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－1－

はじめに

　児童相談所をはじめとする関係機関の介入がなされているにもかかわらず児童虐待が深刻化し、事

態の改善が図れないケースは少なくない。そのようなケースを分析していくと、虐待をしてしまう保

護者の独特の養育観がしばしば見受けられる。また、その保護者は子どもや家族との関係において十

分なコミュニケーションが図れず、あるいは相手からのメッセージがうまく受け取れずにおり、その

ことが虐待をますます悪化させていくことにもなっている。そのような保護者は、地域の人々や周囲

の機関とも関係が構築しにくく、疎通性も悪くなり、適切な支援がなされない困難事例と見なされて

しまう。

　このような保護者の中には、自身が発達障害を有していることも少なくない。また、こだわりの強さ、

コミュニケーション能力の乏しさ等の発達障害の特性ゆえに、本人の思いとは違うところで知らぬ間

に虐待にまで発展してしまうこともある。一方、支援をする側もそのような保護者に対して情緒的に

訴えて虐待を防止するだけではうまくいかず、それらの特性をよく理解した上での的確な介入がなさ

れなければならない。

　しかし、現時点での発達障害を有する保護者の虐待についての研究はもとより、その対応について

のあり方はまだまだスタート時点に着いたばかりと言える。児童相談所等の現場では、そのような保

護者への対応に試行錯誤をしながらノウハウを蓄積している現状にある。

　そこで、本研究では、発達障害が疑われる保護者の虐待がどのような実態にあるのかを質問調査に

て明らかにし、そこに見受けられる発達障害と虐待がどのようなメカニズムを持っているのかを把握

することにした。さらに、そのようなケースにおける適切な介入や支援のあり方についても考えるこ

とにしたい。



－2－

問題と目的

　児童虐待が発生し深刻化していく際には複数の要因が作用していることはBelsky, J.＆ Vondra, J. 

（1989）の研究からも明らかである。その要因の一つとなっている子ども側の要因について言えば、

発達障害を有していることが虐待のリスク要因となりやすいといったことがすでに指摘され（門；

1999，白石；2005）、このような発達障害と虐待との関連については、近年注目されてきている。

　それらの研究をまとめると、子どもが発達障害を有していることによって、対人面における共感性

が十分でなく保護者との間に愛着関係が築きにくくなること、発達のスピードが緩やかであったり、

さまざまな学習が円滑にいかず、保護者からすると育てにくさがあったり、育てる手応えが得られに

くくなること、目に見える身体障害とは違い、発達障害の場合は周囲からはわかりにくく、個人差も

大きいことから障害を見落とし、特別な配慮が必要だと認識できにくくなること、子ども自身も自分

のつまずきを意識しにくく、それを自覚すると劣等感を抱くのでますます言い出しにくくなること等、

さまざまなことが虐待を生じやすくさせる。要するに、発達障害の特性があることが、保護者にとっ

ては養育の困難さを招き、虐待のリスク要因になってしまうのである。

　また、子どもの発達障害と虐待の関連について述べたものとして興味深いのは、杉山（2007a）の

被虐待児を第四の発達障害と位置づけた論である。彼は、「第一は、精神遅滞、肢体不自由などの古

典的発達障害、第二は、自閉症症候群、第三は、学習障害、注意欠陥多動性障害などのいわゆる軽度

発達障害、そして第四の発達障害としての子ども虐待である」と言い、被虐待児は臨床的輪郭が比較

的明確な、一つの発達障害症候群としてとらえられるべきではないかと提言している。

　いずれにせよ、虐待と発達障害は本来はまったく別の事象であり、仮に子どもに発達障害であった

としてもそこに保護者の適切な養育やかかわりがあれば、虐待などとは縁のないものとなる。しかし、

そこにさまざまな負の条件が備わり、それが重なり合ってくると、両者は磁石のように一気に結びつ

いてしまう。

　ところで、虐待と発達障害との関連についてのこれまでの研究では、対象にされてきたものはいず

れも子ども側に発達障害を有する場合であった。しかし、そのようなケースの中には、保護者自身も

発達障害の特性が見られたりすることも少なくない。また、支援やかかわりが困難であり、対応に苦

慮する虐待のケースにおいて、保護者自身が発達障害を有していると思われる場合も実務的にはしば

しば認められる。

　発達障害を有する保護者の虐待のケースと通常の虐待のケースとを比較すると、もちろんそこには

共通点も多いのであるが、発達障害の特性があるゆえにそれが結果的には虐待を招いていると考えら

れることもよくある。一例を示すと、通常の虐待ケースにおいては、虐待の事実を認めずに否認する

ことが多いが、発達障害を有する保護者のケースの中には、まったく虐待の事実を隠そうともせずに

平然と語り、なぜそれが不適切なのかわからないといった認識をしていることがある。つまり、他者

から自分を客観視することが不十分であるという特性があるために、自分のしている養育が適切か不

適切かの認識に大きなズレが生じているのである。そんなこともあり、従来からしている支援者の指
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導や助言がこのようなケースにはすんなり入らず、適切な援助に結びつかない。

　この発達障害を有している保護者の虐待についての研究は始まったばかりであり、データの蓄積も

まだ乏しい。その中でも、杉山（2007b）は「母親―子ども共に高機能広汎性発達障害という親子が

36組みられ、そのうち28組（78％）において何らかの虐待が認められた。つまり母子とも高機能広汎

性発達障害という組み合わせが子ども虐待の高リスクになることが示された」と報告している。また、

浅井ら（2005）は「子ども虐待が絡み入院治療を必要とするに至った高機能広汎性発達障害の症例に

おいて、父親と子どもという組み合わせではなく、母親と子どもという組み合わせが少なからず存在

し、それらが例外なく難治例であることに気付いた。翻ってみれば、重大事件に至った高機能広汎性

発達障害の事例において、しばしばこのような組み合わせが認められ」たり、子どもも親も発達障害

である場合は、「子どもの側の行動障害が強いことに加え母親の対応能力の問題が掛け算になって処

遇困難ケースとなり、放置すれば重大な事件に発達した可能性があった症例が少なからず認められた」

と指摘している。さらに、芳賀（2010）は外来を受診した発達障害児196名の親の中から調査に同意

した発達障害がある就学児童を養育中の母親66名で、発達障害のある母親32名（＋群。内訳は、

ADHDは21名、ASDは８名、LDは３名）、発達障害のない母親34名（－群）として２群の比較をした。

その結果、＋群は、有意に心身症、不安障害、気分障害、物質使用障害がみられた。また、＋群は妊

娠中のうつ状態が現在まで継続している割合が有意に多く、＋群の約半数の母親たちは妊娠中の情緒

が不安定であったと述べている。また、母親の虐待行為は、心理的暴力、身体的暴力がともに＋群で

有意であり、心理的暴力では＋群の約60％以上にもみられたと指摘している。さらに、Psychogiou,L.

et al（2008）はADHD児を養育中のADHDの母親を対象とした英米の共同研究では、ADHD度合が低

い母親は、ADHD児に対し肯定的養育を行っていたにもかかわらず母親がうつになったり、あるいは

子どものADHD度合が高くなると明らかに否定的養育に変化したと報告している。この研究では、

ADHD度合の高い母親は、子どものADHD症状を類似とみなし受容しているものの、ADHD度合の低

い母親に比べて明らかに否定的養育であり、母親の発達障害の重症度とうつの併存が、負の養育要因

となることを述べている。

　以上のように、発達障害を有する保護者の虐待研究では、発達障害の特性が不適切な養育を招くと

いう一次的な視点とともに、発達障害であることが養育のストレスの向上となって虐待に発展すると

いう二次的な視点が必要になるということである。そのような視点も踏まえて、虐待と発達障害のメ

カニズムの解明が必要となっており、家族関係全体を見据えた力動的なケース理解をしていかねばな

らない。

　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
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刻化の防止に向けた取り組みを探っていくこと

の３点について明らかにしていきたい。
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方法

１　調査時期

　2011年５月から同年７月までの期間

２　調査対象

　全国の児童相談所205箇所に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

得た児童相談所は94箇所（回収率45.9%）で、計141事例についての回答を得た。

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』（資料３参照）と題する調査用紙

を作成し、以下の大きく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　児童相談所の保護者との対応

　なお、本調査で、「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」としたのは、発

達障害の診断を受けている保護者だけではなく、その疑いがある保護者も実務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78人（55.3％）、「女性」が63人（44.7％）の計141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141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 78 55.3％

女性 63 44.7％

合計 141 100.0％

（２）職種

　調査回答者の職種は、表２のとおり、「児童福祉司」が109人（77.3％）と多く、次に「児童心理司」

が20人（14.2％）、「保健師」が５人（3.5％）となっている。なお、「医師」、「保育士」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

児童福祉司 109 77.3％

児童心理司 20 14.2％

医師 0 0.0％

保健師 5 3.5％

保育士 0 0.0％

その他 4 2.8％

不明 3 2.1％

合計 141 100.0％

（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103人（73.0％）と多く、次に「スー

パーバイザー」が20人（14.2％）であった。この結果から、調査回答で得られた事例は担当者自ら、

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 103 73.0％

スーパーバイザー 20 14.2％

その他 16 11.3％

不明 2 1.4％

合計 141 100.0％

（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52人（36.9％）と一番多かったが、「３年

以上５年未満」が31人（22.0％）、「５年以上10年未満」が32人（22.7％）、「10年以上」が26人（18.4％）

と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 52 36.9％

3年以上
～5年未満 31 22.0％

5年以上
～10年未満 32 22.7％

10年以上 26 18.4％

合計 141 100.0％

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96件（68.1％）

と一番多く、次に「心理的虐待」が57件（40.4％）、「ネグレクト」が55件（39.0％）であった。この

回答には重複した回答が含まれているため、単純には全国児童相談所の虐待統計と比較することはで

きないが、毎年およそ身体的虐待の割合が約40％、ネグレクトが約35％、心理的虐待が約20％といっ

たところを推移している全国統計（数値はhttp://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/gyousei/07/

kekka8.htmlを参考にした）と比べると、本調査では身体的虐待と心理的虐待が割合としては高いと

言える。中でも心理的虐待の割合の高さは発達障害が疑われる保護者の虐待の大きな特徴になってい

る。これは、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があるがゆえに、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、それが結果的には心理的虐待となってしまいや

