
社会福祉法人　横浜博萌会

（日本虐待・思春期問題情報研修センター）

子
ど
も
の
虹
情
報
研
修
セ
ン
タ
ー

平成24年度研究報告書

「発達障害が疑われる保護者の虐待についての研究　第２報」

研究代表者　　橋本　和明（花園大学）

67535／子どもの虹様／発達障害保護者-2報／（営業）田中／（制作）中西／（出力）中村／A4／表紙／スミ

67
53
5／
子
ど
も
の
虹
様
／
発
達
障
害
保
護
者
-2
報
／
（
営
業
）
田
中
／
（
制
作
）
中
西
／
（
出
力
）
中
村
／
A
4／
表
紙
／
ス
ミ

平
成
二
十
四
年
度
研
究
報
告
書

　
　「
発
達
障
害
が
疑
わ
れ
る
保
護
者
の
虐
待
に
つ
い
て
の
研
究

　第
２
報
」
　―
そ
の
特
徴
と
対
応
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
―

―その特徴と対応のあり方をめぐって―



平成24年度研究報告書

「発達障害が疑われる保護者の虐待についての研究　第２報」

―その特徴と対応のあり方をめぐって―



目　　次

はじめに･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 1

問題と目的･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 2

方法･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 4

結果･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 5

考察････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 27

まとめ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 35

文献････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 37

資料

　１．福祉事務所長宛の調査協力依頼文書･･････････････････････････････････････････････････ 38

　２．調査協力をいただける皆様への調査依頼文書･･････････････････････････････････････････ 40

　３．質問紙調査票：

　　　「発達障害が疑われる保護者の虐待の特徴と対応についての調査（第２報）」･･･････････････ 41



図　表　目　次

表１　調査回答者の性別･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 5

表２　調査回答者の職種･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 5

表３　調査回答者の役職･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 6

表４　調査回答者の経験年数･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 6

表５　虐待の種類･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 7

表６　発覚の端緒と通告の機関等･･･････････････････････････････････････････････････････････ 7

表７　虐待行為に見られる障害特性の有無･･･････････････････････････････････････････････････ 7

表８　保護者と被虐待児との続柄･･･････････････････････････････････････････････････････････ 8

表９　保護者の学歴･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 8

表10　保護者の就労状況･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 8

表11　保護者の障害の診断および自覚の有無･････････････････････････････････････････････････ 9

表12　疑われる保護者の発達障害の種別･････････････････････････････････････････････････････ 9

表13　保護者の虐待への認識のあり方･･････････････････････････････････････････････････････ 10

表14　保護者の養育の困難さの自覚のあり方････････････････････････････････････････････････ 10

表15　周囲への支援の希望のあり方････････････････････････････････････････････････････････ 11

表16　保護者の二次障害の有無･････････････････････････････････････････････････････････････ 11

表17　保護者とパートナーとの関係････････････････････････････････････････････････････････ 12

表18　保護者と家族員との関係････････････････････････････････････････････････････････････ 12

表19　保護者と関係機関等との関係････････････････････････････････････････････････････････ 13

表20　保護者と福祉事務所との関係････････････････････････････････････････････････････････ 13

表21　被虐待児への影響･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 13

表22　被虐待児の発達障害の有無と種別････････････････････････････････････････････････････ 14

表23　被虐待児の二次障害の有無･･･････････････････････････････････････････････････････････ 15

表24　対応に苦慮する点･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 15

表25　効果的な対応の内容････････････････････････････････････････････････････････････････ 16

表26　福祉事務所の対応･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 18

表27　タイプ別の事例数･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 19

図１　子育てに求められる４つの支柱･･････････････････････････････････････････････････････ 35

図２　子育ての多様性への着目････････････････････････････････････････････････････････････ 36



−1−

はじめに

　筆者は平成23年度に子どもの虹情報研修センターの委嘱を受け、「発達障害が疑われる保護者の虐

待についての研究−その特徴と対応のあり方をめぐって−」を実施した。その報告は予想を超えた大

きな反響が筆者のもとに寄せられた。「似たような事例で困っている」、「思い当たるケースがいくつ

か頭に浮かぶ」など、関係機関の職員の方からの感想が数多くあった。困難な虐待事例においては、

保護者に類似した特徴があり、いずれの支援者もその対応に苦慮されていることを改めて思い知らさ

れた。もう一つ驚いたことに、そのような声は福祉機関の関係者だけではなく、保育所、幼稚園、学

校の先生からも「うちの保護者のなかにもこちらの指示が入りにくい人がいる」、「自分勝手な理屈を

押し通そうとする保護者が多い」等と、似たような感想を投げかけられもした。そもそも、筆者の研

究自体は虐待をしてしまった保護者についてのものであったが、結果として、関係性がなかなか取れ

ない保護者であるとか、話がかみ合わない保護者としてそれが置き換えられたのかもしれない。そこ

には、虐待をしてしまう保護者と難癖やクレームをつけたりする保護者が、対応困難な親として同列

に並べられる問題点が指摘できる。あるいは、ややもすると、そのような保護者が発達障害というキー

ワードで一括りにされてしまう危うさがあることも、この問題を扱う際には十分に留意をしていかね

ばならない。

　筆者は前年度の研究報告（第１報）でも強調したように、保護者に発達障害があるからといって、

それが虐待に直結してしまうわけでは決してないと考えている。多くの親は発達障害を抱えていたと

しても、自分の特性とうまく向き合い、上手に工夫して子育てをしている。あるいは、多くの保護者

は支援者の適切なかかわりによって支えられ、助言を受けながら養育の困難を乗り越えていかれる。

当初は自分勝手でこだわりも強く、一方的な関係しかできなかったが、しだいに支援者とも関係が取

れるようになり、子育てが意外にもスムーズにいくようになったケースも実際にはある。そう見ると、

保護者に発達障害があるから虐待をしてしまうというのは当たらず、工夫次第で、あるいは支援者の

円滑なかかわりがあれば上手な子育てができる。そのためにも、支援をする側の発達障害に対する理

解やアプローチがより適切になされることが必要となる。しかし、現状においてはまだまだ発達障害

者についての誤解や偏見が相当にある。

　そこで、本年度も前年度に引き続いてこの研究を実施し、多くのデータ収集を図るとともに、対応

や支援のあり方についての方策をまとめたいと考えた。
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問題と目的

　発達障害のある保護者と児童虐待についての研究は、わが国においても諸外国の研究においてもま

だ十分になされているとは言えない。その数少ない研究のなかでは、杉山（2007）や芳賀（2010）、

Psychogiou、L.et･ al（2008）の研究が挙げられるが、まだまだデータの蓄積が足りないばかりか、メ

カニズムの解析には至っていない。

　その一方で、虐待対応の現場では、困難事例のなかに発達障害の疑われる保護者が意外と多く見受

けられ、関係者の間では近年はその傾向が増大しているとの声も上がっている。また、そのようなケー

スに限って、かかわりが非常に難しくて関係がこじれてしまうなど、ほかの虐待事例とは違った対応

の難しさがある。

　そこで、筆者ら（2013）は、発達障害が疑われる保護者の虐待についての実態を把握すべく、全国

の児童相談所にアンケート調査を実施し、具体的な事例の内容とその対応のあり方についてデータを

収集し、第１報としてまとめた。その結果の概要は、以下のとおりであった。

　１･　量的な分析からわかったことは、虐待内容では、身体的虐待（68.1％）が多く、心理的虐待

（40.4％）、ネグレクト（39.0％）となっており、被虐待児との続柄では実母（58.7％）が実父（32.6％）

よりも多かった。障害の種別では広汎性発達障害（72.3％）が多く、知的障害（20.6％）、注意欠

陥多動性障害（10.6％）となっていた。保護者の半数近くが二次障害も併発しており、保護者は

子どもの他に家族員がおらず孤立したり、家族員と反発あるいは対立したり、協力体制が組めず

に家族員とは別個に物事を進める傾向が見られた。また、虐待を受けた子ども自身も発達障害が

あると思われる割合が75.2％と高率であった。さらに、保護者への対応に関して言えば、「コミュ

ニケーションやかかわりが不明」（39.0％）、「関係が構築できない」（35.5％）、「虐待への認識の

乏しさがある」（34.8％）などに苦慮する場合が多く、逆に、効果的な対応としては、「家族や周

囲に理解者や援助者の協力を得た」（31.9％）、「特性把握し、パターンを見つけ出せた」（25.5％）、

「コミュニケーションのとり方がわかった」（19.9％）、「生活のつまずきの理解と介入に心がけた」

（19.9％）が比較的多く、「法律の条文を用い、説明した」（14.2％）、「受診を勧め、障害の受容を

促進させた」（12.1％）も効果的であるとのことであった。

　２･　記述された事例の質的な分析を行ったところ、発達障害が疑われる保護者の虐待タイプは以下

の５つに分けられた。

　　①･非社会性タイプ…自分のしている行為が客観的に認識できず、社会性が十分に備わっていない

がために、子どもに不適切な行為をしてしまう。

　　②･コミュニケーション・共感不全タイプ…子どもへの配慮や共感性が不十分でコミュニケーショ

ンが円滑にいかないことから、かかわりが自分本位になり、結果的には不適切な養育となって

しまう。

　　③･柔軟性欠如タイプ…新たな場面や状況に遭遇した際に知識不足があったりこれまでの経験が応

用できず、適切な行動選択ができなくなってしまう。
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　　④･こだわり頑強タイプ…物事をトータルな視点からとらえられず興味や関心が限局的となり、そ

れに対する強いこだわりからかかわりが威圧的となったり、歩調の合わない独断的な子育てと

なってしまう。

　　⑤･見通し不足タイプ…物事を順序立てて計画的に遂行していく能力が低いため要領が悪く、自己

の衝動を抑えきれずにすぐに感情をストレートに表出させたりしてしまう。

　ただ、上記のデータは発達障害が疑われる保護者による虐待事例についてのほんの一部に過ぎず、

しかも調査対象が児童相談所ということもあり、回答のあった事案も比較的深刻なものが多いように

思われた。

　そこで、本研究では、

　ⅰ･　発達障害が疑われる保護者の虐待のケースにおいて、その虐待行為に見られる特徴や傾向を明

らかにするとともに、発達障害と虐待とのメカニズムを把握すること

　ⅱ･　上記のようなケースの家族力動を理解し、虐待の深刻化にどう影響しているのかを明らかにす

ること

　ⅲ･　上記のようなケースにおける介入のあり方や保護者とのかかわりの工夫を取り上げ、虐待の深

刻化の防止に向けた取り組みを探っていくこと

の３点を主たる研究目的とし、今回は児童虐待の通告先の機関の一つになっている福祉事務所を調査

対象にし、前回と同じ調査項目でアンケート調査を実施することにした。また、児童相談所を対象に

した第１報（以下、児童相談所調査と記載）と福祉事務所を対象にした今回の第２報（以下、福祉事

務所調査と記載）とを比較し、両者の量的および質的な違いや対応のあり方の差違についても明らか

にしたいと考えた。
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方法

１　調査時期

　平成24年９月から同年12月までの期間

２　調査対象

　全国の福祉事務所は1249箇所あるが（平成24年４月１日現在）、そのなかから無作為に186箇所を抽

出し、アンケート用紙を郵送して調査を依頼した（資料１、２参照）。回答を得た福祉事務所は56箇

所（回収率30.1%）で、そのうち「対象事例なし」として返送されてきた福祉事務所は10箇所あった。

また、回答のあった46箇所の福祉事務所から計65事例が収集できた。

３　調査内容

　『発達障害が疑われる保護者の虐待の特徴と対応についての調査（第２報）』（資料３参照）と題す

る調査用紙を作成し、以下の５項目について選択式と記述式により回答してもらった。

　ⅰ　虐待の具体的な内容と通告経路

　ⅱ　発達障害が疑われる保護者についての状況

　ⅲ　家族の状況や家庭環境

　ⅳ　虐待を受けた子どもの状況

　ⅴ　福祉事務所の保護者との対応

　なお、本調査では、前回の児童相談所調査と同様、「発達障害の保護者」とはせずに、「発達障害が

疑われる保護者」とした。その理由としては、発達障害の診断を受けている保護者だけに限定せず、

その疑いがある保護者も実際的には虐待事例の中には相当数あると考えたためである。そこで、診断

を受けていない保護者も発達障害が疑われる場合は、事例として回答してもらうように依頼した。
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結果

