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Ⅰ．はじめに

児童虐待が大きな社会的問題になり、児童相談所（以下、児相）で扱う児童虐待事例は年ごとに増

加し続けている。平成16年度、全国の児相における児童虐待相談件数は33,408件で、平成11年度の11

倍にのぼった。この約１割が家族との分離が必要と判断され、児童養護施設等の児童福祉施設に入所

している。こうした子ども達の多くは、心身の発達や情緒、行動面等にわたって深刻な問題を抱えて

おり、ゆえに入所後の日々の援助には多くの困難が伴うことになる。このような子ども達の児童養護

施設への入所は年々増加し、全国の児童養護施設入所児の中で被虐待児の占める割合は５割を超え、

都市部では８割を超える施設もある。児童養護施設に入所する子ども達の保護者への対応、また対応

が極めて困難な子どもへの援助について、日本子どもの虐待防止研究学会（JaSPCAN）では、平成

14年に大都市部70カ所の施設（回答のあった施設は51施設）を対象とした実態調査を実施している

（JaSPCAN虐待に関する制度検討委員会、2003）。対応困難な子どもについて、98％の施設が5年前よ

りも増加していると感じており、「他児への暴力・いじめ」「精神不安定な言動」「パニック」が困難

な内容の上位を占めると報告している。また、６割の施設で職員のバーンアウト、ないしは過重な負

担状態が生じているとしている。日々子どもの問題に振り回され、対応が追いつかずに、施設崩壊の

危機を感じている施設職員も少なくないと聞く。

児童養護施設職員に限らず、児童相談所職員など児童虐待に関わる専門職の専門性の向上が喫緊の

課題といわれ、平成12年に施行された児童虐待防止法では、国及び地方公共団体の責務として職員の

資質の向上を図ることが明記された。これを受け、子どもの虹情報研修センター（以下、センター）

が平成14年に開設され、様々な研修を実施し、その充実に努めている。

児童養護施設対象の主な研修としては、開設年から実施されてきた「児童養護施設職員指導者研修」

（３泊４日の研修で、年２回実施、平成17年度は１回実施）と平成17年度から始まった「児童福祉施

設指導者合同研修」（２泊３日の研修）がある。研修の受講にあたって、事前にいくつかの質問で構

成されたアンケートに答えていただき現状の把握や受講者の課題の共有に役立てることとしている。

その中に「日々の仕事にどれほど困難を感じますか」という質問項目があり、「感じていない」「やや

困難」「かなり困難」「解決できないほど困難」の４段階で回答を求めている。結果は毎回同様の傾向

を示し、参加者の半数近くが「かなり困難を感じる」以上であり、「やや困難」も含めると８割以上

に上る。続いて「感じていない」以外の回答者に「何に困難を感じるか」尋ねると、毎回必ず「子ど

もが起こす問題」が最多回答となっている。先述した困難状況がこうした結果に反映しているといえ

よう。参考までに平成17年10月に実施した「児童養護施設職員指導者研修」の結果を図１と図２に示

す。

研修では現場の状況や抱える課題を踏まえて、受講者の要請にそった「講義」と現場の事例を素材

に討議を行う「事例検討」を研修プログラムの柱としている。実際の事例にそって有効な視点や対応

の工夫等を具体的に検討することを繰り返すことは、現場に根ざした職員の資質向上につながると考

えている。センターでは「事例検討」に向けて、受講前の課題として、自施設で関わっている児童虐
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待の事例について、「援助が困難で困っているケース」か「比較的うまくいったケース」のどちらか