すくなるということかもしれない。

　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」はなかったが、「乳児ゆさぶり症

候群」は３件（2.1％）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） 96 55 6 57 0 3 1

割合 68.1% 39.0% 4.3% 40.4% 0.0% 2.1% 0.7%

全ケース数は141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、「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57件（40.4％）と多かった。その他では、「医療機関」が15件（10.6％）、

「虐待者本人」が14件（9.9％）、「近隣」が９件（6.4％）、「家族」が９件（6.4％）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） 9 57 15 9 14 4 36

割合 6.4% 40.4% 10.6% 6.4% 9.9% 2.8% 25.5%

全ケース数は141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82件（58.2％）、「顕著に見受けられる」が50件（35.5％）で、

両方を合わせると132件（93.6％）にも上る。そして、「あまり見受けられない」が９件（6.4％）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に映し出されていることがわかった。

　このことから、虐待行為そのもの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多く、やはりかかわりや支援をしていく場合は何よりも虐待行為そのもの

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

事例数 （件数） 9 82 50

割合 6.4% 58.2% 35.5%
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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81件（58.7％）がもっとも多く、

次に「実父」が45件（32.6％）となった（回答は重複を含む）。全国の児童相談所の虐待統計では、実

父が約20％、実母が約60％であることから、ここでの結果は全国統計とおおまかな傾向は一致している。

　ただ、実際の現場においては、母親が発達障害である場合に深刻な虐待を招くことが多いように感

じられる。その理由は、父親が発達障害であった場合は子どもと直接にかかわる面が少なかったり、

あるいは子どもに無関心となったりするために深刻な虐待には至りにくいが、母親が発達障害の場合

は接する時間も長く、直接的に養育にたずさわることが多いだけに、虐待の発生につながりやすいと

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

事例数 （件数） 45 5 4 81 1 2

割合
32.6% 3.6% 2.9% 58.7% 0.7% 1.4%

39.1% 60.9%

（２）学歴

　保護者の学歴については、表９のとおり、「高卒」38件（27.0％）、「中卒」31件（22.0％）、「大卒」

26件（18.4％）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） 31 38 8 26 9 2 27

割合 22.0% 27.0% 5.7% 18.4% 6.4% 1.4% 0.2%

（３）就労状況

　保護者の就労状況については、表10のとおり、「正社員等」が52件（36.9％）、「無職」が39件（27.7％）、

「パート・アルバイト」が21件（14.9％）となっており、「生活保護」を受給している事例は20件（14.2％）

あった。

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） 39 20 52 21 8 9

割合 27.7% 14.2% 36.9% 14.9% 5.7% 6.4%
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（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、33件（23.4％）であった。

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17件（12.1％）であった。さらに、診断は受けておらず、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24件

（17.0％）、児童相談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88件（62.4％）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、保護者自身に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。

　この結果を表７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を関連させ

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

身が当然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） 33 17 24 88 65

割合 23.4% 12.1% 17.0% 62.4% 46.1%

全ケース数は141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、

102件（72.3％）であった。次に多いのが知的障害で29件（20.6％）、注意欠陥多動性障害が15件（10.6％）

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。

　この結果については、単に広汎性発達障害は他の注意欠陥多動性障害や学習障害に比べて、特性が

わかりやすいということで事例として上がってきたとも考えられるが、広汎性発達障害の特性が子ど

もの養育のあり方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いやす

い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） 102 15 3 29 6

割合 72.3% 10.6% 2.1% 20.6% 4.3%

全ケース数は141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26件（18.4％）、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12件（8.5％）、

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38件（27.0％）、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56件（39.7％）であった。

　もっとも割合として多いのは「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」についても大きな割合を占めている。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。

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） 26 12 38 56 7 2

割合 18.4% 8.5% 27.0% 39.7% 5.0% 1.4%

（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。一番多かっ

たのは「困難を自覚するが切実感なし」の53件（37.6％）で、次に「困難を自覚し苦悩」の43件（30.5％）、

「困難の自覚なし」の38件（27.0％）であった。そ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、一方ではそれほど切実感もない状況が予想以上に大きかった。

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） 43 53 38 3 4

割合 30.5% 37.6% 27.0% 2.1% 2.8%
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（８）周囲への支援の希望のあり方

　保護者が周囲に対して、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44件（31.2％）で、逆に「支援を希望しない」も38件（27.0％）あり、前者がやや

高いものの、ほぼ割合は変わらなかった。その一方で、「支援を希望するが行動なし」は31件（22.0％）

であることもわかった。つまり、表14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

うように感じられる。

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） 44 31 38 12 10 6

割合 31.2% 22.0% 27.0% 8.5% 7.1% 4.3%

（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68件（48.2％）と約半分

にそれが認められる。その内訳は、うつ病等と反社会的行動が多く、次にパニック障害や強迫性障害

などがあった。

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） 68 68 5

割合 48.2% 48.2% 3.5%

↓
パニック障害：10
強迫性障害： ４
その他：95

うつ病等：21
反社会的行動：21

（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36件（25.5％）

あり、一番多かった。また、「反発があり、協力できない」が25件（17.7％）、「別個に物事を進める」

が20件（14.2％）で、「話し合い、協力関係にある」が27件（19.1％）であった。このことから、この

ような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かが多かった。ただ、保護者の中にはパートナーと話し合い、協力的

にやっている人も割合としては一定数あった。
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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） 36 27 25 20 28 5

割合 25.5% 19.1% 17.7% 14.2% 19.9% 3.5%

（11）家族員との関係

　保護者がパートナー以外の家族員とどのような関係にあるのかについては、表18のとおりである。

「家族員がいない」が36件（25.5％）あり、一番多かった。また、「反発があり、協力できない」が23

件（16.3％）、「別個に物事を進める」が23件（16.3％）で、「話し合い、協力関係にある」が20件（14.2％）

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） 36 20 23 23 35 4

割合 25.5% 14.2% 16.3% 16.3% 24.8% 2.8%

（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、「反発があり、協力できない」が52件（36.9％）と一番多く、次に「話

し合い、協力関係にある」が32件（22.7％）、「交際なし」が32件（22.7％）であった。この結果からも、

保護者はやはり周囲の関係機関との間においても協力関係を結びにくく、反発や対立しがちとなった

り、あるいはつきあいや交際がなかったりすると言える。

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） 32 32 52 7 15 3

割合 22.7% 22.7% 36.9% 5.0% 10.6% 2.1%

（13）児童相談所との関係

　保護者と児童相談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61件（43.3％）

で一番多かった。また、「反発があり、協力できない」が34件（24.1％）で、「別個に物事を進める」

が一番少なく９件（6.4％）であった。児童相談所は虐待の通告を受け、事例にかかわらざるを得ない

ので、保護者としては「別個に物事を進める」ことがしにくい状況であり、その割合が少なくなって
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いることは当然かもしれない。ただ、表19の「関係機関との関係」との比較において考えると、児童

相談所は他の関係機関等に比べて、保護者と話し合いや協力関係を結べていることがわかり、より専

門機関としての関与がなされていることがここから言えるのではないかと思われる。

表20　保護者と児童相談所との関係

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） 10 61 34 9 23 4

割合 7.1% 43.3% 24.1% 6.4% 16.3% 2.8%

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、感情の爆発や抑圧などの「感情面」への影響が68件（48.2％）と約半分に影響が出ている。

次に、過敏さや傷つきやすさなどの「情緒面」への影響は50件（35.5％）、落ち着きのなさや多動、衝

動などの「日常面」への影響は48件（34.0％）、自分のイメー

ジが悪いなどの「自己面」への影響が36件（25.5％）、暴

力や家出、盗みなど逸脱行動としての「反社会的行動」へ

の影響が31件（22.0％）あった。さらに、学習の遅れ、言

葉の遅れなどの「知的面」での影響が29件（20.6％）、必

要以上にべたべたしたり、逆に距離を取ろうとするなど「対

人面」への影響が29件（20.6％）、満たされなさや慢性的

な空虚感など「欲求面」への影響が28件（19.9％）あった。

　以上のように、虐待の被虐待児への影響は感情面や情緒

面をはじめとし、多方面に現れていることが明らかである。

　ただ、表22の「被虐待児の発達障害の有無と種別」とも

関連するが、被虐待児自身も発達障害を有すると思われる

場合が今回の調査では多く、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も考えられる。

（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、106件（75.2％）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59件（55.7％）、「注意欠陥多動性障害」が30件（28.3％）、

「知的障害」が25件（23.6％）であった。ここから言えることは、知的障害よりも広汎性発達障害ある

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 20 14.2%

知的面 29 20.6%

情緒面 50 35.5%

感情面 68 48.2%

欲求面 28 19.9%

自己面 36 25.5%

日常面 48 34.0%

食生活面 7 5.0%

睡眠面 9 6.4%

反社会的行動 31 22.0%

精神面 11 7.8%

対人面 29 20.6%

その他 15 10.6%

影響なし 11 7.8%

全ケース数は141事例で、重複を含む
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いは注意欠陥多動性障害を有する子どもの方が虐待を受けやすい傾向にあることを示している。

　また、保護者が発達障害であることに加えて、子ども自身も発達障害を有することで、ますます適

切な養育状況とはなりにくく、虐待にまで発展してしまうことが多いと考えられる。

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） 106 35

割合 75.2% 24.8%

↓
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） 59 30 1 25 5

割合 55.7% 28.3% 0.9% 23.6% 4.7%

発達障害のある全ケース数106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34件（24.1％）、「なし」