１　調査回答者の属性

（１）性別

　調査回答者は表１のとおり、「男性」が13人（20.0％）、「女性」が51人（78.5％）、「不明」が１人（1.5%）

の計65人であった。調査回答者１人につき、１事例を記載してもらったため、本調査では65件の事例

の回答を得たことになる。

表１　調査回答者の性別

性別 人数（人） 割合

男性 13 20.0%

女性 51 78.5%

不明 １ 1.5%

合計 65 100.0%

（２）職種

　調査回答者の職種は、表２のとおり、「保健師」が15人（23.1％）と多く、次に「福祉司」と「保育士」

がそれぞれ10人（15.4％）となり、「社会福祉主事」は６人（9.2％）、「心理士」は４人（6.2％）であっ

た。なお、「医師」の回答はなかった。

表２　調査回答者の職種

職種 人数（人） 割合

社会福祉主事 　６ 　　9.2%

福祉司 10 　15.4%

心理士 　４ 　　6.2%

保健師 15 　23.1%

保育士 10 　15.4%

医師 　０ 　　0.0%

その他 18 　27.7%

不明 　２ 　　3.1%

合計 65 100.0%

（３）役職

　調査回答者の役職は、表３のとおり、その事例の「担当者」が39人（60.0％）と多く、「スーパーバ

イザー」が５人（7.7％）であった。この結果から、調査回答で得られたほぼ半数以上の事例は担当者

自ら、もしくは事例に密接にかかわっている者が記述していることがわかり、その回答は正確な情報

に基づかれたものであると判断され、かかわりのあり方についても吟味された内容がそこに反映して

いると考えられた。
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表３　調査回答者の役職

役職 人数（人） 割合

担当者 39 　60.0%

スーパーバイザー 　５ 　　7.7%

その他 17 　26.2%

不明 　４ 　　6.2%

合計 65 100.0%

（４）経験年数

　調査回答者の経験年数は、表４のとおり、「３年未満」が25人（38.5％）と一番多かった。しかし、「３

年以上５年未満」と「５年以上10年未満」がそれぞれ14人（21.5％）、「10年以上」が12人（18.5％）

と経験年数においては比較的偏りはなかった。

表４　調査回答者の経験年数

経験年数 人数（人） 割合

３年未満 25 　38.5%

３年以上 
～５年未満 14 　21.5%

５年以上 
～10年未満 14 　21.5%

10年以上 12 　18.5%

合計 65 100.0%

２　虐待の内容

（１）虐待の種類

　発達障害が疑われる保護者の虐待において、表５のとおり、本調査では「身体的虐待」が39件（60.0％）

と一番多く、次に「ネグレクト」が35件（53.8％）であった。「心理的虐待」は31件（47.7％）あった。

　前回の児童相談所調査と比べると、今回の福祉事務所調査はネグレクトの割合が高かった。また、

心理的虐待においては、児童相談所調査でも割合が高かったが、福祉事務所調査でもその傾向は認め

られた。つまり、発達障害が疑われる保護者の虐待においては心理的虐待が大きな特徴であるとも指

摘でき、コミュニケーションが円滑にいかないなどの発達障害の特性ゆえに、子どもに十分な共感や

配慮ができない子育てとなってしまいやすく、それが結果的には心理的虐待となるのではないかと考

えられる。

　なお、本調査においては、「代理によるミュンヒハウゼン症候群」は２件（3.1％）、「乳児ゆさぶり

症候群」は１件（1.5％）あった。
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表５　虐待の種類

種類 身体的 
虐待

ネグレ 
クト

性的 
虐待

心理的 
虐待

代理ミュン 
ヒハウゼン 

症候群

乳児 
ゆさぶり 
症候群

その他

事例数（件数） 39 35 1 31 2 1 2

割合 60.0% 53.8% 1.5% 47.7% 3.1% 1.5% 3.1%

全ケース数は65事例で、重複を含む

（２）発覚の端緒と通告の機関等

　虐待の発覚の端緒や通告の機関等については、表６のとおり、「虐待者本人」が19件（29.2％）が一

番多く、次に「保育園、幼稚園、学校」といった保育機関や教育機関からのものが17件（26.2％）、「近

隣」が12件（18.5％）と多かった。それ以外には、「医療機関」が７件（10.8％）、「家族」が５件（7.7％）

であった。

表６　発覚の端緒と通告の機関等

近隣
保育園
幼稚園
学校

医療
機関 家族 虐待者

本人
被虐待児

本人 その他

事例数（件数） 12 17 7 5 19 1 10

割合 18.5% 26.2% 10.8% 7.7% 29.2% 1.5% 15.4%

全ケース数は65事例で、重複を含む

（３）虐待行為に見られる障害特性の有無

　当該虐待行為に、保護者の発達障害の特性がどれほど見受けられるかということを尋ねたところ、

表７のとおり、「ある程度見られる」が40件（61.5％）、「顕著に見受けられる」が22件（33.8％）で、

両方を合わせると62件（95.3％）にも上る。そして、「あまり見受けられない」が２件（3.1％）と少

なく、ほとんどの事例において発達障害の特性が虐待行為そのものに映し出されていることがわかっ

た。これは児童相談所調査においても同様であった。

　このことから、虐待行為をよく観察したり分析をしていくと、そこには保護者の発達障害の特性が

把握できることが読み取れ、介入やかかわりをしていく際にも何よりそこに着目していくことが重要

であることを示唆している。

表７　虐待行為に見られる障害特性の有無

あまり
見受けられない

ある程度
見受けられる

顕著に
見受けられる 不明

事例数 （件数） 2 40 22 １

割合 3.1% 61.5% 33.8% 1.5％

３　保護者の状況

（１）保護者の被虐待児との続柄

　保護者の被虐待児との続柄については、表８のとおり、「実母」の58件（89.2％）がもっとも多く、
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次に「実父」が10件（15.4％）となった（回答は重複を含む）。前回の児童相談所調査においては、実

母の割合は58.7％、実父の割合は32.6％であることから、今回の福祉事務所調査では実母の割合がかな

り高くなり、逆に実父の割合が低くなっている。しかし、いずれにせよ、母親が虐待者となることが

多いと言える。これは、母親が発達障害である場合には子どもに直接にかかわる日常生活上の場面が

多く、虐待の発生につながりやすいのでないかと考えられる。その点、父親が発達障害であった場合

であっても子どもと直接にかかわる場面が少なかったり、あるいは子どもに無関心となったりするた

めに虐待には至りにくいと言えるのかもしれない。

表８　保護者と被虐待児との続柄

保護者 実父 養父 継父 実母 養母 継母 その他 不明

事例数 （件数） 10 1 0 58 0 0 1 1

割合
15.4% 1.5% 0.0% 89.2% 0.0% 0.0% 1.5％ 1.5％

16.9% 89.2% 1.5％ 1.5％

全ケース数は65事例で、重複を含む

　
（２）学歴

　保護者の学歴については、表９のとおり、「高卒」16件（24.6％）、「中卒」12件（18.5％）、「大卒」

８件（12.3％）の順で多かった。

表９　保護者の学歴

学歴 中卒 高卒 専門学校卒 大卒 大学院卒 その他 不明

事例数（件数） 12 16 4 8 0 4 21

割合 18.5% 24.6% 6.2% 12.3% 0.0% 6.2% 32.3%

（３）就労状況

　保護者の就労状況については、表10のとおり、「無職」が25件（38.5％）と一番多く、次に「生活保

護」18件（27.7％）、「パート・アルバイト」14件（21.5％）、「正社員等」７件（10.8％）となっていた。

表10　保護者の就労状況

就労の有無 無職 生活保護 正社員等 パート・
アルバイト その他 不明

事例数（件数） 25 18 7 14 3 2

割合 38.5% 27.7% 10.8% 21.5% 4.6% 3.1%

全ケース数は65事例で、重複を含む

（４）保護者の発達障害についての診断および自覚の有無

　保護者が自身の発達障害について診断を受けている事例は、表11のとおり、17件（26.2％）であった。
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また、診断は受けていないと思われるが、保護者自身は発達障害であることについて「本人の自覚あり」

の事例は４件（6.2％）であった。さらに、診断は受けていないと思われ、保護者自身の自覚もないけ

れども、周囲からは発達障害であると見られているという「自覚なく、周囲からの情報」にあたる事

例は11件（16.9％）、福祉事務所の担当者が保護者とのかかわりや収集した情報から発達障害が疑われ

たという「情報から推測」の事例は37件（56.9％）となった。ここでの回答は重複も含まれているも

のの、診断は受けず、保護者自身の発達障害であるとの自覚がないものはかなりの割合となっていた。

この傾向は前回の児童相談所調査においても同様であった。

　この結果を上記の２−（３）で示した「虐待行為に見られる障害特性の有無」の項目で指摘したこ

とと関連させると、保護者の虐待行為には自分の発達障害の特性がかなり見受けられるものの、その

保護者自身は発達障害そのものへの自覚がないことが多く、そうなると発達障害と虐待との関連につ

いても本人自身が把握できていないことが多いと考えられる。

表11　保護者の障害の診断および自覚の有無

診断･自覚
の有無 診断あり 本人の

自覚あり

自覚なく、
周囲から
の情報

情報から
推測 その他

事例数（件数） 17 4 11 37 8

割合 26.2% 6.2% 16.9% 56.9% 12.3%

全ケース数は65事例で、重複を含む

（５）疑われる保護者の発達障害の種別

　疑われる保護者の発達障害の種別に関して言えば、表12のとおり、広汎性発達障害が一番多く、30

件（46.2％）であった。次に多いのが知的障害で27件（41.5％）であった。注意欠陥多動性障害は11

件（16.9％）となっていた（重複が含まれている）。このように広汎性発達障害および知的障害の割合

は、他の発達障害の種別と比較すると明らかに多かった。

　前回の児童相談所調査においては、広汎性発達障害が72.3％、知的障害が20.6％であったことから、

今回は広汎性発達障害の割合が下がり、知的障害の割合が上がった。しかし、いずれの結果についても、

広汎性発達障害と知的障害の割合は高くなっており、他の注意欠陥多動性障害や学習障害に比べて、

障害の特性が周囲からはわかりやすいということで事例として挙がりやすかったとも考えられる。あ

るいは広汎性発達障害の特性や知的障害が子どもの養育に少なからず影響を与え、他の発達障害の特

性よりも虐待に結びついてしまう面があるのかもしれない。

表12　疑われる保護者の発達障害の種別

種類 広汎性
発達障害

注意欠陥
多動性障害

学習
障害

知的
障害 その他

事例数（件数） 30 11 1 27 8

割合 46.2% 16.9% 1.5% 41.5% 12.3%

全ケース数は65事例で、重複を含む
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（６）虐待への認識のあり方

　保護者が虐待についてどのように認識しているのかについては、表13のとおりであった。それによ

ると、虐待をしている認識があり、他者に対しても自分が虐待をしていることを認めているという「自

己、他者への認識あり」が17件（26.2％）、虐待をしている認識はあるが、他者に対しては自分が虐待

をしていることを認めようとはしないという「自己への認識があるが、他者には否認」は５件（7.7％）、

虐待をしている認識はないが、他者からそれを指摘されると虐待の認識はできたり、あるいは認識し

ようとするという「自己への認識はないが、指摘されると認識できる」が11件（16.9％）、虐待をして

いる認識はなく、他者から指摘されても自分が虐待をしていることを認めようとはしないという「自

己、他者とも認識なし」が26件（40.4％）であった。

　割合としてもっとも多いのは「自己、他者とも認識なし」であるが、「自己への認識はないが、指摘

されると認識できる」についても一定数あった。つまり、発達障害を疑われる保護者の場合、自分が行っ

ている行為を虐待として認識しにくく、しかもそれを他者から指摘されても認識できない場合もある

し、他者から指摘されてようやく虐待であることが認識できる場合も少なくないことがわかった。

　これらの調査結果は発達障害が疑われる保護者が自分の行為をどれだけ客観視できるかという認知

の問題とも深く関係していると考えられる。

表13　保護者の虐待への認識のあり方

虐待への
認識

自己、他者へ
の認識あり

自己への認識
があるが、

他者には否認

自己への認識
はないが、

指摘されると
認識できる

自己、他者と
も認識なし その他 不明

事例数（件数） 17 5 11 26 7 0

割合 26.2% 7.7% 16.9% 40.4% 10.8% 0.0%

全ケース数は65事例で、重複を含む

（７）養育の困難さの自覚のあり方

　保護者がどれほど養育の困難さを自覚しているかについては、表14のとおりであった。多かったの

は「困難を自覚し苦悩」の28件（43.1％）と「困難を自覚するが切実感なし」の27件（41.5％）で、

次に「困難の自覚なし」は14件（21.5％）であった。それらの割合の偏りはさほどなかったが、保護

者は養育の困難を自覚しておりながら、一方ではそれほど養育に切実感を持たない状況が一定の割合

で存在する。このことは前回の児童相談所調査でも同様の傾向が見受けられた。

表14　保護者の養育の困難さの自覚のあり方

養育の困難の
自覚のあり方

困難を
自覚し苦悩

困難を
自覚するが
切実感なし

困難の
自覚なし その他 不明

事例数（件数） 28 27 14 2 0

割合 43.1% 41.5% 21.5% 3.1% 0.0%

全ケース数は65事例で、重複を含む
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（８）周囲への支援の希望のあり方