一事例を選び、その概要を記載して提出することを求めている。集まった「事例の概要」の中から

「事例検討会」での検討事例が選ばれ、本人（当該施設）承諾の上検討会で報告していただき、受講

者同士で討議を深めることとなる。各研修会で50から60ほどの「事例の概要」が集まるが、問題の傾

向など全ての「事例の概要」から読みとれた情報を簡潔にまとめて、研修会の中で受講者に報告する

ようにしている。

本研究は、過去２年間にわたって寄せられた「事例の概要」について、改めて整理、分析を試みた

ものである。過去２年間に提出された「事例の概要」は全206例にのぼる。「事例の概要」から読みと

れる情報には限界があるが、入所に至るまでの生育歴上の特記事項、施設職員が対応に苦慮する子ど

もや家族の問題、それらに対する援助体制や取り組みの工夫等を抽出し、整理、提示することが目的

である。複数機関から提示される取り組みを共有することで、子どもの援助過程で生じやすい困難状

況を理解し、未然の対処や改善の手立ての検討のための資料として役立てばと考える。
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Ⅱ．分析方法

１．「事例の概要」について

「事例の概要」の記載用紙を表１に示す。事例の記載にあたっては、個人情報保護に充分配慮して、

個人名、機関名、具体的な日付等個人特定につながる記載については省略あるいは変更を求めている。

記述者は本人が所属する施設で関わっている、あるいは関わった児童虐待事例を一つ選び、用紙の項

目に沿って記述する。その際「援助が困難で困っているケース」（以下、「困難事例」）か「比較的う

まくいったケース」（以下、「うまくいった事例」）を選択して記入する。

分析の対象になる事例数は206事例であり、「困難事例」が142事例、「うまくいった事例」が64事例

であった。「事例の概要」の分析の際には、「事例の概要」に記載されている施設名及び記述者氏名は

あらかじめ消去した上で分析を行った。

２．事例の分析

内容の分析にあたっては５名の研究員があたった。全て心理臨床と児童福祉に通じた者である。

「事例の概要」は自由記述であるため、そこから読みとれる情報には限界がある。全てに目を通した

上で、全員が共通して読みとり可能であると判断された事項のみを扱った。それらを①対象児の情報、

②生育歴、③問題行動や症状等、④援助経過からの情報に分けて以下に示す。これらの事項を基に分

析を行った。

①対象児の属性：性別、入所時の年齢（学年）、現在の年齢（学年）

②生育歴について：記述から読みとれる生育歴上の特記事項としては、家族との分離体験の有無

とその年齢、被虐待体験の有無と種別である。家族との分離体験は、親の離別や現施設入所前

の施設入所経験など親と離れて暮らした経験である。具体的には、親の離婚、親の行方不明、

現施設入所前の施設入所や里親委託、親との死別、その他（親の入院等）である。虐待種別に

ついては、「事例の概要」にある虐待種別の欄の記載及び生育歴上の記述から、「身体的虐待」

「ネグレクト」「心理的虐待」「性的虐待」のいずれかの被虐待体験の有無を調べた。なお一つ

の事例で複数種の虐待が評定される場合もある。

③問題行動や症状等について：入所時の問題、及び経過中あるいは現在生じている子どもの問題

については、記述量が多く内容も多岐に及んでいた。そこで、事例概要から記述された問題を

全て抜き取り列挙した。その上で、同様の内容をまとめ、全63項目に整理した。さらに全項目

を「生活上の問題」「身体的問題」「情緒・行動上の問題」「非行・逸脱行動」「友人関係での問

題」「職員・大人との関係での問題」「学校生活での問題」の７カテゴリーに「家族との関わり

で生ずる問題」を加えた８カテゴリーに分け、問題行動リスト（全63項目）を作成した。これ

らを表２に示す。

④援助経過からの情報：入所時の問題（上記の問題行動リストにもとづいて整理）、現在の問題

（問題行動リストにもとづいて整理）、在籍期間、措置変更の有無、施設形態（大舎、中舎、小
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舎）である。次に在籍期間が５年以上で、記述者が「うまくいった事例」と判断されている事