が99件（70.2％）であった。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

たりすることもあり、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

ことも頭に入れておかねばならない。

　また、二次障害の内訳としては、反社会的行動が圧倒的に多く、次にうつ病等、パニック障害、強

迫性障害であった。つまり、発達障害を有している被虐待児は逸脱行動や非行などとの関連が生まれ

ることも考えていかねばならない。

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） 34 99 8

割合 24.1% 70.2% 5.7%

↓
パニック障害：４
強迫性障害：３
その他：７

うつ病等：５
反社会的行動：19

（複数回答含む）

５　保護者への対応

（１）対応に苦慮する点

　児童相談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
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とおり、「コミュニケーションやかかわりが不明」が55件（39.0％）、「関係が構築できない」が50件（35.5％）、

「虐待への認識の乏しさがある」が49件（34.8％）といずれも他の項目に比べて割合が大きかった。担当

者は保護者といかに関係を作っていくのか、あるいはその関係を築き上げていく際のコミュニケーショ

ンがうまくいかないことに苦慮していると言える。また、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ないことも担当者が対応に苦しむところとなっている。

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

事例数（件数） 50 55 10 49 24

割合 35.5% 39.0% 7.1% 34.8% 17.0%

全ケース数は141事例で、重複を含む

（２）効果的な対応

　逆に、児童相談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として、表25のとおり、「家

族や周囲に理解者や援助者の協力を得た」が45件（31.9％）と一番多く、次に「特性把握し、パター

ンを見つけ出せた」が36件（25.5％）、「コミュニケーションのとり方がわかった」が28件（19.9％）、「生

活のつまずきの理解と介入に心がけた」が28件（19.9％）であった。中には、「法律の条文を用い、説

明した」が20件（14.2％）あり、虐待が子どもにどれほど悪影響を与えるのかという情緒的なかかわ

りよりも、むしろ虐待行為は法律上刑罰に該当するとか、児童福祉法28条（家庭裁判所に施設入所の

承認を求めること）の条文を取り上げて説明する方が効果的であるとの回答も多かった。さらに、医

療機関への「受診を勧め、障害の受容を促進させた」が17件（12.1％）あり、自己の特性を理解させ、

保護者に虐待を認識させることが効果的であったとのことである。

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 36 25.5%

コミュニケーションのとり方がわかった 28 19.9%

受診を勧め、障害の受容を促進させた 17 12.1%

生活のつまずきの理解と介入に心がけた 28 19.9%

家族や周囲に理解者や援助者の協力を得た 45 31.9%

法律の条文を用い、説明した 20 14.2%

その他 19 13.5%

全ケース数は141事例で、重複を含む

　なお、個別的な事例の中で具体的に記述された効果的な対応の例としては以下のようなものがあった。
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　ⅰ　視覚化を図るなど、わかりやすく明確に伝える

・面接内容をホワイトボードを使用してフローチャートで示す

・図を駆使して視覚化を行う

・面接後にそこで話された内容を文章化して保護者に持ち帰ってもらう

・次回面接の予定や今後のプログラムの進行予定なども口頭だけではなく書面で残す

・日課やスケジュール表、がんばり表などを目に見える形で作成する

　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

・療育手帳を取得させる

・生活の質を向上させるためにも生活保護を受給させる

・養育のストレスから少しでも回避できるように保育所を有効活用する

・配偶者やパートナーに理解と協力を求める

・親族に力になってもらう

・カリスマティックで一目置いている者や通じ合える特定の人物を見出す

・地域や周囲の者と適切なかかわり方を共有し、その保護者への偏見を除去する

・ジョブコーチや子どもが通っている特別支援学級の教員の協力を得る

　ⅲ　発達障害の特性を理解し、着眼点を見つける

・思考や行動のパターンを見つけ出し、特徴を把握する

・見通しを持たせる

・何にこだわっているのかなど、着眼するところに目を付ける

・抽象的な指示ではなく、具体的な対処方法を呈示する

・SOSの出し方をはっきり教える

　ⅳ　肯定的な評価とスモールステップを心がける

・急激な改善を求めず、スモールステップを図る

・批判的な対応をせずにほめるところを見つけて肯定的評価を与える

　ⅴ　法律などを有効に示して、形式的なアプローチを行う

・虐待行為が刑法に触れることを伝える

・児童福祉法28条の条文を理解させ、児童相談所の措置を説明する

・「これだけはしてほしい」など保護者に守ってほしい最低限のことを明確に示す

・機関としての規則を明確にし、約束事として行動規準のあり方を明示する

　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

・医療機関に受診させる

・障害の告知のタイミングを図り、障害受容を促進させる

・担当者は医師からの助言をもらい、医療との連携を図る

・カウンセリングを受けさせたり、悩みや不安を減少させる

・専門医や心理司から保護者自身が自分の感情を理解する手立てを指導してもらう
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（３）児童相談所の対応

　本調査の141事例における児童相談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、

保護者の「施設に同意入所措置」が48件（34.0％）で、「見守りを続けた」が27件（19.1％）、「児童福

祉司指導等」が25件（17.7％）であった。この中で、児童福祉法「28条による入所措置」がなされた

のは15件（10.6％）あり、毎年家庭裁判所に申し立てられる児童福祉法28条１項事件の件数（司法統

計によると、近年は毎年200件前後の新受総数がある）と比較してもこの数値はかなり高いのではな

いかと考えられる。つまり、このような保護者の虐待の事例においては、これまでから指摘してきた

ように、保護者自身の虐待への認識が乏しい上、対応やかかわりの難しさもあって、虐待状況がなか

なか改善されず、深刻な事態になって法的な措置による施設入所が対応として選択されることが多い

のかもしれない。

表26　児童相談所の対応

児童相談所の具体的な対応 事例数
（件数） 割合

見守りを続けた 27 19.1%

児童福祉司指導等 25 17.7%

施設に同意入所措置 48 34.0%

28条による入所措置 15 10.6%

かかわりが断絶した 7 5.0%

その他 19 13.5%

全ケース数は141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の141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、関係機関や児童相談所との関係、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。その結果、次の５つの虐待のタイプに分類できた。

　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明白に当てはまり、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するまでには特徴がはっきりしていないが、それ以

外の特徴にも当ては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のような事例数になった。全体的にはコミュニケーション・共感不全タイプが割合
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としては多かった（第一選択が41.8％、第二選択が22.0％）。それ以外のタイプについては、第一選択

と第二選択ともに割合の差はそれほど大きくはなかった。なお、どの分類にも入らないのは「その他」

として分類し、第一選択では２事例、第二選択では１事例があった。

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）
（割合）

第二選択のタイプ
（事例数）
（割合）

合計
（事例数）
（割合）

非社会性タイプ 14
（ 9.9%）

11
（ 7.8%）

25
（ 8.9%）

コミュニケーション・
共感不全タイプ

59
（41.8%）

31
（22.0%）

90
（31.9%）

柔軟性欠如タイプ 25
（17.7%）

27
（19.1%）

52
（18.4%）

こだわり頑強タイプ 23
（16.3%）

29
（20.6%）

52
（18.4%）

見通し不足タイプ 18
（12.8%）

16
（11.3%）

34
（12.1%）

その他 ２
（ 1.4%）

１
（ 0.7%）

３
（ 1.1%）

第二選択のタイプなし － 26
（18.4%）

26
（ 9.2%）

合計 141
（100.0%）

141
（100.0%）

282
（100.0%）

　以下、それぞれのタイプについての定義付けと、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　２歳の娘に対する父の性的虐待の事例

　父は知的障害があるが、２歳の娘のおむつ交換時に性器を触るなどの性的虐待を続ける。その行為

を母や他者の前でも隠そうとせずに行う。児童相談所の担当者が虐待事実を確認すると、父は反論す

ることもなく注意され頷く。しかし、父の行動の改善はなく、そのような性的虐待をいたずら程度の

認識でしかとらえておらず、注意されても苦笑いで済ませる。
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②　授業参観中でも人目をはばからずに長女を殴打する母の事例

　母は広汎性発達障害であり、自分のしていることを他者からどのように評価されるのかといった客

観視がしにくい。そのため、授業参観時、他の保護者のいる前でも平気で学習のできない長女を拳骨

で叩いたり、公衆の面前で激しい怒りをぶつける。この母は本児の発熱には無関心であるが、怪我に

対しては過敏に反応するなど、本人の関心のあるなしで対応が極端に違い、それがネグレクトに発展

したり、意に沿わないと身体的虐待となってしまう。関係者はこのクレーマー的な母への対応に苦慮

している。

③　病院や人前でも本児に暴力を振るい、菓子を食事代わりにする母の事例

　母は広汎性発達障害と注意欠陥多動性障害があり、衝動性の高さもあって、思い通りにならないと

本児に暴言を吐いたり身体的虐待を行う。病院などの公のところでも本児への暴言がひどく、病院か

ら虐待通告された。また、母は食事の用意ができないこともあり、菓子を食事代わりとしている。ただ、

地域の保健師とは関係がかろうじて取れている状況にある。児童相談所の担当者は、面接で確認した

ことをすぐに書面にし、次回の面接時に前回の面接内容を確認するなど視覚化をする工夫をしたこと

が効果的であった。

④　暴言、暴力はもとより、家族全員で入浴して本児の身体を素手で洗う父の事例

　広汎性発達障害と学習障害の父は、本児に対して暴力、暴言はもとより、家族全員で風呂に入って、

本児（女児）ら子どもの体を素手で洗うなどの性的虐待があった。一度思いこむとなかなか修正がで

きなかったり、数字に対する強いこだわりがあることから、毎日同じ服を本児に着させたり、入浴は

週２回だけと決めて譲らない。

⑤　家の秩序維持のためとエアガンで家族を撃つ事例

　広汎性発達障害の父は、家庭内の治安維持のために正義の暴力が必要と身体的虐待を肯定し、エア

ガンで家族を撃ったり、特殊警棒で殴るなどした。父は家族の心情を理解することが難しく、家庭内

の家長の役割を警察の治安維持と同一視しているところもあった。また、特異な認識でルール作りを

して、そのルールに固執する傾向もある。

⑥　本児の学校不適応に不安が高まり、本児を振り回す母の事例

　母は広汎性発達障害で、本児が学校不適応になったことで、母は不安を押さえられず、突如本児を

振り回して虐待した。この母は面接中、児童相談所の担当者の前でも乳児に授乳をし、その子が口を

離し寝てしまっても乳房を出したまま話を続けていた。また、不安な表情と対人場面での作り笑顔の

ギャップが大きく、思い込みや修正のきかなさなどの特徴も見受けられた。ただ、話を聞いて、それ

を図説したり、今後とり得る方策を書き示すなどした担当者のかかわりは効果を示した。

⑦　７歳女児の大小便の失敗に対する養母の厳しすぎる折檻の事例

　広汎性発達障害の養母は、父の連れ子である７歳女児が大小便の失敗をしたことに対して厳しすぎ

る折檻をした。また、養母は本児のその時の怪我を悪びれる様子もなく、平然と病院に受診させ、自

らは責任がないと言い続けた。他者を意識することが乏しい上、本児の怪我の苦痛を想像できないと

ころが多分にあった。児童相談所の担当者との関係においても、親密な相談をしたかと思うと次の来
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所時は攻撃的になったり、短時間で大きく揺れ動いた。