　保護者は周囲に対して、どのように支援を希望しているかについては、表15のとおり、「支援を希

望し行動する」が39件（60.0％）でもっとも多く、逆に「支援を希望しない」は10件（15.4％）と少

なかった。また、「支援を希望するが行動なし」は14件（21.5％）あり、前回の児童相談所調査におい

ても22.0％であった。この点を上記３−（７）の「養育の困難さの自覚のあり方」の項目との関連で

見るならば、発達障害を疑われる保護者は子どもの養育に困難さを抱えながら切実感が不十分なこと、

あるいはうまく支援を受けるようにつなげられないことがあり、結果的には現実的な解決を図れなく

なってしまうのではないかと思われる。

表15　周囲への支援の希望のあり方

支援への
希望のあり方

支援を希望し
行動する

支援を
希望するが
行動なし

支援を
希望しない

支援への
混乱 その他 不明

事例数（件数） 39 14 10 2 5 0

割合 60.0% 21.5% 15.4% 3.1% 7.7% 0.0%

全ケース数は65事例で、重複を含む

（９）二次障害の有無

　発達障害に加え、保護者の二次障害については、表16のとおり、「あり」が44件（67.7％）と半分以

上にそれが認められる。その内訳は、うつ病等とパニック障害、反社会的行動、強迫性障害などであっ

た。前回の児童相談所調査においても二次障害があるとの回答は48.2％あったが、今回の福祉事務所

調査ではそれ以上の割合で保護者に二次障害が認められた。

表16　保護者の二次障害の有無

保護者の
二次障害 あり なし 不明

事例数（件数） 44 21 0

割合 67.7% 32.3% 0.0%

↓
パニック障害:10
強迫性障害: 3
その他:10

うつ病等:25
反社会的行動: 4

（複数回答含む）

（10）パートナーとの関係

　保護者のパートナーとの関係については、表17のとおり、「パートナーがいない」が19件（29.2％）

あり、一番多かった。また、「反発があり、協力できない」が15件（23.1％）、「別個に物事を進める」

が６件（9.2％）で、その逆に、「話し合い、協力関係にある」が11件（16.9％）であった。このこと
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から、保護者はパートナーとの協力関係がうまく築けず孤軍奮闘的にやっていくか、パートナーに反

発や対立をしながらやっていくことが多いと言える。

　子育てを一人で行うのはとても重労働であり、ストレスも高い。パートナーの協力や理解が得られ

ると、ストレスは軽減される。特に、発達障害の疑われる保護者の場合、障害特性があるゆえに子育

てに通常以上に奮闘しなければならないが、それに加えてパートナーが不在であったり、協力体制を

組めない状況では想像以上に苦難に陥ってしまう。この数値からはそんな状況が読み取れるのではな

かろうか。

表17　保護者とパートナーとの関係

パートナーとの
関係

パートナーが
いない

話し合い、協
力関係にある

反発があり、
協力できない

別個に物事を
進める その他 不明

事例数（件数） 19 11 15 6 14 0

割合 29.2% 16.9% 23.1% 9.2% 21.5% 0.0%

（11）家族員との関係

　保護者のパートナー以外の家族員との関係については、表18のとおり、「家族員がいない」が20件

（30.8％）あり、一番多かった。また、「反発があり、協力できない」が14件（21.5％）、「別個に物事

を進める」が７件（10.8％）で、「話し合い、協力関係にある」が11件（16.9％）であった。このこと

から、保護者は家族員とも協力関係が築きにくく、やはり家庭においては孤立する傾向や反発あるい

は対立する傾向があることがうかがわれる。

表18　保護者と家族員との関係

家族員との
関係

家族員が
いない

話し合い、協
力関係にある

反発があり、
協力できない

別個に物事を
進める その他 不明

事例数（件数） 20 11 14 7 16 1

割合 30.8% 16.9% 21.5% 10.8% 24.6% 1.5%

全ケース数は65事例で、重複を含む

（12）関係機関との関係

　保護者は保育園、学校、職場、近隣などの関係機関等とどのような関係にあるのかについて見たの

が表19である。それによると、「話し合い、協力関係にある」が30件（46.2％）と一番多かった。「反

発があり、協力できない」は12件（18.5％）、「交際なし」が７件（10.8％）、「別個に物事を進める」

が７件（10.8％）であった。前回の児童相談所調査では、「反発があり、協力できない」が36.9％と一

番多くなっていたが、今回の福祉事務所調査では協力関係にある事例が比較的多かった。今回報告さ

れた事例においては、虐待の事案ではあるものの、まだ保護者は地域とつながりを持ち、協力関係を

維持していけていることから、児童相談所送致までには至らずに福祉事務所で取り扱われているとも

言えるのかもしれない。
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表19　保護者と関係機関等との関係

関係機関との
 関係 交際なし 話し合い、協

力関係にある
反発があり、
協力できない

別個に物事を
進める その他 不明

事例数（件数） 7 30 12 7 8 1

割合 10.8% 46.2% 18.5% 10.8% 12.3% 1.5%

（13）福祉事務所との関係

　保護者と福祉事務所との関係については、表20のとおり、「話し合い、協力関係にある」が36件（55.4％）

で一番多かった。また、「交流なし」が７件（10.8％）、「反発があり、協力できない」が４件（6.2％）で、

「別個に物事を進める」が一番少なく２件（3.1％）であった。

　この調査で回答の得られた事例は福祉事務所がかかわったものであるだけに、保護者とは協力関係

にあるというものが多かった。逆に考えれば、もし協力関係になかったとしたら、福祉事務所として

は児童相談所にケースを送致していることも考えられるのかもしれない。

表20　保護者と福祉事務所との関係

児童相談所との
関係 交流なし 話し合い、協

力関係にある
反発があり、
協力できない

別個に物事を
進める その他 不明

事例数（件数） 7 36 4 2 18 0

割合 10.8% 55.4% 6.2% 3.1% 27.7% 0.0%

全ケース数は65事例で、重複を含む

　

４　被虐待児の状況

（１）虐待による被虐待児への影響

　虐待により被虐待児にどのような影響を与えているのか

については、表21のとおりであった。それによると、落ち

着きのなさや多動、衝動などの「日常面」への影響は32件

（49.2％）、感情の爆発や抑圧などの「感情面」への影響が

28件（43.1％）とそれぞれ約半分近くの割合で影響が出て

いた。また、学習の遅れ、言葉の遅れなどの「知的面」で

の影響が23件（35.4％）、満たされなさや慢性的な空虚感

など「欲求面」への影響が22件（33.8％）となっており、

過敏さや傷つきやすさなどの「情緒面」への影響と、距離

を取ろうとするなど「対人面」への影響がそれぞれ17件

（26.2％）であった。

　以上のように、虐待の被虐待児への影響は日常面はもと

より、感情面や知的面、欲求面、情緒面、対人面など多方

面に現れていることがわかった。

表21　被虐待児への影響

被虐待児への影響 事例数
（件数） 割合

身体面  7 10.8%

知的面 23 35.4%

情緒面 17 26.2%

感情面 28 43.1%

欲求面 22 33.8%

自己面  7 10.8%

日常面 32 49.2%

食生活面  9 13.8%

睡眠面  6  9.2%

反社会的行動  8 12.3%

精神面  3  4.6%

対人面 17 26.2%

その他  9 13.8%

影響なし  6  9.2%

不明  3  4.6%

全ケース数は65事例で､ 重複を含む
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　ただ、前回の児童相談所調査でもそうであったが、今回の福祉事務所調査でも被虐待児自身も発達

障害を有すると思われる場合が多く（下記の４−（２）の「被虐待児の発達障害の有無と種別」参照）、

ここでの回答のあった被虐待児への影響は、虐待の影響なのか、発達障害の特性に起因するものなの

かが定かではなく、その両者の影響を受けた結果がこの数値に反映されたと考えた方がいいかもしれ

ない。

（２）被虐待児の発達障害の有無と種別

　被虐待児自身に発達障害があると思われるのは、表22のとおり、46件（70.8％）とかなり高い割合

を占めていた。その内訳は、「広汎性発達障害」が22件（47.8％）、「知的障害」が16件（34.8％）、「注

意欠陥多動性障害」が14件（30.4％）であった。

　前回の児童相談所調査においても、発達障害があると思われる割合は75.2%であったことから、発

達障害が疑われる保護者の虐待事例においては、子ども本人も発達障害を有する割合が高率であると

言える。これらのことから、保護者が発達障害であることで養育が円滑にいかないだけではなく、そ

れに加えて、子ども自身も発達障害を有することで養育の困難さが増大し、そのことが虐待にまで発

展してしまいやすいのではないかと考えられる。

表22　被虐待児の発達障害の有無と種別

被虐待児の
発達障害の有無 ある ない（不明も含む）

事例数（件数） 46 19

割合 70.8% 29.2%

↓
発達障害の

種別
広汎性

発達障害
注意欠陥

多動性障害 学習障害 知的障害 その他

事例数（件数） 22 14 2 16 4

割合 47.8% 30.4% 4.3% 34.8% 8.7%

発達障害のある全ケース数46事例で、重複を含む

（３）被虐待児の二次障害の有無

　発達障害に加え、被虐待児の二次障害については、表23のとおり、「あり」が11件（16.9％）、「なし」

が50件（76.9％）であった。これは前回の児童相談所調査の割合とほぼ一致する。ただ、そこでも述

べたように、二次障害がないと回答した事例の中には、まだ被虐待児が乳幼児であったり年齢が低い

ため、現段階では二次障害としての兆候が明らかでなく、その判断がつきにくかったことも考えてお

かねばならない。

　なお、二次障害の内訳としては、反社会的行動、パニック障害、うつ病等、強迫性障害などがあった。
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表23　被虐待児の二次障害の有無

被虐待児の
二次障害 あり なし 不明

事例数（件数） 　11 50 4

割合 16.9% 76.9% 6.2%

↓
パニック障害：3
強迫性障害：1
その他：3

うつ病等：1
反社会的行動：4

（複数回答含む）

５　保護者への対応

（１）対応に苦慮する点

　福祉事務所の担当者が発達障害が疑われる保護者への対応の中で苦慮する点を尋ねたところ、表24の

とおり、「虐待への認識の乏しさがある」が28件（43.1％）で一番多かった。つまり、保護者自身が自分

の行為を虐待として認識していない点が虐待状況の改善につながらず、担当者が一番に対応に苦しむと

ころとなっている。それ以外には、「コミュニケーションやかかわりが不明」が14件（21.5％）、「関係が

構築できない」が13件（20.0％）あった。

表24　対応に苦慮する点

対応に
苦慮する点

関係が
構築できない

コミュニケー
ションやかか
わりが不明

行動が
理解しにくい

虐待への
認識の

乏しさがある
その他 不明

事例数（件数） 13 14 5 28 17 2

割合 20.0% 21.5% 7.7% 43.1% 26.2% 3.1%

全ケース数は65事例で、重複を含む

（２）効果的な対応

　逆に、福祉事務所の担当者が保護者への対応として効果的であったものを選択してもらったところ、

表25のとおり、「生活のつまずきの理解と介入に心がけた」が28件（43.1％）と一番多く、次に「家族

や周囲に理解者や援助者の協力を得た」が22件（33.8％）、「特性把握し、パターンを見つけ出せた」

が18件（27.7％）で、「コミュニケーションのとり方がわかった」と医療機関への「受診を勧め、障害

の受容を促進させた」がそれぞれ12件（18.5％）であった。前回の児童相談所調査と比較し、「生活の

つまずきの理解と介入に心がけた」の割合が多かったのは、福祉事務所を対象にした調査ならではの

結果かもしれない。つまり、福祉事務所は行政サービスとして、食事を初め、家事全般の支援を実施

している。それらを効果的に保護者に利用してもらいながら対応するということがこの数値の高さに

なって現れているものと思われる。
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表25　効果的な対応の内容