例についてのみ、役に立った取り組みとして記述者が挙げている要因（「事例の概要」の最下

段のb）、及び経過記述から分析者が有意味な取り組みや工夫と判断した要因を抽出した。後者

については３名の分析者がそれぞれ抽出した上で、３名が一致した要因のみに整理した。５年

以上としたのは、長期入所であることから子どもや家族が抱える問題がより深刻である可能性

が高いこと、長期にわたるゆえに援助の工夫や苦労が記述されているケースが多いと判断した

からである。
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Ⅲ．結果と考察

１．「困難事例」と「うまくいった事例」の比較検討

ここでは、「困難事例」群（142事例）と「うまくいった事例」群（64事例）間で以下の事項につい

て比較検討を行う。男女比、虐待種別、家族との分離体験、入所時の平均年齢、記述時点での平均年

齢、平均在籍期間、施設形態種別の７事項である。「事例の概要」に記載された事例が「困難事例」

であるか「うまくいった事例」であるかは、記述者の主観的判断によるものである。判断基準は記述

者それぞれで異なり、客観的基準に基づいたものではない。この点については（３）で考察するが、

実際の援助場面において、援助者自身の主観的な判断や感じ方は、援助過程に影響をもたらす重要な

要素と思われる。以降の考察はこの点を踏まえて進めることとする。

まず「虐待種別」について、「困難事例」群と「うまくいった事例」群内に占めるそれぞれの虐待

種の割合を比較した。結果を表３に示す。いずれの虐待種別について有意な差は認められなかったが、

「困難事例」においては「ネグレクト」を含むケースの割合が最も多く、「うまくいった事例」では

「身体的虐待」を含むケースの割合が最多であった。「身体的虐待」は目に見える傷が残るなど周囲に

緊急性や深刻さを抱かせやすいが、それに比べ、「ネグレクト」は一般的にそうした感覚を抱きにく

い傾向がある。しかしこの結果は「ネグレクト」ケースへの援助はより困難が伴うことを示すもので

あり、「ネグレクト」がもたらす影響の深刻さを示唆しているといえよう。

次に、「分離体験」について、親の離婚や行方不明、現施設入所前の施設入所や里親委託、親との

死別等、親と離れた体験の有無を調べたところ、「困難事例」群において、乳幼児期の分離体験が目

立った。そこで３歳までに親との分離体験があったケースの割合を二群間で比較した（表４）。結果

は分離体験があるケースの割合は「困難ケース」に有意に多く、顕著な差異が認められた。分離体験

の内訳は「離婚」が30.3％、「施設入所等」が29.6％、「行方不明」が10.6％、「死別」が2.8％、「その他」

が4.9％であった（表４）。二群間で比較すると「離婚」のみが有意に高かった。両親が離婚にいたる

までには、その関係が安定していたとは考えにくい。３歳以下という人生初期の養育環境の不安定さ

や離別体験は、基本的信頼感の獲得や自律性の獲得（Erikson,1964）などといった子どもの初期発達

過程に少なからざる影響を与え、初期発達過程で培われるべき心的基盤形成の脆弱さが施設入所後の

援助の困難さと密接に関係するように思われる。この結果は分離体験への着目の必要性を示唆してい

るが、単にその有無のみでなく、乳幼児期の養育者との関係性がどうであったかの理解を深めること

が重要となろう。なお３歳以内での措置変更の有無を両群で比較したところ困難事例に多い傾向が見

られた（表５）。ケースの抱えた問題が深刻ゆえに家庭に戻すことができず、措置変更が必要であっ

たといえようが、措置変更時の環境の変化、特に愛着の対象であった援助者との別れがもたらす心身

への影響も充分に視野に入れる必要があろう。

続いて、男女比、入所時の平均年齢、記述時の平均年齢、平均在籍年数、施設形態のそれぞれにつ

いて、両群間で比較を行ったが、これらの全てにおいて有意差は認められなかった（表６）。従来か

ら「入所が早ければ回復が早い」あるいは「援助には時間を掛ける必要がある」と言われることが多
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い。このことから「うまくいった事例」の方が、入所時平均年齢が低く、平均在籍年数が長いという