⑧　室内では全裸でいたり、性器への接触などの性的虐待のあった事例

　広汎性発達障害の内夫は感覚過敏のためか、室内では全裸で過ごす習慣がある。また、内夫は女児

の胸や性器をさわったり、女児の入浴中に風呂に平気で入ってくるなどの性的虐待があった。内夫は

自分の加害行為をあっさり認めはするものの、「冗談でした」と説明するなど、子どもの感情には共

感できない。児童相談所の担当者は面接中にホワイトボードなどの視覚的なツールを用いて説明し、

内夫の理解を進めた。さらに、家族全員でルールをわかりやすく共有化し、内夫の発達障害の特性も

家族に理解させたことが効果的であった。

⑨　不特定多数の男性と性的画像のやりとりをするなど奇行の多い母の事例

　母は広汎性発達障害で、インターネットで不特定多数の男性との性的画像の送受信のやりとりをす

ることに熱中していた。それを本児が見て注意するも行動を改めようとはしなかった。この母には奇

行が多く、高額な楽器を突然に思い立って購入したり、本児の児童養護施設入所について占いで決め

ると言い出すなど、突拍子もない行動が多かった。また、家は足の踏み場がない状態で空き箱などが

散乱していた。

⑩　母に生活能力がないためにネグレクトをしてしまう事例

　知的障害の母は家事がこなせず、家の中はゴミだらけで不衛生、食事の用意ができない、風呂に子

どもを入れない、衣類も異臭がするというネグレクト状態にあった。そもそも母は家事スキルがなく、

例えば清掃にしても、見通しを持ってすることができないためにどの場所も中途半端に終わる。乳児

のあやし方も下手で、ミルクに砂糖を入れて飲ませるといった間違った養育の仕方を身につけている。

保育園での保護者同席での給食場面で、母はあぐらをかき、皿を手に持たずに食べていた。それを職

員がそっと注意したところ、母は「おかしいですか？」と逆に言い、行儀や作法の認識が乏しかった。

⑪　盗みで本児を保護したが、一時保護の目的を理解しない母の事例

　広汎性発達障害の母は、財布から金を盗んだ本児を児童相談所に連れてきて保護を求めた。その際、

本児を親代わりとするハムスターも一緒に一時保護することを求めた。母は一時保護の目的を理解し

ておらず、本児に一時保護中に日本舞踊を習わせてほしい、歯の矯正をしてほしいなどと要望した。

⑫　性的関心の高さが性的虐待にまで発展した事例

　継父は広汎性発達障害で、小学生である本児（女児）の胸をさわったり、なめたりする性的虐待を

した。継父は、「子どもから大人に変化する女性の変化について知りたかったから」と説明する。父

の性的な関心の限局性が社会性を伴わない形で表出され、それが性的虐待になったと考えられる。ま

た、この継父は子どもと本気でプロレスをして子どもに痣を作るなど、手加減や相手への配慮の届か

なさもあった。児童相談所の担当者は、思考が固く、なかなか話が入っていかない継父の対応に苦慮

したが、継父の行為が刑法の条文に該当すると説明したり、ホワイトボードを駆使してフローチャー

トで視覚的な説明をすると理解が進んだ。
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⑬　常識的で社会性のある養育がそもそもわからずに逸脱してしまう事例

　本児が公園でパジャマ姿で遊んでいる、朝食を食べさせてもらえていない、痣があるなどで近隣か

ら虐待通告された。父は広汎性発達障害で、食事中によそ見をしたという些細な理由から暴力を振るっ

たり、日が暮れてからでも忘れ物を子ども一人で学校に取りに行かせ、学校職員が本児を送り届けて

も礼も言わない。さらに、本児の連絡帳のことで、「できていないのにご褒美シールが張ってあった

のではがしました」と学校に指摘するなど常識を少し逸脱する言動が多かった。

（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　子どもの気持ちをくみ取れず、自分の興味関心から養育を一方的に行う事例

　広汎性発達障害の母は教育には熱心であるが、子どもの気持ちがくみ取れず、自分の意向を先行さ

せる。毎日の塾通い、早朝学習などたくさんの課題を与え、達成できないと棒で叩いたりもする。し

かし、そのような行為が本児にどのような情緒的影響を与えるかは理解していない。父も広汎性発達

障害で、考えや姿勢を一旦決めると後々修正ができず、仕事で成功していることがよりその傾向を強

固にさせている。児童相談所の担当者は、情緒面での本児との交流を目的とする保護者へのアプロー

チは難しいと判断し、それよりも体罰に変わる有効な手立てを考えるようにと促し、一定の効果を得

た。

②　厳格に物事を考え正当性を主張し、子どもの逃げ場所をなくしてしまう事例

　広汎性発達障害の母は知的に高く、語彙力、表現力には優れている。自説を正当化する論理力が非

常に高いが、子どもの身になって考えることがしにくい。本児が塾の宿題をきちんとしないと暴力も

辞さない。相手の立場で事情を斟酌することがしにくいので、本児は逃げ場所をなくしてしまう。ただ、

医療機関への受診を勧め、カウンセリング的な受け止めが母にされたことが事態の改善につながった。

③　行動パターンを見出したことがかかわりの好転につながった事例

　父は広汎性発達障害で、父自身も自分の父親とは情緒的交流が乏しい中で育った。父は幼少期から

近隣とのトラブルが多く、人間関係は円滑にはいかず、結婚後も母にDVを加え離婚に至った。児童

相談所の担当者の電話対応の不手際を何度も非難し、激しい攻撃や恫喝を繰り返したが、そんな父の

行動パターン（電話ではなく、直接顔を合わせて話すと理解し合える等）を見いだし、父のことを評

価しほめることで激高することはなくなった。

④　兄からゲームの強要などでいじめられている本児を放置する母の事例

　母はアスペルガー症候群の診断を受けているが、兄が本児にゲームの強要等のいじめをしているに
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もかかわらず、本児の気持ちに思いが届かず放置する。また、母は食事の用意や清掃等の家事ができず、

ゴミが散乱し、不衛生で寝る場所もない。児童相談所への介入には拒否的ではなく、働きかけにも応

じる姿勢を示すものの、話を聴いて欲しい気持ちが強すぎ、自分の話題ばかりに終始しがちとなる。

その際、本題を逸脱し、信心している宗教についての話を延々としたり、担当者が家庭訪問すると、

そこに宗教関係者を同席させ、その宗教の勧誘までする。

⑤　クールビズで家庭訪問した児童相談所職員を拒絶した父の事例

　広汎性発達障害の父はこだわりが強く、本児が父の期待ほどに学習や運動ができないと暴力を振る

う。また、父は一流企業に勤めていた関係からか、人との接し方には一定のパターンを強く持っており、

児童相談所職員がクールビズのためにネクタイを締めずに家庭訪問したことを失礼だと憤慨し、それ

以降話が進まなかった。ただ、そんな中でも、規則や約束についての話はこの父に入っていく感じが

あり、虐待行為についての法律の条文を示して対応すると、効果的な指導ができた。

⑥　カリスマティックな職員には従順に対応する母の事例

　父母ともに広汎性発達障害で、本児にもその傾向が強い。両親は子どもの気持ちをくみ取れず、自

分のルールを押しつけようとするため、それが不適切な養育となってしまう。また、予定変更などが

柔軟にできない特性があったが、児童相談所の担当者は日課の立て方や自由時間の過ごし方などを具

体的に指示して対応した。中でも、母は養育に困って誰かに相談したい気持ちはあるものの、誰とも

うまく関係が取れなかったが、権威あるカリスマティックの存在の職員の話は唯一受け入れた。

⑦　社会適応が悪いことからストレスを高め、その発散に虐待をする事例

　広汎性発達障害があるためか、父は社会での適応が悪く、ストレスが高い。そのことが母へのＤＶ

となって離婚に至ったり、子どもへの虐待に発展する。父のコミュニケーションのとり方は独特で、

自分の主観的な独りよがりなストーリーで話が展開していく。四字熟語を多用した長い話をすること

もあり、担当者と関係ができても、一言で関係が悪化するなど安定した関係性の構築が難しかった。

⑧　「お前は障害者か」とわが子に平気でいう父の事例

　広汎性発達障害の父は思い通りにいかないと、やはり広汎性発達障害のある本児に罰を与え、深夜

から朝方まで勉強をさせたり、部活動を禁止するなどの極端な生活を強要する。また、親子では考え

られない誓約書を書かせたり、広汎性発達障害と診断された本児に無神経に「お前は障害者か」と平

気で言ったりする。児童相談所への反発は強かったが、面会禁止等の形式的なことは意外と父は遵守

する。また、口頭での話は通じにくいところがあったが、文面で伝えると多少理解が進んだ。

⑨　本児の学力に見合わない高校を受験させて不合格になった事例

　広汎性発達障害の母は、親の希望する高校に本児を強引に受験させた。しかし、その学校は本児の

能力には到底見合わず、当然不合格となってしまった。母はその不合格に対しても本児に不満を向け

る。母は児童相談所の特定の職員となら話が通じ、その職員から改善を促されると、食事は用意でき

ないが食材までは用意するというように、急な改善はできないものの、段階的な改善ができるように

なった。また、その職員が母に対して、本児と生活する上で最低限守ってほしい項目を明確に、しか

もストレートに伝えたことが効果を生んだ。
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⑩　共感性の乏しさから乳児の気持ちが理解できず、ゆさぶり症候群となった母の事例