効果的であった対応 事例数
（件数） 割合

特性把握し、パターンを見つけ出せた 18 27.7%

コミュニケーションのとり方がわかった 12 18.5%

受診を勧め、障害の受容を促進させた 12 18.5%

生活のつまずきの理解と介入に心がけた 28 43.1%

家族や周囲に理解者や援助者の協力を得た 22 33.8%

法律の条文を用い、説明した  3  4.6%

その他 11 16.9%

不明  4  6.2%

全ケース数は65事例で、重複を含む

　なお、個別的な事例の中で記述された具体的な効果的な対応の例としては以下のようなものがあった。

　ⅰ　視覚化を図るなど、わかりやすく具体的に伝える

・指示を具体的にする

・視覚的にわかりやすい資料作りなどを心がける

・伝えたいことは手紙を通じて伝える

・口で指示するだけではなく、実際に見本を見せる

・回りくどい言い方ではなく、単刀直入な伝え方をする

・本に書いてあったことを引用して伝える

・一度の面談の中で、いくつもの助言をしない

・面接中に内容を箇条書きに整理して記録をとる

・電話ではなく直接顔を見ながら話をする

・細かいタイムスケジュールなどを作成し保護者に渡す

　ⅱ　利用できる資源を活用したり、身近の援助者の協力を見出す

・障害特性を配偶者や家族に理解してもらえたため、育児に協力的となる

・パートナーと支援者が協力体制をつくる

　ⅲ　発達障害の特性を理解し、着眼点を見つける

　ⅳ　肯定的な評価とスモールステップを心がける

・できるところから進めていくようにさせる

　ⅴ　法律などを有効に示して、形式的なアプローチを行う

　ⅵ　医療機関につなげ、障害告知や受容のタイミングを考える

・保護者の困り感や学生時代のエピソードから受診を勧める

・医療機関への受診が難しいのなら、精神保健福祉センターへの受診につなげる

　ⅶ　不安やストレスの受容と支持

・･生活のうまくいかなさを理解し、その不安やストレスを受容しながら、積極的なサポートを
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行う

・不安を傾聴し、がんばりを賞賛するなど評価を与える

・過度に依存させないように物事の整理をさせ、自立を支持する

・･触れて欲しくないと思っている部分はひとまず置いておき、保護者の精神状態や会話の運び

具合など聞き入れられるところから介入する

・ ･「子育てに自信が持てない」という保護者の思いに寄り添い、できている部分についてはわ

かりやすくフィードバックする

　ⅷ　キーパーソンもしくはカリスマティックアダルトの存在を見つける

・キーパーソンの存在を見つける

・･保護者は職場で自分よりも経験や技量が高い人には一目置いており、その人の言うことには

従うところがあることに介入の糸口を発見する

・･生活保護のケースワーカーとの関係が良好であったため、その者からアプローチをしてもら

う

・保護者は子どもが通う幼稚園の園長の話は素直に聞くことから、園長から助言をしてもらう

　ⅸ　怒りのコントロールと最悪な事態からの回避

・怒りのピークの時にどのような対応をすべきかを保護者と事前に決めておく

・子どもとの葛藤を避けるため仕事に出るなど家を離れ、目先を変えてみる

　ⅹ　支援者との連絡方法やかかわりのルールを明確化させる

・･保護者が不要な不安や怒りを覚えないように、伝言すれば必ずこちらから連絡するという担

当者が不在の時のルールを取り決めておく

・長々と話さずに、あらかじめ時間を区切る

・所属機関の限界を伝え、できないことはできないと明確に伝える

・支援者は本人とのかかわりの中で、わからないことをわからないと伝える

・面接前にあらかじめ話す内容を伝えておく

・本児入所中の施設への連絡や面会などについての細かなルールを定めておく

　ⅹⅰ　複数の関係者の連携と一貫性のあるかかわり

・･複数の関係機関や関係者がかかわることで、保護者をさまざまな角度から把握でき、細かな

特性やかかわれるポイント、パターンを見いだせる

・･長期にわたる支援が必要であることから、担当者が異動する場合など、その引継ぎを丁寧に

行い、保護者と信頼関係が途切れないようにする

　ⅹⅱ　SOSの出し方を教える

・緊急事態になった際、SOSをどこに、どのように出すかを具体的に教える

　ⅹⅲ　発達障害専門の担当者を配置したり、職員の訓練をする

・大人の発達障害者のソーシャルスキルなど訓練の場をもうける

・･大人の発達障害の専門相談機関をもうけたり、ケースワーカーやソーシャルワーカーが専門
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家（医）から助言を得られるようにする

・･発達障害者やその家族の対応に特化した専門的な技法（例えば、片付けや家事の仕方、規則

正しい生活を身につけるプログラムなど）を修得させる

　ⅹⅳ　さまざまなサービスを適用する

・市の育児支援家庭訪問事業の制度を利用し、定期的に育児支援のヘルパーを導入する

・外出支援、食事介助をする

・保健師の定期訪問を導入する

・母への支援と子への支援は分けて行う

・大人の発達障害者への制度をいかに適用させるか考える

（３）福祉事務所の対応

　本調査の65事例における福祉事務所の対応については、表26のとおりであった。それによると、「見

守りを続けた」の26件（40.0％）が一番多かった。「児童相談所に送致」したのは11件（16.9％）であった。

表26　福祉事務所の対応

福祉事務所の具体的な対応 事例数
（件数） 割合

見守りを続けた 26 40.0%

児童相談所に送致 11 16.9%

かかわりが断絶した 1   1.5%

その他 30 46.2%

全ケース数は65事例で、重複を含む

６　虐待のタイプ

　回答のあった発達障害が疑われる保護者の虐待65事例を個別的に取り上げ、その虐待の特徴をはじ

め、保護者の状況、家族状況、関係機関や福祉事務所との関係、被虐待児の状況などについて検討し

た上で、それをタイプ別に分類した。タイプ別については、前回の児童相談所調査の研究で実施した

以下の５つの虐待のタイプを今回も使用した。

　ⅰ　非社会性タイプ

　ⅱ　コミュニケーション・共感不全タイプ

　ⅲ　柔軟性欠如タイプ

　ⅳ　こだわり頑強タイプ

　ⅴ　見通し不足タイプ

　事例の中には一つのタイプにその特徴がぴったり当てはまり、その他のタイプには該当しないもの

もあったが、複数のタイプが重複するものも多かった。そこで、事例の特徴がよりはっきりしている

場合は第一選択のタイプ、第一選択のタイプに分類はされたが、それ以外のタイプの特徴にも当ては
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まる場合は第二選択のタイプとして分類した。

　その結果、表27のように整理ができた。全体的にはコミュニケーション・共感不全タイプの割合（第

一選択が32.3％、第二選択が27.7％）が多かった。それ以外のタイプでは、「見通し不足タイプ」（第

一選択が20.0％、第二選択が15.4％）と「非社会性タイプ」（第一選択が21.5％、第二選択が12.3％）の

割合が大きかった。なお、どの分類にも入らないのは「その他」として分類を試みたが、第一選択、

第二選択とも該当する事例はなかった。

表27　タイプ別の事例数

タイプ名
第一選択のタイプ

（事例数）
（％）

第二選択のタイプ
（事例数）

（％）

合計
（事例数）

（％）

非社会性タイプ 14
（21.5%）

8
（12.3%）

22
（16.9%）

コミュニケーション・
共感不全タイプ

21
（32.3%）

18
（27.7%）

39
（30.0%）

柔軟性欠如タイプ 8
（12.3%）

6
（ 9.2%）

14
（10.8%）

こだわり頑強タイプ 9
（13.8%）

6
（ 9.2%）

15
（11.5%）

見通し不足タイプ 13
（20.0%）

10
（15.4%）

23
（17.7%）

その他 0
（ 0.0%）

0
（ 0.0%）

0
（ 0.0%）

第二選択のタイプなし － 17
（26.2%）

17
（13.1%）

合計 65
（100.0%）

65
（100.0%）

130
（100.0%）

　以下、それぞれのタイプについての定義付け（前回の児童相談所調査の第１報で定めたものと同じ）

と、具体的な事例の概要もしくは特徴を列挙した。ただし、プライバシー保護の観点から、事例の個別

性が特定できないように、その事例の本質を損なわない程度に修正を図ったことをお断りしておきたい。

（１）非社会性タイプ

【定義】

　このタイプの保護者の虐待は、自分のしている行為が他者から見ると不適切だとの認識に乏しかっ

たり、社会性が十分に備わっていないがために周囲がどうあれお構いなしに子どもに不適切な行為を

してしまう。

【事例の内容と対応】

①　養育方法がわからずに子どもを放置した知的障害のある母の事例

　母は知的障害で療育手帳Bを取得しているが、子どもを連れて母子生活支援施設に入寮中、たまた

ま知り合った男性と交際を始めた。母はその男性の言うがままに行動し、本児の世話をせずにおやつ
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代程度のお金を持たせるだけで食事も与えなかった。

②　支援者のあたたかい支持と理解で生活を維持できている知的障害の母の事例

　母の知的な能力の低さを理解している支援者があたたかい見守りと積極的な支援を継続している。

母だけでは食事の提供はもとより、衣食住すべてにわたって十分なことがなされず、子どもをネグレ

クトしたと見なされてしまう。ただ、母自身は自分の養育の不十分さに気が付いておらず、相談した

いときは自分から支援者に連絡するが、そうでない時は支援者の連絡に「何の用ですか？」とケロッ

として対応する。

③　子どもの問題行動を深刻に受け止めない知的障害の母の事例

　知的な低さがある母は、子どもが一人で遠方に行って警察に保護されても危機感はなく、子どもが

食事や入浴をしなくても無関心でいる。支援者はそのことを母に指摘するが、会話がかみ合わず、母

は入浴回数についても「ふつう４、５日おきでいいんじゃないですか？」と平然と語る。

④　人前でも本児に馬乗りになって暴力を振るう父の事例

　父には知的障害があり、興奮するとすぐに手が出てしまう。ひどい場合は、公衆の面前でも本児に

馬乗りになって暴力を振るい、本児に対して乱暴な言葉を浴びせる。

⑤　赤ちゃん返りをしているからと幼稚園児の本児にベビー服を着せる母の事例

　広汎性発達障害の母は自分なりのしつけ方法で子どもを育てると言って、他者の助言を聞き入れず、

体罰も肯定している。本児は着替えもしてもらっていないのでおむつかぶれがひどく、顔中食べかす

だらけの不潔な状態で幼稚園に登園してくる。入浴や食事もしっかりなされていない。また、赤ちゃ

ん返りをしているからとの理由で、母は幼稚園児である本児にベビー服を着せている。

⑥　父は性的虐待、母は身体的虐待を行うが、その重大性の認識に欠ける父母の事例

　父母ともに広汎性発達障害で、家庭は床が見えないほどのごみ袋の山となっている。母は小学生の

男児の顔にタバコの火を押しつけるなどの身体的虐待を加え、父も中学生の女児に対して、小学６年

生から性交渉を続けてきた。両親ともに語彙が乏しく、会話が深まらない上、いずれの虐待に対して

も反省したところがなく、ことの重大性の認識に欠ける。そのため、母は父の性的虐待の話を近隣で

平気で話す。

（２）コミュニケーション・共感不全タイプ

【定義】

　このタイプの保護者の虐待は、子どもへの配慮や共感性が不十分であるばかりでなく、対人関係に

おけるコミュニケーションが円滑にいかないことからかかわりが自分本位になり、結果的には不適切

な養育となってしまう。

【事例の内容と対応】

①　子どもの気持ちが推し量れず、絶えず衝突をしてしまいパニックになる母の事例

　母は広汎性発達障害で、自分の気持ちを整理して相手に伝えたり、他者の気持ちを推し量ることが
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苦手である。そのため、父や本児らと衝突することが多く、母はすぐにパニック状態となってしまう。