結果を想像しやすい。分析結果はこれに反するものであったが、この原因の一つに、重篤なケースほ

ど入所が早期で、長期の援助を必要とし、こうしたケースは重篤ゆえに「困難事例」に集まった可能

性をあげられよう。つまりケースの重篤度が異なることで早期の援助や長期的援助といった取り組み

の効果を相殺した可能性である。従って、この結果は、より早期に援助することや時間をかけて援助

していくことの重要さを否定するものではないと考える。

ここで、記述時年齢については、さらに詳細に検討するため、年齢別（就学前と各学年）のケース

数を調べ、その数の各群内で占める割合を比較した。結果を図３に示す。「困難事例」群は小４から

高３という思春期周辺に多く分布しており、入所児の思春期問題が援助の困難さに通じていることが

窺われる。一方「うまくいった事例」群は小３と小４に集中する傾向がみられる。子どもの心的発達

過程において、小３、４年時は、それまで及びそれ以降に比して情緒行動等が安定し、社会性の発達

が進む時期（杉山、2005）と言われている。さまざまな問題を抱えて施設に入所する子どもたちも、

一定の援助期間を経て、それまでに比して適応的な行動がとれる時期と考えられ、援助者は「うまく

いった」と判断しやすいのではないかと思われる。しかし、小学校２年時までに入所し、現在小学校

５年以上の「困難事例」（26事例）の援助経過記述を分析すると、小３、小４年時に「良くなった」

や「安定した」など肯定的変化の記述があった後、小学校５年以上で問題が多発した事例の報告が10

例（38.5％）に上った。これらは、この時期の安定を全ての問題の解決と安易に判断してはならず、

根底にはなお本質的な問題を抱えている可能性のあること、その上で今後生じるかもしれない思春期

の揺れを十分に吟味することの必要性を示すものである。現在の子どもの問題行動の有無にとらわれ

るのでなく、子どもの全体状況及び家族の状況を把握し、その子の抱える本質的なテーマを検討し、

今後に起こるであろうこと、特に思春期を視野に入れた見立てが重要といえよう。

２．「困難事例」における問題行動について

「はじめに」で述べたように、児童養護施設の援助者は子どもの問題行動への対応に困難さを強く

感じている状況にある。ここでは、「困難事例」に絞って、入所時点の子どもの問題行動、及び記述

時の問題行動について、問題項目リストを用いて整理、検討する。まず入所年齢時を就学前、小学校

低学年（小１～小３）、小学校高学年（小４～小６）、中学校時に分け、それぞれの子どもの問題行動

項目（「家族との関わりで生ずる問題」カテゴリーの項目を除いた54項目を用いて整理）がその年齢

群の中で占める割合を調べた。結果を図４－１～４－４に示す。就学前では「生活習慣の乱れ・未確

立」、「情緒行動の不安定さ」、「落ち着きのなさ・集中困難」、「思い通りにならないときのパニック」

が高い割合を示した。小学校低学年では、「知的・学力の遅れ」が高く、小学校入学後にこの問題が

顕著となり、入所時の主要な問題になることが窺われた。小学校高学年では、「盗み」が非常に高い

割合を示し、ついで「生活習慣の乱れ」「情緒・行動の不安定さ」が高かった。この時期にいたって、

非行が入所時の問題行動にあがってくることが分かる。中学生年齢では、問題行動の分布が多岐にわ

たるようになり、その中で特に｢盗み｣「虚言・ごまかし」｢徘徊･放浪｣といった非行問題や「生活習
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慣の乱れ」、「不登校･登校しぶり」、「友人関係の持ちにくさ」が高い分布を示した。加齢に従って、