　母は広汎性発達障害で他者とのコミュニケーションの取りにくさがあり、ストレスをためこみやす

い。乳児である本児に対しても気持ちが通じないためストレスを高め、日常的に激しく揺さぶる虐待

を加えた。この母は３種類以上の調味料のある料理はできなかったり、突然に声をかけられると固まっ

てしまって泣くなど、柔軟性の乏しさが顕著であった。このような母に対して、父も母を非難したり

怒鳴るため、ますます母の不安やストレスが増大していった。児童相談所の担当者は、文字によるコ

ミュニケーション、もしくは視覚的なツールを使いながら面接を効果的に進めた。

⑪　「命を差し出す」という誓約書まで書かせて追い詰めていく母の事例

　広汎性発達障害の母は小３の本児を忘れ物や宿題のことでどんどん心理的に追い詰め、「次に約束

を守らなければ命を差し出す」とまで誓約書を書かせた。そのため、本児は学校から帰宅拒否となった。

母は子どもの発言を字義通りに受け取ってしまい、発言の裏の意味が読み取れない。また、自分のし

てきた生き方を本児にも押しつけ、そのことへの強いこだわりからますます子どもを追い詰めてしま

う。

⑫　叱られている理由が子どもに理解されないままに、ワンパターンで虐待をする事例

　広汎性発達障害の養父は連れ子の箸の持ち方に強いこだわりがあり、身体的虐待を加える。その反

面、はしゃいだり、けんかをしても養父は無関心でいる。そんなことから、子どもはなぜ叱られてい

るのか理解できないでいる。養父は子どもの食事を抜かせたり、水風呂に顔をつけるなどいつもワン

パターンな叱り方をする。児童相談所の担当者は、養父の気になるポイントがどこにあるのかを発見

し、それに対する行動パターンを理解するよう努めた。また、同じ行為を繰り返すと法律の適用や警

察の捜査もありえることを説明したところ、養父の行動改善につながった。

⑬　決まった時間に食事を無理矢理与えたことから、口腔内を損傷させた事例

　広汎性発達障害の母は決まった時間に、用意した分の食事を子どもに食べさせることに厳格過ぎる

ところがあった。乳児である本児に無理矢理食事を与え、口腔内を損傷させた。この母はコミュニケー

ションの障害があるため細かなニュアンスが伝わらず、対人関係が一方通行となってしまう。また、

適切な養育の仕方がわからないことから、よかれと思ってしていることが虐待に発展する。そのため、

親族の支援体制を強化したり、保育所等のサービスを早期に利用する方策を考えた。

⑭　３時間ごとの授乳を徹底的に厳守しなければ気が済まない母の事例

　広汎性発達障害の母は乳児の気持ちが理解しにくく、「愛情を感じない」という理由で虐待をして

しまう。母には聴覚過敏も疑われ、赤ん坊の泣き声に敏感に反応する。また、３時間ごとの授乳を徹

底し、赤ん坊を起こしてでも授乳させる。児童相談所の担当者が母と話し合いをしても内省に乏しく、

養育のスキルを教えても応用が利かないなどの問題が見え、対応に苦慮した。そのため、このような

ケースの場合には、妊婦の時から出産後の支援体制を考える必要があると振り返った。

⑮　親子双方が広汎性発達障害で、ガチンコでぶつかり合ってしまう事例

　父も本児も広汎性発達障害で、本児が小学校高学年頃から不登校となったことを父は許さず、暴力

をエスカレートさせていく。互いに考えがぶつかり合い、一向に折り合わない。特に、父は曖昧なこ
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とや曲がったことを許せず、不登校は悪であるとの認識が強く、自分の思っている方向にいかないと

すぐにキレてしまう。児童相談所に対しても、「これだから行政はだめなんだ」と怒り、面接途中で

帰宅するなどの行動も見られた。しかし、関係がとれ始めると、父は「自分は曖昧がだめ」と自分の

弱点を述べたり、「体罰は身体的虐待」との担当者の言葉を理解し、暴力は消失した。

⑯　コミュニケーションに問題のある内夫が性交にまで及んだ事例

　母の内夫は広汎性発達障害と学習障害があり、母の不在中に、中３になった女児に何度も性交を強

要する。この内夫にはコミュニケーションの問題があり、本児への配慮がまったくできず、性交を行っ

た前後にも行動の変化はなく、何もなかったかのように本児と接している。児童相談所の担当者にも

何度も同じ質問をしたり、虐待事実がなかったことを前提に平然と担当者と接する。そうかと思えば、

内夫は逃げ回ったり、突然に来所するなど予想がつきにくい行動をし、担当者は困惑させられる。

⑰　乳児の体についた湯水を強く揺さぶって手荒い扱いをする事例

　広汎性発達障害の父は、浴槽から本児を上げる時、湯水を切るために強く揺さぶって手荒い扱いを

する。また、本児が泣き止まないため、口を押さえたり、多量にミルクを与えたりする。以前に父が

大声を出して威嚇したところ、本児が泣き止んだ経験があることから、「自分は子どもを泣き止ませ

る天才である」と言い、それを誇示する。児童相談所の職員との面接では父に居所を尋ねたところ、

住所を言うのではなく、淡々と道順を説明したり、一時保護した際に「今日はもう会ってもらうこと

はできない」と面会の制限を指示したところ、日が変わったらいいだろうと勝手に思い込み、深夜０

時を回った時点で、許可なく施設に強行訪問してくるなど字義通りに受け取ってしまう言動が随所に

あった。

⑱　高校生の男児と意見がことごとく対立し、一晩中説教をする父の事例

　父は広汎性発達障害で、高校生の男児とことごとく意見が対立し、身体的虐待を加える。叱る時は

一晩中にわたって説教をし、それを面接記録として記述し、本児に修正と確認を求める。父は独特の

価値観で自論を展開し、マナーには厳格な上、ビジネスライフを家庭に持ち込んだかのように、回答

の期限を明確にしてそれを守らせるということを徹底させる。児童相談所に対しても回答の期限を厳

守するように求め、担当者のちょっとしたミスも責めてくる。そのため、担当者はその点に気を配り

ながらかかわったところ、一定の話し合いができた。

⑲　本児がパニックになった際、うまく対処できずに包丁を持ち出し脅す母の事例

　母も本児も広汎性発達障害であるが、本児がとびひで幼稚園を休んだ際、母はいらいらして混乱し、

物を投げつけた。また、本児がパニックを起こした際、母は包丁を出して脅すなど関係がうまくとれず、

ますます状況が悪化してしまう。児童相談所の担当者から指示されたことはその通り実行するが、応

用がきかないため行動改善までには至りにくい。しかし、母と本児との間で約束事を決め、「がんば

り表」を作成させて共有したことで少し効果を上げた。

⑳　本児の気持ちをくめないことから手足を縛って監禁した事例

　母からの虐待に加え、広汎性発達障害の内夫からもひどい虐待を受け、本児は鍵のかかった部屋に

手足を縛られて監禁されたこともあった。本児自身も広汎性発達障害があり、他児をかんだり暴力を
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振るうなど落ち着きのないところがある上、ズボンを脱ぎ性器を出す、画鋲を口に入れるなどの行為

があり、養育の困難さが見受けられた。内夫は本児の気持ちをくむことができず、「やる気がないだ

けだ。発想を変えない本児が悪い」という考えを変えず、本児に批判的になる。

㉑　曖昧な表現を嫌い、情緒面には目が行かずに論理的思考を重視する事例

　父は広汎性発達障害で、自分の考えを中学生の本児に押しつけ、うまくいかないと本児の責任にす

る。本児が反論すると、父は威圧的に論破するため、本児は突発的な意識消失と解離性のストレス障

害となる。父は児童相談所の担当者との面接において、「たぶん、～だろう」「～とも言えるのでは」

といった曖昧な表現を非常に嫌う。父はきちんと記録をとることに固執し、電話や面接時にICレコー

ダーを使って、会話の内容を記録していた。

（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　父の娘に対する性的虐待を放置してしまう母の事例

　知的障害の母は父の娘に対する性的虐待への対処の仕方がわからなかったり、子どものきょうだい

喧嘩の仲裁方法がわからないため、それを放任してしまう。また、児童相談所の指導内容に「はい」

と同意はするものの実行できない。母が信頼をおいている人物を面接に同席させ、その人から面接後

に繰り返し母に理解を促してもらう方法が行動改善につながった。

②　知的能力の低さから生活能力がなく、ネグレクトとなってしまう事例

　母は知的障害のため養育能力が乏しく、金銭管理もできず、生活が困窮する。家の後片付けもできず、

家の中は不衛生状態となっている。本児への躾ができない上、本児が不登校になっても放任する。児

童相談所が介入し、母に療育手帳を取得させ、地域でジョブコーチを付ける支援につなげた。

③　子育ての知識や技量のない母がパチンコ等への依存を高め、本児を放任する事例

　知的障害の伴う広汎性発達障害の母はパチンコ依存、男性依存がある。子どものことよりも自分の

ことを優先してしまう。子育ての知識や技量に乏しい上、ストレスから本児に粗暴な言動に出てしま

うこともある。児童相談所は生活保護を担当する生活福祉関係部署との連携を強め、生活のつまずき

に焦点を当てた支援を行った。

④　漢字学習の細部にこだわり、夜中まで勉強をさせる事例

　広汎性発達障害の母は完璧主義で、こだわりが強い上、柔軟な対応ができず、何事も計画通りに行

かないと怒る。本児の漢字学習も書き順が少し違ってもやり直させ、それを夜中までさせる。児童相

談所は母とはできるだけ対応をせず、交渉可能な父を相手に調整や話し合いを進めた。
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⑤　危機状態に適切に対応できないことから医療ネグレクトを招いた事例