そこで、支援者は母の特性を父や祖父母に理解するように促したところ、父や祖父母は育児に協力的

となり、虐待状況から回避ができた。

②　本児に腹を立て、駐車場に置き去りにした母の事例

　本児が失敗やいたずらをすると、母は本児の父からいつも怒られる。そのため、そのような事態に

直面しないためにと、母は本児の失敗やいたずらに過敏に反応する。母はしばしばパニックとなって

本児に物を投げたり、大声で叱り、家から閉め出すなどの行動を取ってしまう。ある時は駐車場に本

児を置き去りにしたこともあった。夫婦関係は不安定で、父と子どもの関係を母は取りなしたりはで

きない。

③　関係機関に一方的なクレームをつけて攻撃する広汎性発達障害の母の事例

　母は広汎性発達障害で、うつ病の二次障害もあり、精神科に通院している。常に、周囲の目やうわ

さ話、世間体にこだわり、「差別されている」、「偏見を受けている」と主張する。母はやはり広汎性

発達障害で学校に登校しない中学生の本児に対して、平素から暴言を吐き、喧嘩の末に本児の首を絞

めたこともあった。母は本児の不登校の原因を学校の対応のせいにしたり、一方的にクレームをつけ

攻撃してくるので、支援者や学校関係者はこの母となかなか関係が結べない。母は一方的に長時間電

話で話し、相手のことにはお構いなしにこちらを傷つける暴言を平気で言う。

④　相手のことを考えず、あくまで自分のペースに従わせようとする母の事例

　広汎性発達障害の母は本児をはじめ、家族員との交流が円滑に図れず、一方通行のコミュニケーショ

ンとなってしまう。連絡もなく帰ってこないことがあったり、夜遅く帰宅して寝ている本児らを起こ

し、コンビニ弁当を一緒に食べることを強要する。そのため、子どもは肥満で高血圧となってしまう。

また、母は言うことを聞かせるために、「施設に入れてやる」、「売り飛ばしてやる」等と暴言を吐く

ため、子どもは萎縮している。

⑤　自分の関心を優先させ、本児を長時間ベビーサークルに入れる母の事例

　母は広汎性発達障害で他者とのコミュニケーションが円滑に行かず、相手への配慮ができずに自分

勝手な言動に終始してしまう。パソコンのネット上のあるサイトへの書き込みに夢中になると、動き

が活発になっている本児を鬱
うっとう

陶しく感じ、ベビーサークルの中に入れたまま長時間放置する。そのた

め、本児はストレスがたまり、自分で髪の毛を抜いてしまうこともある。母の本児に対するかかわり

はペットを扱うようでもあり、サイズが合わない服も平気で着させるちぐはぐさが見受けられる。ミ

ルクの分量の調整、室内温度の調節など、さまざまな配慮に欠ける面があり、本児の爪を切ると必ず

深爪になり、血がにじんでしまう。

⑥　注意欠陥多動性障害の本児の特性が理解できず、すべて自分に合わせようとする母の事例

　コミュニケーションに課題を抱える母は相手の気持ちを汲むことを苦手とする。その上、注意欠陥

多動性障害および広汎性発達障害のある本児の養育には過剰なストレスを感じ、つい身体的虐待をし

てしまう。宿題をきちんとしない本児の頭部を殴って怪我をさせたり、本児のいたずらに立腹し、歯

型ができるほど本児の足にかみついたりもする。部屋の清掃を指示したのに、玄関の掃除をしていた
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ということで母はひどく本児を攻撃したこともあった。こだわりの強い母は、子どもに自分のスケ

ジュールを乱されることに激怒する。また、母は本児に自分の所有物を触られるのが嫌だと言うので、

支援者は置き場所を工夫すればどうかと提案したところ、母は一定の場所にそれらの物が置かれてい

ないと落ち着かないと、その提案をまったく受け入れようとしない。

⑦　乳児の気持ちを理解できず、乳児ゆさぶり症候群をしてしまう父の事例

　真面目で融通が利かない広汎性発達障害の父は、乳児の気持ちを理解することができず、乳児ゆさ

ぶり症候群の虐待となってしまう。本児は慢性硬膜下血腫にて病院に入院し、医師から虐待通報を受

けた。支援者は父と面接するが、視線がなかなか合わず、言葉での指導が入りにくい。

⑧　乳児の立場に立てない広汎性発達障害の母の事例

　広汎性発達障害の母は、「この子は私の邪魔ばかりする。清潔な服を着せてもご飯を食べさせれば

ボロボロこぼして汚すので許せない。椅子にしばりつけたり、部屋に閉じ込めている。いくら赤ちゃ

んとは言え、月齢が大きいのに、私が与える遊具では遊ばず、生活用品で遊ぶ」と不満を述べる。母

は本児がぐずると人前でも往復ビンタをする。

⑨　不快な出来事を何度もフラッシュバックさせる広汎性発達障害の母の事例

　感情コントロールが難しい広汎性発達障害の母は、カッとなると、本児を置き去りにして帰ったり、

包丁で脅したり、タオルを子どもの首に巻いて絞めたり、「ガイジ（障害児のこと）」と傷つくような

ことを平気で言う。関係機関に対しても、信頼関係が築きにくく、母は自分にとっての不快な出来事

や発言を後々まで引きずり、何度もそれをフラッシュバックさせる。

⑩　わが子を「得たいの知れない生命体」と感じる広汎性発達障害の母の事例

　広汎性発達障害の母は、産後うつ状態になり、「わが子を得体の知れない生命体としか思えない。

母乳を与えている時も、わが子のことを自分の体液を吸って生きる生命体にしか見えない。人間とし

て見えてこないので気持ち悪い」と訴える。母には聴覚過敏もあり、子の泣き声にイライラして子を

揺らしてしまいそうになるとも述べる。

⑪　知的障害の本児を夜遅くまで学習をさせる注意欠陥多動性障害の父の事例

　本児には知的障害があり、学習にも困難があることを注意欠陥多動性障害の父は理解しようとせず、

深夜まで勉強させる。また、「学校に行かないのであればマグロ漁船に出す」と脅したり、食事を摂

ると眠くなるので昼食を抜くよう指導したりと、極端な対応を平気でする。本児に暴力も振るい、「お

前が死んでも何とも思わない」、「お前のせいで自分のメンツが丸つぶれ」などとも口にする。

⑫　６歳になる本児にわさびを何食わぬ顔で食べさせる父の事例

　父は知的障害のある広汎性発達障害で、本児が６歳の子どもであるにもかかわらず、「食べたそう

だったから」とわさびを何食わぬ顔で食べさせる。また、父は夜中の11時から３時まで本児を連れ回し、

足のまめがつぶれるほど歩かせたり、どこかに本児と出かけても自分のペースで行動するためすぐに

迷子にさせる。このような奇妙な行動が父には多いこともあって、パートナーと協調した姿勢は取り

にくい。父は食事は自室にこもり、食べたい時に一人で食べたいと言うなど、家族への配慮にも欠け

ている。
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（３）柔軟性欠如タイプ

【定義】

　このタイプの保護者の虐待は、新たな場面や状況に遭遇した際、知識が不足していたり、これまで

学習した経験が応用できず、どのように動けばいいのか適切な行動選択ができなくなる。

【事例の内容と対応】

①　育児書どおりにいかないと怒りを爆発させる母の事例

　母は知的な遅れの伴う広汎性発達障害で、物事を厳格に考えてしまう傾向がある。子育てについて

も、育児書どおりにいかないと不安を募らせ、暴言を叩いてしまう。赤ちゃんは泣くとわかっていても、

機嫌が悪くて突然に泣いたり、いつもの時間に寝なかったりすることで母の怒りが爆発し、ベランダ

や戸外に本児を出してしまう。家事全般ができず、部屋の中が乱雑で衛生観念もなく、汚れた衣服を

着させたり、夏に長袖、冬に半袖で過ごさせたりもする。洗顔、歯磨きの習慣もなく、子どもには虫

歯が多い。

②　ちょっとしたストレスにも情緒不安定になって、心理的虐待をしてしまう母の事例

　母は発達障害をベースに持ち、現在は双極性障害や抑うつ神経症と医師から診断されている。スト

レスに対する許容範囲が極端に狭く、柔軟に対処できずに情緒的に不安定になることが多い。自分の

育児が育児書どおりにいかないこと、パートナーが育児に非協力的であること、本児の発達が遅れて

いるのではないかとの不安など、さまざまなことに過剰に反応し、「本児の首を絞めようとした」、「本

児と一緒に死のうと思う」、「子どもをかわいいと思えない」と訴えてくる。母は関係機関に援助を求め

てくるものの、母の衝動的な思いや行動にどのように歯止めをかけていいのか支援者は困惑している。

③　限界を超えると、はさみを投げつけたり衝動的になる広汎性発達障害の母の事例

　母は広汎性発達障害で、社会性の低さが顕著に見られ、育児スキルも未熟である。そのため、本児

らが母の言うことを聞かずに部屋を汚すなどした時は、母は我を忘れて怒り、はさみを投げつけるな

どの行動に出る。母は衣食住など基本的なことはするが、許容量を超えた状況になると、自己コント

ロールがきかず、衝動的に暴言、暴力を振るってしまう。ただ、それらの行為が不適切であるとの認

識が母なりにあるため、落ち着くと今度は極端に落ち込んでしまう。本児らに発達障害があったので

医療機関や療育機関と連携し、そのつながりで母自身も医療機関と良好な関係が結べた。さらに、親

族の協力も得られたことから、事態は改善に向かった。

④　妊娠による体型の変化を「体が腐っていく」と受け止めた母の事例

　認知のゆがみとこだわりが強い広汎性発達障害の母は、本児を妊娠中、自分の体型が変化していく

のを「体が腐っていく」と感じた。本児があまり眠らなかったり発語が遅いと、母は本児を障害児で

あると決めてかかり、「障害児なら育てたくない。里子に出したい」と訴える。本児が出産したことで、

これまでの夫との二人だけの生活を邪魔されたと母は考え、「今後の家族としての生活が見えない」

と不安がる。
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（４）こだわり頑強タイプ

【定義】

　このタイプの保護者の虐待は、物事をトータルな視点からとらえようとせず、興味や関心が限局的

となって、それに対する強いこだわりを示す。また、それを子どもや周囲にも強要させることから、

かかわりが威圧的となったり、歩調の合わない独断的な子育てとなってしまう。

【事例の内容と対応】

①　評判のいい病院と噂を聞けば、行かずにおれないこだわりの強い母の事例

　広汎性発達障害の母は、評判のいい病院との噂を聞けば、行かずにおれないこだわりの強さがある。

そのため、子どもが病気であると偽っては複数の病院を受診させる代理によるミュンヒハウゼン症候

群の虐待となる。ただ、その病院で処方された薬は一切子どもには飲まさず、また母の意に反する診

断をする医師は断固として受け付けない。

②　子どものアレルギーに過敏になりすぎる母の事例

　母は薬についての知識があり、子どものアレルギーに過敏になりすぎる。しかし、一方、服装や洗

濯については何もせず放置し、無関心である。子どもの気持ちをくみ取れず、親子が同じレベルで激

しく言い争うことも多い。母は決められたルーティーンを強固に守ろうとするので、支援者との面接

の時間を取ることが当初は難しかった。しかし、支援者が母の特性を理解し、さらに面接前に事前に

情報を母に伝え、視覚的にわかりやすい資料作りを心がけたかかわりを継続すると、母との関係は良

好に保てた。

③　ルールを破った本児をハンマーで殴った厳格すぎる父の事例

　広汎性発達障害で柔軟な対応ができない父は、決めたルールを破ったという理由で、「責任をとれ」

と怒鳴って本児をハンマーで殴った。ただ、父は学校の行事や子どもの部活動の発表会には熱心に参

加しており、虐待時に見せる父の様子はそのような場面ではまったく見受けられず、淡々としたとこ

ろがあった。

④　毎日の日課にこだわり、年齢相応の子どもの気持ちに沿えない母の事例

　広汎性発達障害の母は融通がきかず、こだわりが強い。母は疲れていても、子どもに食事をさせ、

子どもの入浴を済ませて寝かせ付け、それから自分が夕食を摂るという流れを変更できない。それが

思いどおりに行かず、子どもが従わない時などは頭や体を叩いたり、戸外に出したりする。小学生の

本児はそんな生活にストレスを感じ、盗みなどの問題行動をするようになってきた。しかし、母は年

齢が大きくなった本児の気持ちをまったく理解できず、子の行動の管理を今まで以上に徹底させる。

⑤　自然食や育児方法にこだわるがいつも中途半端で終わる注意欠陥多動性障害の母の事例

　注意欠陥多動性障害の母は、情緒不安定になると、本児に対して「生まれなければよかった」、「施

設に預けたい」と言う。食事や洗濯などは何とかこなしているが、自然食にこだわったり、育児方法

に対するこだわりが強く、いろいろなことに手を出すが、いつも中途半端で終わる。
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⑥　本児の食欲を考えずに一定量を食べさせることを強要する拒食症の母の事例