入所時に示す問題が、生活上の問題や情緒行動上の問題から学校の問題、そして非行へと問題場面が

拡大、多様化していく傾向が読み取れる。

次に、「事例の概要」の記述時点での問題行動や症状等について、記述時点年齢を就学前、小学校

低学年（小１～小３）、小学校高学年（小４～小６）、中学校時に分け、それぞれの問題項目（全63項

目）がその年齢群の中で占める割合を調べた。結果を図５に示す。記述時点での問題であるため、記

述者が「援助が困難で困っている」と感じることに直接通ずる問題の諸相ということができよう。就

学前児童の援助にあたっての問題として、「家族との音信不通」や｢家族と援助の同意が得られない｣

が多く、子どもの問題よりも家族とのつながりにおいて困難が生じていることが分かる。小学校低学

年でも、「家族関係が不安定」や「面会に来ない」といった家族の問題に加え、「食行動の問題」、「落

ち着きのなさ」「虚言・ごまかし」「学力の遅れ」など集団不適応の問題が生じていることが分かる。

小学校高学年では、「友人とのけんか・トラブル」｢年少者や弱者へのいじめ・暴力｣の割合が上がり、

続いて「不登校・登校しぶり」「盗み」「無断外出・徘徊・放浪」が高位であった。小学校低学年の集

団不適応の問題に加えて、友人間の暴力やいじめの問題が生じてくることが窺われる。中学生ではこ

の傾向がより顕著となり、「盗み」と「年少児や弱者へのいじめ・暴力」が他の問題行動に比べて飛

びぬけて高い割合を示す。同時に非行問題は多様化し、「無断外出・徘徊・放浪」「喫煙・飲酒」「性

的逸脱行動」などが見られるようになる。また職員との関係で「過度な要求、身勝手さ」や「職員へ

の暴力」が目立つようになる。横断的な把握であるため、年齢群の問題内容を時系列での質的変化と

して捉えることには無理があるが、集団不適応から弱者へのいじめ、暴力へと問題は推移し、併せて

非行や不登校等の思春期問題が拡大していく傾向が推察される。小学校２年時までに入所し、現在中

学年齢以上の事例が15例あったが、援助経過の中で集団不適応→弱者への暴力やいじめ→非行あるい

は不登校等の思春期問題という推移を示した事例は９事例（60.0％）であった。なお、その中で思春

期年齢の非行の中に性的問題が生じた事例は４事例（26.7％）であった。

３．「うまくいった事例」の分析

（１）「うまくいった事例」の意味するところ

ここでの分析対象は、在籍期間が５年以上の23事例である。結果を考察するに当たり、まず、ここ

でいう「うまくいった事例」とはいかなる事例なのか、について考えておく必要がある。本稿におい

ては、これまで「困難事例」と「うまくいった事例」を対比して考察をおこなってきたが、両者の事

例を読み込むと、「うまくいった事例」として提出されても、実際は多くの困難を伴っている場合も

ある。両者は重なり合っており言葉から受ける印象ほど対極概念ではないことが分かった。紙一重と

いってよい場合も多い。例えば「うまくいった事例」の中に次のような事例がある。独特の性格と対

人傾向があり、入所した小学時代から高校卒業まで、他の入所児童と交わることがほとんどなく、担

当職員にも燃え尽き症候群が見られた。不登校、拒食・偏食、自傷行為など多彩な状態がずっと続い

た。この事例は、希望の進学を果たし、家庭引取りという肯定的な要素を含んだ経過をたどったが、
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自傷行為などは続き、職員としては、この子の将来に対する不安や、もっと何かできなかったかとい