　広汎性発達障害の母は本児の呼吸状態がおかしいことに気付いていたが病院に連れて行かず、大き

なダメージを与えた。母は病院に連れて行かなかった理由を以前の看護師の対応が不満だったからと

述べるが、何が大事なことかの優先順位がつけられていない問題が大きい。ただ、母は本児の看護に

は熱心であり、疾患の勉強もするようになり、それを児童相談所の担当者がねぎらうとこれまでにな

い和らいだ表情となった。

⑥　状況の変化に対応しきれず、不安定さから子どもの前でリストカットをする事例

　広汎性発達障害の養父は思い通りにいかないと本児に身体的虐待を加え、今度はその罪悪感から本

児の前でリストカットをしたり、壁やあらゆるものを壊す。本児のそれに対する恐怖心は高い。養父

は会社に長年勤めたが、係長に昇格して人間関係がうまくいかず鬱病になり退職した。状況の変化に

対応するのがうまくなく、こだわりや自分の考えに固執する。数学だけできればいいとの考えもあり、

本児が他の教科の宿題をしていると怒る。家の中では、養父は勝手な掟を作り、それを子どもに守ら

せようとする。

⑦　白か黒か、０か100かの思考をし、すぐにかんしゃくを起こす事例

　母には注意欠陥多動性障害と広汎性発達障害があり、子どもがかんしゃくを起こしたり、食事を食

べないことに対処しきれない。自身も怒鳴る、殴るなどかんしゃくを起こして虐待をしてしまう。母

自身から児童相談所に相談を持ちかけるが、母は白か黒か、０か100かの両極端な思考をし、感情と

表情の不一致もある上、一度に複雑の作業をこなせないなどの特性が強かった。母には一般論では通

じないところがあるため、具体的に説明することを心がけ、図を活用したり目の前でやってみせるな

どかかわりの工夫をした。そのことを関係者にも周知徹底させ、母に医療機関への受診を勧め、障害

受容を図った。

⑧　離乳食など子どもの年齢にあわせた食事が作れない父母の事例

　父も母も知的障害があり、生後６ヶ月の本児に離乳食が与えられない。その後においても子どもの

年齢に合わせた食事が作れず、大人と同じ食事となってしまう。児童相談所は父母に療育手帳を取得

させ、本児の保育園通園と父母の就労を援助したところ、父母の虐待は減少した。

（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することから、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　自分がそうだったと、勉強にこだわり続ける注意欠陥多動性障害の父の事例

　注意欠陥多動性障害の診断を受けている父は、本児が勉強せず出歩いていることに怒り、「これか
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ら虐待する。児童相談所に虐待されていると言え！」とメールしたため、本児は一時保護を希望して

緊急避難した。父は自身が障害を持ちながらも大学を出て社会で高い地位についてやっていることか

ら、人一倍勉学への執着が強い。児童相談所は、自分勝手な考えに固執する父への対応に苦慮したが、

伝えたいことを書面にしたり、視覚的に訴えることで理解が得られた。また、理解の方法が見つかれば、

予想以上に父は指導を受け入れた。

②　朝の排便、学習、節約へのこだわりが強く、感染症の本児を平気で登校させる事例

　母は広汎性発達障害であり、1日のリズムを規則正しくしなければ気が済まず、朝の排便、学習、

節約へのこだわりが強い。感染症を罹っている本児を学校に登校させてはいけないにも関わらず、母

は平然と登校させてしまう。児童相談所の担当者とも意思疎通がうまくいかなかったが、具体的な先

の見通しが伝えられると母はそれを受け入れることがわかり、そのような視点から指導を行った。

③　食材が無駄になることを嫌がり、給食の５倍の量を一度に食べさせる母の事例

　広汎性発達障害の母は、食材が無駄になることを嫌がり、給食の５倍程度の量の食事を一度に本児

に食べさせる。家庭訪問をした児童相談所の担当者の顔を覚えていないなど、かかわりの上での困難

さがあった。しかし、父は母に協力的で、本児の学校への送迎をしたり、育児について母と話し合っ

たりすることが、母の虐待の抑止力となった。

④　GPSで監視したり行動を逐一報告させ、二者択一の思考をする父の事例

　アスペルガー症候群の父は、自分の考えに固執し、思い通りにいかないと暴力を振るう。また、０

か100かの二者択一の思考をしやすく、コミュニケーションがうまくとれず、相手の意図を理解でき

ない。さらに、本児の行動をGPSで監視し、行動を逐一報告させたり、一晩かけても本児に清掃させ

たりする。本児にはうつ的になるなどの気分障害が見受けられ、児童相談所の担当者は本児へのエン

パワーメントに力点を置いたかかわりを続けた。

⑤　本児に予防接種を受けさせない思い込みが激しい母の事例

　広汎性発達障害の母は思い込みが激しく、予防接種をはじめとし、適切な医療を本児に受けさせな

い。また、食事に対してもこだわりが強いため、本児が栄養失調状態になるというネグレクトを招いた。

児童相談所の担当者は予防接種をしない場合の有病率について説明しても、母はそれを受け入れず、

自然に任せると述べ、改善に至らなかった。

⑥　漢字の撥ねや払いが書けないと一からやり直しをさせる父の事例

　広汎性発達障害の父は思い通りにならないと気が済まず、宿題がしっかりできない、字が丁寧に書

けないなどの理由で本児を拳骨で叩く。特に、漢字の撥ねや払いが正確かどうかに強いこだわりがあ

り、「そんなのではＮＡＳＡに入れない」と言う。本児も広汎性発達障害があり、本児については医

師から障害告知をしてもらい、同時に父に対しても助言をしてもらった。

⑦　経済的困窮にも関わらず趣味のオーディオや高級車を購入する事例

　広汎性発達障害の父は、細部へのこだわりから上司ともめ、仕事をやめざるを得なくなり、うつ状

態に陥った。しかし、経済的に困窮しているにも関わらず、自分の趣味のオーディオや高級車をロー

ンで購入する。収集癖もあって、モノが捨てられずに家の中がゴミ屋敷となっている。児童相談所の
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担当者に独自の教育論を長電話でとうとうと述べ、自分の行為を虐待であるとは認めない。担当者が

面会や外出、電話などのルールを明確に文章化させたところ、最初はそれに不満を持っていたが、し

だいにそのルールを守り、長電話も減った。

⑧　自分の傾倒する民間療法にこだわり、医療ネグレクトをする事例

　広汎性発達障害の母は、難病に罹っている本児に適切な医療措置を受けさせねばならないのに、本

児の治療を勝手にやめ、傾倒する民間療法に切り替え、食事制限、服薬中止などを続けた。児童相談

所は本児の生命が危うくなったことから職権による一時保護をした。

⑨　片方だけの靴下を捨てていいかと悩み、養育も空回りする事例

　広汎性発達障害の母は、要領が悪く、片付けができないので、家の中は足の踏み場がなく、布団も

敷けない状態となっている。ルールにこだわったり、色違いのTシャツやポーズ違いのキャラクター

人形など気に入ったものはすべて購入する。片方だけの靴下を捨てていいかどうかと悩んだり、子育

てにおいても子どものニーズを受け取れず空回りしてしまう。特に長女である本児との意見対立が多

く、意に沿わないと拳骨で殴ることもある。

⑩　彼氏との携帯電話に熱中し、子どもを放置する事例

　広汎性発達障害の母は、携帯で四六時中、彼氏と連絡し、イヤホンを常に外さずに日常生活を続け

ている。その一方、子どもに対しては放置し、子どもの頭にはシラミが発生するほどのネグレクトと

なっている。児童相談所の担当者の助言もあり、母は精神科通院を始めた。結局、本児は母と離婚を

した父のもとに引き取られることとなった。

⑪　自分の考えに固執して臨機応変な対応ができずにパニックになってしまう事例

　父は広汎性発達障害と注意欠陥多動性障害があるが、本児も広汎性発達障害の特性がある。父の言

うことをわざときかない本児の試し行動に対して、父はムキになって包丁をつきつけ、「殺す」「死ね」

と暴言を吐く。父はこだわりが強い上に、臨機応変な対応ができず、パニックに陥ってしまう。この

父は一人芝居をしているような独特な話し方をし、児童相談所に対しても実現不可能な無理な要望を

出してくるなどかかわりが困難であった。

⑫　予定通りにきっちり物事が進まないと気がすまない母の事例

　母は広汎性発達障害があり、こだわりが強く、予定通りに物事が進まなかったり、きちんとしてい

ないと気が済まないところがある。そのため、６歳の広汎性発達障害の本児が母の意に沿わないこと

をするとすぐに暴力を振るってしまう。また、母は保育園の対応にクレームをつけるなどに執着した

ため、関係者は疲弊した。児童相談所の担当者は離婚した父をうまく活用し、母との交渉の窓口にさ

せて展開を図った。

（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
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たりしてしまう。