　母は広汎性発達障害で拒食症もあるが、その時々の本児の食欲等を考えることなく、一定量を食べ

ることだけにこだわり、それを強要する。本児がそれに従わないと、母は殴る、蹴るの暴力や、「い

らん子だ」など暴言を吐く。

⑦　アレルギー除去食品にこだわり、食生活を制限させる広汎性発達障害の母の事例

　広汎性発達障害の母はアレルギーにこだわりが強く、少しでもアレルギーがある食品は除去して、

限られたわずかな食品しか子どもに与えない。アレルギーがないとわかっても、化学物質のアレルギー

かもしれないと疑い、さらに食生活を制限させる。母は子どもの気持ちを理解することができないの

で、いつも子どもの行動に困惑させられ、それへの対応がうまくできないと、イライラを募らせ痣が

残るほど子どもに手を挙げる。

（５）見通し不足タイプ

【定義】

　見通し不足タイプの保護者の虐待は、物事を順序立てて計画的に遂行していく能力が低いため、要

領や段取りがうまくいかなかったり、自己の衝動を抑えきれずにすぐに感情をストレートに表出させ

たりしてしまう。

【事例の内容と対応】

①　育児協力者がいないので不安が強く、怒りをぶつけてしまう知的障害の母の事例

　簡単な計算や時計も読めない知的障害の母は、妊娠中にパートナーを亡くし、不安のなかで育児を

している。カッとなると、子どもに身体的虐待を加えたり、ベランダから子どもを投げ落とそうとし

たり、包丁をつきつけもする。そして、パニックになったら周囲に八つ当たり的に怒りをぶつけ、支

援者とも関係が取りにくい。しかし、そんな母の不安を支援者は受け止め、怒りがピークに来た時に

はどのような対応をすべきかを母と事前に打ち合わせ、さらには連絡のルール等の約束を決めた。そ

うすることで、ようやく母とのかかわりが築けるようになった。

②　家がゴミ屋敷となり、金銭管理能力や養育能力に欠ける注意欠陥多動性障害の母の事例

　注意欠陥多動性障害の母は金銭管理能力、養育能力が低い上、自宅がゴミ屋敷状態となり、衛生面

や経済面に課題が大きい。そのような環境のなかで子どもは生活をしており、汚れた衣服、不衛生な

食事を強いられている。支援者は母と関係が取れても、ちょっとした言葉の行き違いで関係がこじれ

てしまう。そのため、伝えたいことは手紙を通じて伝えるようにしたり、関係の良好な生活保護のケー

スワーカーからアプローチをしてもらうなどに努めた。

③　子どもの気持ちを考えずに先のことまで準備する不安の強い母親の事例

　母は注意欠陥多動性障害で、先の見通しのきかないことへの不安が大きい。特に、注意欠陥多動性

障害の小学生の本児に対してはそれが顕著に見受けられる。本児は現状においては友だちも多く学校

生活も落ち着いているが、母は先々のことまで心配する。そのため、将来、就労先でトラブルとなっ
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た場合、在宅就労ができるようにと今からパソコンを習わせたり、野球が苦手という理由で友だちか

ら仲間はずれにされないように有名な少年野球団に入れたり、一人で留守番中に寂しがらないように

とケーブルテレビをひいたり、ペットを飼うなどする。いずれの母の行為も本児の気持ちに沿ったも

のではない。さらに、本児との会話も一方的で、本児が「学校は楽しい」と言っても、母は「注意欠

陥多動性障害のあんたが友だちとうまくいくはずない」と自分の考えを押しつけたりもする。母は本

児の生活リズムが乱れないように、起床、食事、運動、学習などスケジュールを組み、それを遵守させ、

24時間の生活に密着して監視する。

④　目先の関心に心を奪われ、洗濯していることを忘れる母の事例

　母は先の見通しが悪く、目先のことに関心を奪われてしまう。そのため、片付けができない、もの

がすぐになくなる、段取りが悪く食事が作れない、等のちぐはぐな行動になってしまう。洗濯をして

いて途中で違うことに夢中になり、洗濯機の中で衣服がカビだらけになってしまうこともある。また、

０か100かの二者択一の思考をしやすく、物事を柔軟に考えることがしにくい。ものがなくなった時も、

なくなった品物が悪いといろいろな物を投げつけて壊す。

⑤　段取りがうまくできず、自分の興味関心を中心に動く注意欠陥多動性障害の母の事例

　注意欠陥多動性障害の母は自分の興味のあることに気を取られて、しなければいけないことが後回

しになる。保護者が準備しなければいけない学校への持ち物はいつも間に合わず、それを必ず子ども

のせいにして、自分は悪くないと主張する。家事が苦手で整理整頓ができないばかりか、パチンコに

行きたい時は本児に下の子の面倒を見させて出かける。会話も一方的に言いたいことをしゃべり続け、

子どもが何かいけないことをした時には理由も聞かず、一方的に母が決めつけた論理を押しつけ、食

事を抜くなどの罰を与える。

⑥　相談したい内容がコロコロ変わり、支援者が振り回される注意欠陥多動性障害の母の事例

　注意欠陥多動性障害の母は家事ができず、洗濯物をたたみはするが、それをどこに片付ければいい

かわからない。買い物も何を購入すればいいか決断できず、パートナーがいなければ何もできない。

こんなことを言っては本児が傷つくという見通しがもてないまま、暴言を平気で口にしてしまう。支

援者の質問に母は何でも答えるものの、母の興味関心の話題にすぐに脱線するため、最終的には母自

身もそもそも何のことで相談に来ていたのかわからなくなる。そんなことから、支援者や関係機関は

母の言動にいつも振り回されてしまう。

⑦　自分は発達障害なので問題があっても仕方ないと開き直る母の事例

　注意欠陥多動性障害の母は、片付けができないので不潔な生活環境にある上、金銭管理ができず公

共サービスが止められる。本児を学校に登校させられないため、心配した学校が家まで迎えに行くと、

母はそれから重い腰を持ち上げ、子どもの登校の準備を始める。その一方で、母は「不登校になった

のは、子が喜んで通う体制を学校が整えないことに原因がある。だから、学校と連絡を取り合う必要

はない」と自分勝手な主張をする。母は部屋が綺麗になるような福祉サービスを受け入れるが、指導

的な介入には拒否的な姿勢を示す。また、母は「私は発達障害があるので、問題があっても仕方がない」

と開き直り、助言や指導には耳を貸さない。
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考察

１　福祉事務所における発達障害が疑われる保護者の虐待の実情

　本研究の目的は、福祉事務所における発達障害が疑われる保護者の虐待の実情を把握することで

あった。また、筆者らが前回の児童相談所に対して行った調査結果と比較し、今回の調査ではどのよ

うな差違があるかを分析したいとも考えた。そこで、全国から無作為に抽出した福祉事務所に調査を

依頼し、46箇所の福祉事務所から回答を得た。計65事例が寄せられ、それを量的および質的に分析し

たところ、以下のことが考察できた。

　まず虐待の種類については、身体的虐待とネグレクトの割合が高かった。しかし、それ以上に注目

すべきは、心理的虐待の割合の高さであった。前回の児童相談所調査では、発達障害を疑われる保護

者の場合は心理的虐待の割合が高いという特徴が見られたが、今回の福祉事務所調査でもやはり同様

のことが言えた。これは、本調査の事例において広汎性発達障害の保護者が多く、子どもとのコミュ

ニケーションが円滑に行かなかったり、相手の気持ちを察知したり共感しにくいゆえに、心理的虐待

にまで至ってしまうことがまず考えら。また、保護者自身が自己のしている行為を虐待として認識し

ていない割合も高かったことを考え合わせると、保護者本人は自分のしていることを客観視できず、

知らぬ間に虐待にまで発展してしまうことが多いとも言える。このような虐待のメカニズムは発達障

害のある保護者にはかなり共通する特徴である。

　発達障害の特性が虐待行為そのものにどの程度見受けられるかという質問では、かなり割合で「見

受けられる」との回答があった。これは前回の児童相談所調査でも同様であった。つまり、発達障害

の特性が虐待行為に反映されていることを示している。そうであるからこそ、関係機関の職員は虐待

の事実関係をまずしっかり聴取していくことが重要で、そこに保護者の発達障害の特性を早期に発見

できることにもつながる。ただ、その一方で、保護者本人は自身の発達障害を自覚している人は少なく、

ましてや虐待行為が自身の発達障害の特性と関連していることを理解している人は少ない。そのつな

がりがつかない事態こそ、保護者自身が養育の困難さを増幅させ、ますます袋小路に保護者が追い込

まれ、結果的には虐待を深刻化させるという悪循環を生む。

　次に、虐待を加える保護者と子どもの続柄については、今回の福祉事務所調査では父親よりも母親

の方が割合としてはかなり高かった。これはたまたま選定された事例がそうだったという単純な理由

だけかもしれないが、福祉事務所がかかわる事例では普段子どもとの接触が比較的多い母親を対象に

することが多いことによるものかもしれない。

　パートナーや家族の関係については、保護者がパートナーや家族と協力関係にあるという割合は低

かった。保護者はパートナーや家族がいない中で孤軍奮闘的に子育てをしたり、パートナーや家族が

いても反発があって協力が得られなかったり、意見や価値観の対立から別個に物事を進める傾向が強

かった。この結果は、前回の児童相談所調査でも同じことが言えた。ただ、地域や関係機関との関係

については、今回の福祉事務所調査では話し合ったり協力関係にあるとした割合は児童相談所調査と

比較すると高かった。その理由として考えられるのは、福祉事務所で取り扱う虐待事例は、児童相談
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所での事例ほど深刻化は進んでいないものが多いためで、まだまだ地域や関係機関とのつながりを有

