそこで子どもたち
が受けている発達上の色んな問題、そういうところ
に我々大人というのはしっかりと目を向けていく必
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90 分にわたってご清聴いただきまして、本当に
ありがとうございました。