【事例の内容と対応】

①　注意欠陥多動性障害で衝動性の高い父が本児の足を持ち２階から逆さ吊りをした事例

　父は注意欠陥多動性障害で、思い込みが激しく、思い立ったらすぐ行動して落ち着きがない特性が

ある。これまでにも父はやはり注意欠陥多動性障害の本児の足を持って２階から逆さ吊りにすること

もあった。父は配偶者と協力体制が組めず、しばしば激しい意見の対立を招くこともある。

②　金銭管理、時間管理ができず、日常生活に支障を来す事例

　広汎性発達障害の母は金銭管理、時間管理ができず、家事ができない。また、見通しの悪さから整

理が苦手で、家の中は不衛生な環境となっている。子どもが怪我をしても病院に連れて行く怪我かど

うかの判断ができない。父も広汎性発達障害であり、母とぶつかり合いになるが、児童相談所は母の

カウンセリングを実施でき、母の子どもへのこだわりの強さが逆に虐待への対応を好転させるきっか

けにもなった。父母の悩みを聞く中で信頼関係ができ、具体的な虐待を回避する方法を考えることが

できた。

③　自分に興味のある話は延々とするが、具体的な指示がないと動けない父の事例

　主な虐待者は定型発達の母であり、言うことを聞かないとライターで本児に火傷をさせる、縄跳び

で叩くなどの身体的虐待を加える。広汎性発達障害の父は母の虐待を制止するでもなく、具体的な指

示をしないと動けない。父は自分の興味のある話は児童相談所の担当者と何時間でもするが、関心の

向かない話題はまったく話が進まない。見通し不足で不安が高い父に、次回の予定の日程と時間を表

記したスケジュール表を渡したり、再統合の見通しやプログラムの内容や条件を記入し、ステップご

との課題を明確にするようにしたところ、父の安定が図られた。

④　目先のことしか考えず、パチンコに浪費し家賃を滞納する事例

　知的障害の母はやはり知的障害を有する中学生の長女と常に同じレベルで喧嘩をする。母はパチン

コに浪費し、家賃滞納をし、家事能力がない。そのため、定型発達の次女が家事を切り盛りする。母

は見通しが持てず、目先のことしか考えられないため、生活の行き詰まりを生み、ネグレクトに発展

する。

⑤　薬の管理、学校の準備をはじめ、家事全般が見通し立ててできない事例

　広汎性発達障害と注意欠陥多動性障害の母は子どもの服薬の管理ができなかったり、子どもの学校

の準備、宿題のチェックができないでいる。また、家の中の掃除ができず不衛生で、食器の洗い物、

洗濯物が山積みになる。食事の栄養管理もなされていない。母は自分のことで手一杯という状態で、

子どもの入浴、服装には無頓着でいる。物事を順序立てて考えられず、大切なものとそうでないもの

の区別ができず、すぐにものを置き忘れたりする。母は児童相談所の担当者と交流はするものの、協

力して問題解決に当たるような関係にまでは発展せず、担当者を自分の都合のよい駒や道具として捉

える様子もある。
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⑥　聴覚過敏で赤ん坊の泣き声にストレスをため、予定変更を契機に虐待に及んだ事例

　広汎性発達障害の母が育児ストレスを高め、聴覚過敏もあるためか、赤ん坊の泣き声に異常に反応

し、精神的な限界に達する。育児協力者の父の帰宅を待っていたが、急に予定変更となり帰宅が遅く

なったことから、母は乳児を机にうちつける身体的虐待を加えた。児童相談所の担当者は医師の助言

を受けながら、母に医療機関への受診を勧めた。そこで母は自分の感情を知ることやストレスの度合

いを察知する具体的な手立てを指導され、SOSを出す方策についても学んだ。そのため、親子交流プ

ログラムや支援プログラムは順調に推移した。

⑦　時間通りの食事が用意できず、ゲームに夢中になる母の事例

　母は注意欠陥多動性障害の特性があるためか、食事を時間通りに作れない。日課がこなせず、量販

店で本児を放置しても平気で、好きなゲームに夢中になったりする。また、本児も注意欠陥多動性障

害の特性があってパニックになりやすく、その際は母も同じようにパニックになってしまう。感情コ

ントロールの悪さから本児に対して暴力や暴言に発展することも少なくない。段取りや計画ができず、

衝動的である上、家事能力が低く、計画的な買い物、日課が予定通りにこなせない。子どもの学校の

準備ができないなどの問題も起こる。児童相談所の担当者は、母にスーパー内のゲームコーナーでの

短時間のゲームは認め、料理まではしなくてもよいがすぐに食べられる食料品は購入してくることな

ど、ハードルを下げたかかわりをした。そして、１日、１週間の日課表を作成し実行させた。さらに、

学校の特別支援学級の教員や学校関係者にも理解を求めた。



－32－

考察

１　発達障害が疑われる保護者の虐待の実情

　本研究の一つの目的は、発達障害を疑われる保護者の虐待の実情を把握するとともに、その家族力

動を理解しながら、パートナーや家族、周囲との関係が虐待そのものにどのような影響を与えている

かを明らかにすることであった。

　本調査は全国の児童相談所に依頼し、94箇所の児童相談所から回答が得られ、計141事例が寄せら

れた。この事例数は分析するに際しては十分すぎるほどの数量であった。ただ、調査対象が児童相談

所に限定されており、回答のあった事例はそこで扱われたかなり深刻な虐待の内容ということもあっ

て、この研究テーマ全体を考える事例としてはやや偏りがあるかもしれない。また、今回の調査では、

発達障害が診断されていなくてもそれが疑われる保護者の事例も回答として求めたため、発達障害の

ある保護者の虐待の実情をどこまで反映しているかは疑問もないとは言えない。しかし、それらの点

を踏まえながらも、本研究では発達障害を疑われる保護者の虐待の実態の特徴や傾向をある程度は明

らかにできたと考えられ、以下のことを考察した。

　まず虐待の種類については、発達障害を疑われる保護者の場合は全国の虐待統計と比べると、心理

的虐待の割合が高いという特徴があった。これは、回答のあった本調査の事例においては、発達障害

の中でも広汎性発達障害の保護者が多かったということも少なからず影響をしていると考えられる。

つまり、そのような保護者は子どもとのコミュニケーションが円滑にいかなかったり、相手の気持ち

を察知し共感することがしにくく、それゆえに心理的虐待にまで至ってしまったのではないかと考え

られるからである。そして、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、本人は意図して虐待しようとは思わなくても、保護者の行為が相手に

どのように受け止められ、どの程度のダメージになるのか等の配慮ができないばかりに、知らぬ間に

虐待にまで発展してしまう。このような虐待のメカニズムが発達障害のある保護者には生じやすいと

言えるのかもしれない。

　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、かなり高率で「見

受けられる」との回答があった。これは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。逆に言えば、虐待のありようを詳細に見ていくと、保護者の発達障害の特性がそこに見て取れる

可能性が高いことでもある。そうであるなら、虐待のケース担当者は、保護者の特徴が色濃く映し出

される虐待の事実関係にまずしっかりアプローチしていくことが求められる。そうすることによって、

虐待と発達障害の特性の関係が理解でき、同時にそこから介入や支援の糸口がつかめるわけである。

　一方、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ないことが多い。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、ますます虐待を深刻化させていく悪循環を生むのかもしれない。

　次に、虐待を加える保護者と子どもの続柄については、父親よりも母親の方が割合としては高かっ
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た。これは、父親が発達障害であったとしても子どもに日常的に接するのが母親である場合が多いた

め、虐待という事態にまでは発展するのが少ないのかもしれない。逆に、母親が発達障害である場合

は子どもとの関係を逃れようがなく、虐待を回避しにくくなるとも考えられる。これに関連して、内

田ら（2005）は、「対応が困難で入院治療を必要とするに至った虐待が絡んだ症例にしばしば認めら

れたのは、母子共に高機能広汎性発達障碍というパターンである」と指摘し、「母親が同じ問題を抱

えているとき、ネグレクトが生じやすく、また周囲との協調が著しく困難なため、虐待の高いリスク

となる」とも述べている。本調査の事例においても、被虐待児である子どもにも発達障害の特性を有

する割合が高かったことを考えると、保護者ばかりでなく、子どもにも発達障害があることで虐待へ

のリスクに加速度をつけると言えるのかもしれない。

　ところで、本調査の事例をパートナーや家族の関係、地域や関係機関との関係などを力動的観点か

ら把握していったところ、いずれの場合も保護者は別個に物事を進めていくなどの協力関係を持てな

かったり、相手との反発や対立を招いたりしやすかった。これは保護者自身の発達障害の特性ゆえに

対人関係の不得手さやコミュニケーション能力の低さとなって現れているとも考えられる。そしてそ

のような保護者は発達障害に加えて、うつ病や反社会的行動などの二次障害を有していることも少な

くなく、子育ての時期に相当なストレスを感じていることは間違いない。ただ、その一方で、保護者

は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あったり、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なかったりするのも特徴として見受けられた。要

するに、保護者の事態の受け止め方にちぐはぐさが見られたり、ストレスを感じながらも周囲に適切

な援助を求められないなど、スムーズな介入がしにくい状況になりやすい。そのため、適切な介入に

至るようにするためには、支援者の方でどの部分に介入の抵抗や停滞が見られるのかをしっかり把握

する必要があり、かかわりの工夫を見いだすことで事態が打開できることも少なくないであろう。

　以上のように、発達障害が疑われる保護者の虐待における障害と虐待との関係は、図１に示したよ

うに、障害の特性そのものが虐待に直接反映する場合もあるが、特性ゆえに子育てが円滑にいかず、

周囲からの支援も得られない状況にストレスを高じさせ、それが虐待の発生や深刻化に向かわせると

いうメカニズムが考えられる。

発達障害の特性
対人能力の障害
社会能力の障害（

（ ）

）
子どもへの虐待

子育てへのストレス
思い通りにいかない

自分のことを理解してくれない
協力者がいない

図１　発達障害が虐待に至るメカニズム
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２　発達障害が疑われる保護者の虐待タイプ

（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、授業参観でほかの保護者が大勢いるにもかかわらず、わが子を拳骨で殴るなどの身

体的虐待をした事例や、おむつ交換時、ほかの人がそばで見ていても平気でわが子（女児）の性器に

触るという性的虐待の事例があった。

　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

ることである。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意外と多い。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。

　社会性がどこか抜け落ちているという印象を受けた典型的なものとして、わが子が感染症に罹り、

本来なら他者に感染する恐れもあることから学校への登校を控えさせるべきところを、平気で登校さ

せたというネグレクトの事例があった。この保護者は自分は間違ったことはしていないと平然として

おり、自分の養育が不適切であったという認識がもてないでいた。

　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でもある。そして、子育てという行

為は、ある面ではそれ自体が社会化されたプロセスを経た行動であるとも言える。つまり、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ことであり、それが子育ての本質であると言っ