しているとも言える。

　ただ、保護者のなかには発達障害に加えて、うつ病やパニック障害、反社会的行動などの二次障害

を有している人が67.7％とかなりの割合で存在した。前回の児童相談所調査でも48.2％が二次障害を

有していたということを考え合わせると、発達障害が疑われる保護者は子育てに相当なストレスを感

じていることは確かである。しかも自身の虐待への認識の乏しさや養育困難の自覚の乏しさが存在し

たり、養育困難を感じていてもそれに対する切実感がなかったり、具体的な支援を求められなかった

りして、ますます窮地に追い込まれる傾向も見受けられた。このことも虐待を招いたり、深刻化する

大きな要因であるとの見方もできる。

２　発達障害が疑われる保護者の虐待タイプ

　前回の児童相談所調査では、発達障害が疑われる保護者の虐待タイプを５つのタイプに分類した。

今回の福祉事務所調査でも、やはり同様の５つのタイプに分けられた。そこでは、児童相談所調査と

非常に類似する事例が見受けられたが、今回の調査では同じタイプではありながら虐待の中身が前回

と違っているものもあった。

（１）非社会性タイプ

　このタイプの保護者の虐待は、自分のしている行為が他者から見ると不適切だとの認識に乏しかっ

たり、社会性が十分に備わっていないがために周囲がどうあれお構いなしに子どもに不適切な行為を

してしまう。

　具体例として、自分なりのしつけ方法で子どもを育てると言って、他者の助言を聞かず、体罰も肯

定している母は、本児の服を着替えもさせず、顔中食べかすだらけの不潔な状態で幼稚園に登園させ

る。そして、本児が赤ちゃん返りをしているからと、幼稚園児であるにもかかわらずベビー服を着せ

ている事例があった。

　このタイプに入る保護者にありがちなのは、常識が乏しかったり、場の雰囲気が読めなかったりす

る。自分のしている行為がなぜ不適切なのかがピンときていない面もある。そのため、通常の虐待事

例においては保護者は自分がした虐待の事実を否認することが多いが、このような保護者の場合は何

の隠し立てもせずに事実を平然と認めることが案外多い。しかしそれでいて、「それが何か不都合で

も？」といった対応でケロッとしており、行動の改善にはなかなか結びつきにくい難点もある。

（２）コミュニケーション・共感不全タイプ

　このタイプの保護者の虐待は、子どもへの配慮や共感性が不十分であるばかりでなく、対人関係に

おけるコミュニケーションが円滑にいかないことから、かかわりが自分本位になり、結果的には不適

切な養育となってしまう。

　その典型例として、子どもを出産した広汎性発達障害の母が「わが子を得体の知れない生命体とし

か思えない。母乳を与えている時も、わが子のことを自分の体液を吸って生きる生命体にしか見えな



−29−

い。人間として見えてこないので気持ち悪い」と訴える事例が挙げられる。

　そこに共通するのは、こんな対応を子どもにすると、される側の子どもはどのような気持ちになる

だろうかといった思いを馳せることができず、自分勝手な思い込みや納得の仕方の方を優先させてし

まっている点にある。その背景には意思疎通が円滑にいかなかったり、話をしたり聴いたりする相互

交流が十分に機能していないコミュニケーションの問題が大きく横たわっている。ただ、通常の子育

てにおいても、子どもの気持ちが読み取れなかったり、自分の意図することが相手に理解されないと

イライラし、高いストレスとなりやすいことは事実である。特に、言葉を持たない乳児の場合は、養

育者の高い共感性が求められる。発達障害を抱える保護者でコミュニケーションにハンディキャップ

がある場合はなおのこと、子育てに尋常でないストレスを感じてしまう。それが虐待への大きな誘因

になることが十分に考えられる。

（３）柔軟性欠如タイプ

　このタイプの保護者の虐待は、新たな場面や状況に遭遇した際、知識が不足していたり、これまで

学習した経験が応用できず、どのように動けばいいのか適切な行動選択ができなくなる。

　例えば、本児を妊娠中、母は自分の体型が変化していくのを不安がり、「体が腐っていく」と感じた。

また、出生後、本児があまり眠らなかったり発語が遅いと、母は本児を障害児であると決めてかかり、

これまでの夫との二人だけの生活を邪魔されたと訴える事例があった。

　子育ては一見すると、毎日が同じルーティーンの繰り返しのように思えるかもしれないが、実際は

違う。子どもの機嫌がよい時とそうでない時とでは泣き方も違うし、こちらのあやし方も微妙に異な

る。子どもの体調によって睡眠時間や食事量も違う。要するに、子育ては何にもまして保護者の柔軟

性が要求される。しかし、自分のペースを厳格に守らねば落ち着かない、変化に弱いといった特性を

もっている保護者の場合は、子育てのなかで予想もしない事態に日々直面し混乱させられることが多

い。そして、そんな事態であってもあくまで自分のペースに固執し、それを貫き通そうとしてしまうと、

それこそ柔軟性を失い、子どもにとっては不適切なかかわりとなってしまう。

（４）こだわり頑強タイプ

　このタイプの保護者の虐待は、物事をトータルな視点からとらえようとせず、興味や関心が限局的

となって、それに対する強いこだわりを示す。また、子どもや周囲にもそれらを強要させることから、

かかわりが威圧的となったり、歩調の合わない独断的な子育てとなってしまう。

　その顕著な例として、評判のいい病院と噂を聞けば、行かずにおれないこだわりの強い母の事例が

挙げられる。その母は子どもが病気であると偽ってはそのような病院をいくつも受診させる代理によ

るミュンヒハウゼン症候群の虐待にも当たる。別の事例では、アレルギーにこだわりが強く、少しで

もアレルギーがある食品は除去して、限られたわずかな食品しか子どもに与えない母がこのタイプに

当てはまる。この母はアレルギーがない食品とわかっても、化学物質のアレルギーかもしれないと疑

い、食生活を相当に制限させていた。
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　ここでのこだわりは、単に関心や趣味が高じたレベルを通り越し、それが子育てにも甚大な影響を

与えている状態となっている。このような保護者に共通するのは、全体を見通した行動が取れないこ

とである。そして、こわだりの強さは、先述したような柔軟性を欠いた対応を招くことにもなり、対

人面での共感性の乏しさとも関連してくる。

（５）見通し不足タイプ

　最後に、見通し不足タイプの保護者の虐待は、物事を順序立てて計画的に遂行していく能力が低い

ため、要領や段取りがうまくいかなかったり、自己の衝動を抑えきれずにすぐに感情をストレートに

表出させたりしてしまう。

　具体的には、注意欠陥多動性障害のある母で、家事一般がこなせず、洗濯物をたたみはするが、そ

れをどこに片付ければいいかわからないといった事例があった。母は本児が傷つくようなことも見通

しのないまま平気で言ってしまうところがあった。このタイプにおいては、金銭管理、時間管理がで

きずにさまざまな日常生活に支障を来したり、整理整頓ができずに家がゴミ屋敷になっている事例も

少なくなかった。

　このような行動の背景には、先が読めず見通しがもてないことが起因しているところが大きい。し

かもその傾向が大きいほど、自己の欲求を先延ばしにできずに即時的に満たそうとし、衝動的な言動

となってしまいやすい。

３　サポートのポイントと支援のコツ

　虐待にまで至ってしまう発達障害を抱える保護者の虐待タイプについて述べたが、いずれの保護者

にも言えることは、さまざまな点で子育てに苦悩していることである。特に、発達障害という特性が

あるがために、思わぬところで育児が停滞したり、子どもとの気持ちの通じなさを感じてしまう。

　そこで、このような保護者をサポートするポイントと支援のコツを以下にまとめた。

（１）保護者の発達障害の特性を把握し、パターンを見つけ出すこと

　まず支援者が保護者の発達障害の特性を把握し、保護者の言動や思考のパターンを見つけ出すこと

がかかわりの際には有効である。そうすることにより、彼らといかにコミュニケーションを図ってい

けばいいのかに気づくこともできる。まず、かかわりの端緒となった虐待そのものに着眼し、その行

為がどのような経緯や理由から生じたのかをしっかり把握することから始めるのが大切である。前回

の児童相談所調査や今回の福祉事務所調査で明らかなように、虐待行為そのものに障害特性が見受け

られることが多いため、まず何よりもそこからアプローチをしていくわけである。

　次に、そのような障害の特性に合わせたかかわりを考えていくことになる。と言うのも、一般の虐

待事例でしていたアプローチではまったく効果が上がらないことも少なくないからである。

　このような支援の方法を考える際、支援者がもし自分もそのような特性があったらどうだろうかと

保護者の立場に一度は立脚してみるのもよい。おそらく想像以上に育児に戸惑い、ストレスを感じて

いることに共感できるであろう。つまり、社会性やコミュニケーションの能力の低さがあるため、人
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とのつながりに躓いてしまいがちな保護者にとって、支援する側の高い共感力とかかわり力が大いに

問われるわけである。それらの能力を十分に働かせながら、保護者へのかかわりのヒントやコツを見

出していくことが支援の第一歩である。

（２）わかりやすく具体的であること

　発達障害を抱える人へのかかわりでもっとも重要なのは、わかりやすく具体的であることである。

これは何も発達障害のある人に対してのものに限ったことではなく、定型発達の人にも共通して言

えることでもある。ただ、定型発達の人は相手の意図することを想像できたり、言外の言葉の意味

を汲み取れたりするので、多少複雑で抽象的でも理解はできる。しかし、発達障害のある人にとっ

てはそこがスムーズにいかず、理解を容易にさせるためにはわかりやすく具体的であることが求め

られる。

　具体的には、口で言うだけでなく、図で示したり、文字などで記述する視覚化が有効である。例えば、

次回の面接期日を決める際にも、その日時を書いたメモを作ったり、面接の内容を箇条書きでもいい

ので文章にして手渡したりする。耳で聞くだけでは記憶に残りにくく、間違いや勘違いも生じやすい。

それを記録として残しておくと、視覚として確認できる。

　回りくどい言い方をせずに、単刀直入に伝えたいことを話す方が、時には保護者にとってはわかり

やすいこともある。また、一度に多くのことを盛り込まず、必要最小限のことだけを言うことも工夫

の一つである。面接時の話し方、面接そのものの構造化など、発達障害の疑われる保護者に適合した

方法が必要で、その基本となるのがわかりやすさと具体的であることに他ならない。なかには長時間

の電話での対応に苦労をする支援者もいるが、可能な限り、顔が向き合える面接が望ましい。なぜなら、

聴覚だけに頼らざるを得ない電話よりも、視覚を初めさまざまな感覚が使える面接の方が保護者に

とってはわかりやすいからである。

　例えば、家がゴミ屋敷になっている保護者に対して、「必要なものとそうでないものを区別し、整

理してください」、「掃除をして部屋を綺麗にしてください」と抽象的な助言をしてもなかなか実行に

移せない。それよりも、「衣類のなかで２年以上使用していなかったり、サイズが合わずに１年以内

に着用しないと思われるものは廃棄します」、「賞味期限が過ぎている食品や臭いがして腐っている食

べ物は生ゴミの収集日に出します」と、具体的な手順書に基づいて指示する方が効果的である。ある

いは、時間管理ができない人には、日課を図式化するなどしてタイムスケジュールに合わせて行動さ

せるのも工夫の一つである。さらには、自分のしている虐待行為を不適切なことだと認識していない

保護者の場合は、法律や規則を呈示し、保護者のしている行為が法律的には虐待に該当し、刑罰法令

に抵触すること、改善されないと今後に考えられる手続きはどのようなことがあるかなどをチャート

図で示すことも具体的でわかりやすいアプローチとなる。先のことが想像しにくく、自分の考えや価

値観にこだわり、対人関係においてもこのように見通しを示してかかわることが不安感の低減につな

がっていく。
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（３）ハードルを下げ、できたところを評価すること

　発達障害のある人は、これまで生きてきたなかで嫌と言うほどネガティブな評価を受けてきている。

そのため、自分に自信が持てなかったり、自己肯定感が低い人も多い。子育てについてもやはり同じで、

その保護者なりに頑張ってしていても、周囲からは非難されてしまう。

　そこで、支援者はこのことを理解した上で、いきなり上手な子育てを求めるのではなく、できると

ころからステップを踏みながら適切な養育ができるところまで持ち上げるように心掛けたい。例えば、

食事の提供がまったくできない保護者の場合、食材を購入して家で料理を作るというのはその保護者

にとってはあまりに高度なテクニックすぎる。そうではなく、もっとハードルを下げ、すぐに食べら

れる調理されたものを購入し、それを食卓に並べるだけで最初はよしとしてもよい。それは母親の手

料理とは言えないかもしれないが、食にありつけ、子どもが空腹や栄養失調にならなければひとまず

合格点を与えたい。それができれば、保護者のそんな前向きな子育ての姿勢をしっかり評価し、場合

によっては「子どもに食事を提供する親としての愛情が伝わってくる」と伝えてもいいかもしれない。

その段階が踏めたら、今度は簡単に家で作れる一品を食卓に出せる方策はないかと提案してみる。こ

のように肯定的評価をしながら、しだいにハードルを上げていくことが発達障害の疑われる保護者の

子育て支援には必要である。

（４）深刻な事態を回避する方法を身につけること

　発達障害の特性として、自己を客観視できなかったり、自分のなかにある感情をしっかりつかみき

れないことがあり、それによって自身が困惑したり不安にさらされてしまう。時には、ストレスが蓄

積していることがわからずに突然にダウンしてしまったり、怒りのコントロールができずに暴力や暴

言に至ってしまうこともある。だからと言って、気分や感情をコントロールすることを求めてもなか

なかうまくはいかない。

　そこで、極度のストレスにさらされてしまう事態や怒りがピークに達する時の対処方法をあらかじ

め想定し、それへの対策を事前に考えておくことが深刻な事態にならないためにも重要である。例え

ば、ストレスの負荷が現在どの程度かかっているのかを毎日チェックするようにさせたり、怒りがピー

クにさしかかった時はその現場をとにかく離れ、しばらく頭を冷やすために散歩をするなど、あらか

じめ対処方法を準備しておく。場合によっては、支援者に連絡し、SOSを出す方法もあるかもしれない。

いずれにせよ、深刻な事態にならないためには、その問題から一旦は身を引き、回避する方法がある

ことを学習させることが大切である。これは根本的な問題解決にはならないが、虐待など最悪の事態

は避けられるかもしれない。

　特に、発達障害のある保護者のなかには、親子や夫婦などの人間関係をうまく調整していくことが

苦手な人がいる。なぜなら、相手と自分との思いや欲求をほどほどに折り合いをつけていくことがそ

もそもできないからでもある。そうなると、意見の対立や言い合いがとことんまで激化してしまう。

その際にもお互いに距離を取って冷静になる方法や事態を回避することを学習することが有効となる。
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（５）パートナーや家族の協力を求めること

　子育ては一人で行うことは困難である。子どもは、両親はもとよりその家族や地域や社会によって

育てられていく。そうであるからこそ、子どもにコミュニケーション能力が育ち、関係性が広がり、

そこに自然と社会性が育まれていく。

　しかし、発達障害がある保護者は特性ゆえにつながりが円滑にいかない。それはパートナーや家族

の間においてでさえ生じる。その結果、保護者は協力者のいない中での子育てに孤軍奮闘せねばなら

ず、さまざまな重圧に押しつぶされそうになってしまう。その意味でも、支援者はその保護者のパー

トナーや家族に働きかけ、保護者の障害特性への理解や対応、そして育児への協力を呼びかけること

が必要である。

（６）キーパーソンやカリスマティック・アダルトを活用すること

　事例の中の多くは、その保護者への対応が困難で、支援者はかかわりがもてずに苦労する。また、

良い関係ができていても、些細なことで関係が途絶えてしまったり、攻撃に転じられる場合もある。

要するに、保護者とつながることは骨が折れ、助言や支援をしたくてもそれが入っていかないことが

多いと言える。

　しかし、よくよく事例を分析していくと、その保護者が一目置いていたり、指示を受け入れたりす

る特定の人物がいることをしばしば発見できる。本研究の事例においても、職場で自分よりも経験や

技量が高い一人の上司には尊敬の念を抱いており、その人の言うことには従うところがあった。別の

事例では、子どもが通う幼稚園の園長の話は素直に聞き入れたり、生活保護のケースワーカーとの関

係は良好であったので、支援者はその者を頼りにアプローチをしたり、助言をしてもらっていた。つ

まり、その保護者がどこに心の窓が開いているかを発見し、つながりを持っているキーパーソンやカ

リスマティック・アダルトのような存在を見つけることが介入の糸口になる。

（７）医療機関との連携を図ること

　前回の児童相談所調査においても、今回の福祉事務所調査においても、発達障害が疑われる保護者

が二次障害としてうつ病やパニック障害などを併発している割合が高かった。そのため、投薬治療や

医師からの助言指導など、医療機関との連携は重要な視点として頭に入れておきたい。

　また、子どもが発達障害と診断され、それを機会に保護者自身も医療機関とつながりが持てたとす

る事例も珍しくない。保護者が医療機関を利用できるようになったことで膠着したケースが進展した

という場合もある。

　さらに、このような保護者は自身が発達障害であるとの自覚がなく、子育てはもとより、生活全体

にうまくいかなさを感じても、その原因がどこにあるのかわからない場合も多い。結果的にはそれが

彼らの自己肯定感の低さや孤立、周囲に対しての被害的な受け止めになったりする。そのような事態

から抜け出すためにも、自身が発達障害であることを告知され、障害を受容していかねばならない。

その意味でも、医療機関との連携は欠かせないアプローチの一つと言える。
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（８）利用できるサービスの活用

　市町村によって違いはあるが、育児支援家庭訪問事業を行って、定期的に育児支援のヘルパーを派

遣しているところがある。あるいは、保護者が子どもを置いて外出せざるを得ない場合は、外出支援

を行っているところもある。利用できるサービスは可能な限り活用し、少しでも子育てが円滑に行く

ようにするのが望ましい。

　知的障害を伴う保護者の場合は療育手帳が、精神障害を患われている人には精神障害者保健福祉手

帳が交付されるが、そのような認定を受けている場合はより多くのサービスを受けられるため、それ

らを活用していくのも一つの選択肢である。

（９）支援者とのかかわりのルール化を図ること

　発達障害が疑われる保護者は、特性があるゆえに他者の気持ちや配慮に欠け、本人はそのつもりは

なくても相手からすると自分勝手なかかわりや一方的な要望や意見の押しつけと見られやすい。時に

はそれがいわゆるクレーマーのように支援者には感じられ、対応困難な保護者というレッテルが貼ら

れてしまうことにもなりかねない。

　改めて言うまでもないが、そのような言動は一つには障害という特性に起因していることをまず理

解した上で、支援者はできることとできないことを明確に区別して伝えること、機関としての限界が

どこにあるかを明示することが大切である。線引きをはっきりさせると、わかりやすさゆえに保護者

は納得することも意外に多い。あるいは、担当の支援者と保護者の間で、かかわりのルール化をして

おくこともよりよい支援をしていく上では重要である。例えば、無理難題を要求してきたり、支援者

の都合を考慮せず長時間の電話をしたり、約束もなく頻繁に来訪するなどの場合に、あらかじめルー

ルを設定しておくと、「これはルールです」とそれを断りやすくなる。そこで、支援者側が長々と断

る理由の説明を加えても、保護者にとっては納得しにくい。ルール化して望ましい行動規準を提示さ

れた方がわかりやすい。特に、発達障害のある人のなかには、臨機応変な対応を苦手とする人や一貫

性のない対応をされると逆に不安を感じ戸惑ってしまう人もいる。ルールとして規準が明確に存在す

ることが彼らにとっては行動の枠組みとなり安心できる。
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まとめ

　発達障害が疑われる保護者の虐待についての研究を行い、彼らがどれほど子育てに躓き苦悩してい

るかを痛感させられた。通常でも子どもを一人前に育てることは並大抵のことではない。発達障害と

いう特性があればなおのこと、その苦労は何倍にも何十倍にもたいへんさが増す。

　本研究では、前回の児童相談所に対する調査研究と同様に、発達障害が疑われる保護者の虐待タイ

プを「非社会性タイプ」、「コミュニケーション・共感不全タイプ」、「柔軟性欠如タイプ」、「こだわり

頑強タイプ」、「見通し不足タイプ」に分類し、それぞれのタイプの保護者の特徴を考察した。それら

のことから子育てには、図１のように「社会性」、「共感性」、「柔軟性」、「多様性」という４つの支柱

で構成されていると考えてもよいであろう。

図１　子育てに求められる４つの支柱

　まず、「社会性」という支柱についてである。やや乱暴に言ってしまえば、子どもが成長するとい

うことは社会性を身につけるということに他ならない。赤ちゃんから子どもへ、そして子どもから大

人に成長していくプロセスは、その段階ごとに求められる社会性を身につけていくことでもある。例

えば、おむつをしていた幼児が親からトイレットトレーニングをなされることによって、一人で用便

ができるようになる。これはまさに一つのあるべき社会性を身につけたことになる。あるいは、もう

少し年齢が大きくなって、公園で友だちとおもちゃを貸し借りしながら遊ぶことができるようになっ

たとする。これもまた一つの社会性の現れである。さらに、幼稚園や小学校に行くとそこでのルール

が決められており、それを守るように自分なりに行動を統制させていく。言わば、ますます高度な社

会性を学習していくのである。そう考えるならば、子育てという行為は、社会性を育んでいく行為で

あり、子育て自体が社会化された行為であるとも言える。言い方を換えると、子育てというのは、保

護者のもつ社会性を子どもに育ませていくプロセスなのである。しかし、発達障害のある保護者の場

合は、自身の社会性が十分機能しないがために、子どもに社会性をなかなか育めないばかりか、子育

てそのものが社会性の乏しいものになってしまいやすい。それが客観的に見た場合に虐待として映っ
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てしまう。

　次に、「共感性」の支柱を取り上げたい。本来、子どもはある程度の年齢になるまで他者に依存し

て生きていかねばならない。特に、乳児は養育者である保護者に全面的に依存しなければならず、自

立に至るまでには20年近くの年月を要するのが一般的である。逆に考えると、保護者の献身的な養育

姿勢や共感力が子どもを心身ともに守っているわけで、いかに子どもの身になって考えられるかが成

長の土台になるのである。そして、そのような保護者の共感性こそが、子どもとの情緒交流を促進させ、

子ども自身もそこから自己の感情を分化させたりコントロールすることを覚えていく。ところが保護

者の側にその能力が不十分であると、子どもの気持ちを察知できず、不全感が伴うかかわりとなって

しまって、それが子の成長の妨げとなってしまう。

　そして、「柔軟性」という支柱もなくてはならない。子育ては一見、同じことの繰り返しで、毎日

同じルーティーンのように思えるかもしれないが、実際はそうではない。子どもの体調や機嫌、その

時々の状況によって、保護者は臨機応変に対応を変えている。また、育児書どおりには決していかな

いもので、子育てにマニュアルは役に立たない場合も多い。言ってみれば、保護者は一人ひとりの、

その時その場の子どものニードに応じた対応をすることで、危険を回避したり育児そのものに広がり

や幅を持たせる。このような子育ての柔軟性が、子どもの発達を促し、場面や状況に即した適応力を

養う。しかし、ここでも発達障害のある保護者はこだわりが強かったり、マニュアルや一度決めたこ

とを厳格に貫こうとしやすい。そうなると、子育てそのものに余裕を失い、先行きの不安に身動きが

取れなくなってしまう。

　このような「社会性」、「共感性」、「柔軟性」という支柱は子育てにはなくてはならないものであるが、

発達障害のある保護者は障害特性があるために、いずれもそこでハンディキャップを背負う。また、

いずれの支柱も相互にがんじがらめに縛り合って、結果的には支柱の機能をますますなくしてしまう。

　ところが上記の３つの支柱のがんじがらめとなった鎖を解放してくれるのが、４つ目の支柱の「多

様性」である。それを示したのが、図２である。

図２　子育ての多様性への着目
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　そもそも人が成長するというプロセスは人によってさまざまである。発達が早い子どももおれば、

緩やかな成長を遂げる子どももいる。あるいは感受性の強い子もおれば、大きな物音がしても目を覚

ましもしない子もいる。同時に、保護者の方も個々のおいたちのなかで身につけた個性や能力を発揮

しながら、それぞれに応じたやり方で子育てをする。これが正解であるという子育てはないし、マニュ

アルに書かれていない子育ても数限りなくある。そこに子どものことが尊重され、その育ちが保障さ

れておれば、それは立派な子育てであると言えるのではなかろうか。「多様性」とは、そのような子

どものさまざまな発達のあり方を認め、いろいろな育みの方法を保障することである。

　発達障害のある保護者の場合、一般的な子育てが仮にできなくとも、その人なりに持っている能力

を存分に発揮し、子どもを成長させることができたらそれに勝るものはない。料理が作れず、子ども

に食事を提供できない保護者であったとするならば、調理された食品を食卓に並べるだけで、これも

子育ての一つのやり方である。子どもの栄養状態が満たされ、体重の増加が見込まれれば、最低限の

子育てはクリアーできたと考えてもよい。料理をすることに得手不得手が当然あり、その上、障害の

特性が料理をする能力を阻んでいることもあるかもしれないからである。だからこそ、料理が作れな

くてもいろいろな方法で食事の提供ができる多様性が重要になってくるのである。

　発達障害が疑われる保護者を支援する際、この「多様性」に着目し、その保護者に見合った子育て

を提案し、サポートすることが大切である。そのためにはその保護者がどの程度の養育力があるかを

しっかりアセスメントして見極めることはもちろん、支援者も多様な支援方法を持ち合わせていなけ

ればならない。通常の虐待事例へのアプローチでは、「子どもにもっと愛情をもって育ててあげてく

ださい」、「そんなことをすれば子どもはどれほど傷つくかわかってあげてください」と保護者の情緒

に働きかけて虐待の改善を促している。しかし、共感力が不十分である発達障害のある保護者にはあ

まり効果がないこともある。それよりも彼らに活用できる具体的な子育て技術を教えることがまず何

よりも必要ではないだろうか。その意味でも、支援者はもっと発達障害についての知識やかかわりの

技法を身につけるべきであるし、そのための研修をより充実させていくことが児童相談所をはじめと

する関係機関の今後の大きな課題でもある。

　最後に、本研究の調査に協力いただいた福祉事務所の皆様にお礼を申し上げたい。
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