ても間違いではない。確かに、それぞれの家庭でいろいろな子育てはあるとしても、大きな視点で捉

えると、「こんな風に子どもを育てましょう」という暗黙の了解が社会には存在している。それこそ

が子育てが社会化された行動であることにほかならない。しかし、このタイプの保護者は自身の社会

性が十分機能しないがために、子どもに社会性を育めないばかりか、子育てそのものが社会性の乏し

い逸脱したものとなってしまいやすい。

（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。

　例えば、乳児を浴槽から出す際に、湯水をタオルでぬぐわずに、子どもを激しく上下に揺すって湯

水を手荒く払い落とすという乱暴な扱いをする父親の事例があった。また、深夜であろうとお構いな

く、子どもに何時間でも一方的に説教をし、子どもは睡眠不足から呆然として心理的に追い詰められ

る事例もこのタイプに加えた。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
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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。そこ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。発達障害を抱える保

護者でコミュニケーションの障害がある場合はなおさらこのようなストレスは大きく、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。

　ところで、本研究においては、乳児ゆさぶり症候群の事例が３件見られた。言葉がまだ使用できな

い乳児の場合は、保護者側の高い共感性によって、乳児の気持ちを推し量らねばならない。ところが

その能力が保護者側に十分備わっていないと、乳児の気持ちを察知できず、その乳児とのかかわり面

で不全感がいっぱいとなって、虐待に発展してしまう危険が高まる。要するに、子育てにおいては保

護者の子どもへの的確な共感性が求められるが、そこでの応答がうまく機能しないとなると、親子間

の情緒交流が成立しにくくなる。あるいは情緒交流ができたとしてもかなりズレが生じた関係となっ

てしまいやすい。

　共感する力が乏しかったり、配慮することが不十分なために、わが子の気持ちや事態を読み間違え

るのはこのタイプの保護者にはありがちで、次の例もその一つである。その事例は子どもが高熱を出

しているにもかかわらず、母親は子どもの顔の表情からでは読み取れずにそのまま放置していた。と

ころが、その母親はわが子が転んで足をすりむき血を流した場面では大袈裟すぎるほど騒ぎ立て、学

校に対してもクレームをつけた。周囲からはこの母親の自分勝手さにあきれ果てたが、母親からする

と、子どもへの高熱は共感性がうまく機能せずに読み取りにくかっただけで、血が出ている怪我の場

合は視覚的にもわかりやすく、母親は容易に共感できたという背景があったのかもしれない。

（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、日常の食事は作れるが、離乳食については何時間かけても作れず、乳児であるわが子にい

つまでたっても食事を与えられない事例があった。別の事例においては、一度に同時処理が苦手であ

り（例えば、２つのお鍋を同時にコンロにかけて料理することができない）、何かに熱中していると

きにはそのことばかりに気をとられ、わが子には注意が及ばずにネグレクトとなってしまうというも

のもあった。知識が不足している例としては、わが子（女児）が父親から性的虐待の被害を受けてい

ることを知ったものの、どのように対処していいのか、どこに助言を求めていいのかまったくわから

ず、そのまま放置しているというネグレクトがあった。

　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
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る。子どもの体調によっても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といった特性をもっている

保護者の場合などは、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ので

はなかろうか。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。子育ては育児書ど

おりには決していかないし、育児書にないことも山ほどある。ある事例の母親は、子どもが２歳にな

るまでは母乳で育てることにこだわり、その育児方法を頑強に押し通そうとした。母乳が適量に出る

のであれば問題はないが、その母親の場合は母乳が足りなかった。保育所の保育士も、搾乳機で絞り

出す母乳だけでは不足していることに危惧を抱き、人工ミルクに切り替えることを勧めたが、母親は

断固として応じようとしない。結局、子どもの体重が発達曲線を大きく下回り、このままでは生命の

危機も心配されるということで、児童福祉法28条も視野に入れて対処せざるを得なかった。

（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、それを子どもや周囲にも強要することから、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。

　その例として、個数や回数という数字にこだわり、常にGPSで居所を確認しなければ気が済まない

父親の事例があった。その父親は家の中のルールを事細かに設定し、それを守らないと激しく怒って

身体的虐待を加えた。別の事例では、子どもの学習には関心は高いものの、漢字の撥ねや払いという

細部にばかりこだわり、少しでも間違うと最初からやり直しをさせ、深夜遅くまで学習を強要するも

のもあった。あるいは、朝の排便、午前３時からの早朝学習、節約の仕方などの厳格な日課を守らせ

る事例も見られたが、いずれもこのタイプに入れられる。

　ここでのこだわりは、単に興味や関心が高じたというレベルを通り越し、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。例えば、家計が困窮しているにもかかわらず、高級車やオーディ

オをローンで購入して養育に関しては無関心というような事例である。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。このこだわりの

強さと柔軟性の欠如、共感性の乏しさは養育の問題を考える上で、どちらが原因でどちらが結果かは

わかりにくいが、互いにそれぞれを強化させていってしまうことは確かである。そうなってしまうと、

外部からの子育てへの支援や介入についてはすんなりと受け入れてくれず、援助する職員との間での

抵抗やトラブルが発生しやすくなる。

（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
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表出させたりしてしまう。

　具体的には、料理の手順が悪いためにいつまで経っても食事ができずに子どもをネグレクト状態に

させる事例や、時間の管理、金銭管理ができず、子どもを学校に登校させられないなどの日常の生活

面での不適切さも顕著になってきた事例があった。中には、大事なものとそうでないものの取捨選択

ができず、家中がゴミ屋敷の不衛生な状態に陥っている事例もあった。

　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。ある父親はカッとなって、幼いわが子の足首を持ち、２階の窓から逆さ吊り

にするなど非常に危険な身体的虐待までに至ったという事例もあった。

３　サポートと支援のあり方

　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を挙げたが、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点である。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たりしてしまう。

　そこで、このような保護者を支援する際には、援助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かかわればいいのかに気づくこともできる。具体的には、口頭だけではなく、

図で示したり文章を記述するなど視覚化を図ったり、具体的でわかりやすいアプローチを工夫する。

時には、法律や規則を呈示し、行動規準を明示することも効果的である。そして、彼らを孤立させずに、

パートナーをはじめ、家族や地域の者に適切な協力者を見つけていったり、療育手帳の取得やジョブ

コーチなどの利用できる資源の活用も積極的に取り入れていくことも大切である。さらに、保護者が

自身の発達障害の認識が乏しい場合や二次障害で苦悩している場合などは、医療機関との連携や活用

を行いながら、どこかで障害告知をするタイミングを図って事態の改善を目指していくことも重要で

ある。

　本調査においては、保護者の生活のつまずきに援助者が理解を示し、そこへの支援を心がけたこと

が効果的な対応となったと回答する者が多かった。子育ては生活の一部であり、そこから切り離して

は決してうまくはいかない。発達障害を抱える保護者の子育てを円滑にいかせるためには、その人の

生活全体を見渡した包括的な理解が必要である。そして、生活をしていくという視点に立てば、それ

は定型発達者であろうと発達障害者であろうと、誰しもが行うことであり、誰しもができることでも

ある。その毎日の生活を少しでもスムーズにさせていくことが支援の大きな目標になる。そして、生

活の中に“流れる”という感覚が生まれてくれば、より望ましい質の豊かな生活となる。今日はでき

なくても明日できるかもしれない、明日できなくても明後日できるかもしれない、という連続性こそ

が生活をする実感となり、そこにはこだわりからの解放や臨機応変な柔軟性、遠い先までの見通しが

生まれる。そうすることによって、子育てにおいて何より重要な情が流れ、情が育まれていくのである。
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まとめ

　発達障害は今さら言うまでもないことであるが、脳の器質的な障害である。従って、その特性は子

ども時代にだけ限定して出現するわけではなく、その後の青年期や成人期、老年期までの生涯にわたっ

てそれが持続する。ただ、そのときどきの発達課題との関係で、障害の特性が際立ったり陰を潜めた

りする。そんな経過の中で、子どもから大人になり、やがては結婚して子どもをもった場合、避けて

通れないのが「子育て」という課題である。

　子育てという養育場面は、ほかならぬ発達障害を抱える人にとってはこれまで直面してきた課題と

はまた別の意味での乗り越えにくさやつまずきになってしまう。ただ、その乗り越えにくさやつまず

きのあり方は障害の特性の内容や程度によっても千差万別で、その人個人のパーソナリティによって

も違ってくる。ある意味では、子育てには人によってそれぞれ違いがあるのが当たり前で、発達障害

があろうがなかろうが大差はない。ただ一つ言えるとするならば、障害の特性があるゆえに乗り越え

にくさやつまずきの振幅が大きくなることは確かであろう。それが彼らを苦しめていると考えてはど

うだろうか。

　子育てとは対人的能力や社会的能力をうまく使いこなしながら、子どもにその能力を育ませていく

営みである。発達障害を抱える人はそれに関係する能力が十分に備わっていないという特性があるゆ

えに、子育てに困難を生じる。ましてや現代の家族は核家族化が進み、子育ては誰の協力も得られず

に保護者だけがするという孤立化を招く傾向にある。あるいは地域とのつながりも希薄であることか

ら、子育ては社会性をもつどころか、非社会的な特殊な行為となってしまいかねない。そうなると、

保護者はますます子育てにストレスを抱き、結果として不適切な養育や虐待に事態が進んでしまう。

　本研究では、発達障害が疑われる保護者がいかに子育てに苦悩し、ストレスを感じて、それが虐待

にまで至っているのかをある程度は明らかにできた。また、そのような事例へのサポートのあり方に

ついても、従来の虐待への介入や支援とはやや違う観点も効果的であることを示してきた。ここで得

られた成果が少しでも多くの虐待の援助者に共有でき、今後ますます保護者への適切な支援に発展し

ていくことを期待したい。

　最後に、本研究の調査に協力いただいた児童相談所の皆様に感謝を申し上げたい。
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