う悔いもあるという。こういったケースは決して例外ではない。こうしたことから考えるに、「うま

くいった事例」とは「困難のなかった事例」とも「問題の全てが解決してよくなった」という事例で

あるともいえず、むしろその逆で、非常に困難で苦しんだ時期のある事例、あるいは、本質的な困難

や重さを抱え込んできた事例だということである。ちなみにこの23事例中、３歳以下で分離体験のあ

ったケースは実に11ケース存在した。これは「困難事例」のそれよりも高い割合を占めている（分離

内容の内訳は、「離婚」７、「施設入所等」８、「行方不明」０、「死別」１、「その他」０である）。こ

のことは、26例の中には大きな課題を抱えた事例が高い割合で含まれていたことを示しており、援助

が困難で苦しんだ時期があった可能性は高い。その困難な時期とのコントラスト、永続的な困難や重

さと現在の状況とのコントラストにおいて、「比
b

較
b

的
b

うまくいった」と感受されていると思われる

（「あのときの大変さに比べれば／このケースが本来抱えていえる大変さに比べれば、今後もいろいろ

あるかもしれないが、まあ、まずはよくやったといえる」など）。ゆえに、提出を求められる時期が

前後していれば、「困難事例」として提出された可能性も十分考えられる。逆に、そのようなケース

だからこそ、その分析により、「うまくいった事例」として感受されるのに関与する要因を抽出する

ことができ、かつ意味があろうと思われる。

（２）内容の分析

23事例について、記述者が役に立った取り組みとして挙げている事柄、および３名の分析者が共通

して有効だと読み取った事柄を列挙した（表７）。さらに類似する事柄をまとめたところ、以下の５

つのカテゴリーに分けられた（表７）。

①関係者（施設内・外）の利用・連携：もっとも多く（18例）のケースで言及されたのは、施設

内のチーム（担当保育士、指導員、心理士、管理職）のみならず、外部の関係者（児童相談所

ケースワーカー、精神科医、医療ケースワーカー、家族、家族の生活保護担当、学校の先生、

職親的存在、里親等）をも巻き込み、息抜きや相談をしながら、子どもや家族への理解を折に

触れ確認したり見直したりする動きについてである。虐待問題は一援助者や一機関で対応でき

るものではないことはつとに指摘されているが、まず周囲の大人同士が支えあう重要性がここ

でも示されている。このような内外の関係が長期間持続できさえすれば、改善の度合いや状態

像の絶対値とはまた別の次元で、「うまくいった」との感覚に繋がりうる。

②核になり、しっかり受け止めてくれる信頼できる大人とのかかわり：14例で認められた要件で

ある。①のような、チームの重要性に異を唱える人はいないだろうが、これが有効に機能する

のも生活の中で誰かが責任を持ってしっかり子どもとかかわっているという前提があってこそ

である。子どもにとって有意味と考えられたかかわりの内容は、表面上はさまざまである。

「言い訳でもじっくり聞き入れ、気持ちを理解する」「幼いところも否定せず受け止める」「パ

ニックを受け止め、気持ちを言語化できるようにかかわる」などの、いわゆる受容的なかかわ

りにより安定したと思われる場合もあれば、逸脱行動のたびに職員とぶつかり合い、この施設
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にとどまるか否かも含め、現状と将来について突き詰めた話をするなどの対決的なかかわりが

本人の主体的選択の契機となり、改善に繋がったという例もあった。受容と対決は表裏をなす

が、どちらが前景に出るにせよ、子どもからすれば、個としての自分をきちんと認め、受け止

めた上で、やりとりをしてくれる大人がいるということになろう。

③その子の発達状況や特徴、そのときの状態に適した課題、場の提供：不登校児の通級教室、特

殊学級、授業への部分参加、年長児の多い寮から同年代の多い寮への移動、小規模グループケ

アへの移行など、本人に合った環境が見出されることで落ち着いた例が見られた。何が合うか

を初めから見抜けなくとも、本人と援助者が試行錯誤しながら見出していくという過程自体が

意味を持つのであろうと経過からは推察された。10例で認められた。

④その子の良い素質や得意とするところを見いだし、周囲から認められる経験：さまざまな不安

定要素や問題行動があったとしても、「もともと人なつこいところがあり、何らかの役割が与

えられるとそこに集中して頑張れる」「スポーツは得意で、レギュラーになり、他の保護者か

らも期待される」「誕生会で担当が作っていたケーキ作りに興味を示し、趣味が広がった」な

ど、本人の見所や関心の持てる領域により、周囲から認められることが不安定な時期を乗り越

えるのに一役買っていたケースがある。これらの美質の有無は、援助者側の意欲の持続に大き

くかかわると思われる。先述された、「３歳以下の分離体験の有無」の有意差は、このような

美質の形成と関係しているのかもしれない。ともすると種々の「問題」により見失われがちで

あるがゆえに、このようなものを見出したり見据え続けること自体が援助者の努力の対象であ

るといえるであろう。「困難事例」の「困難」には、これらを見出し、かつ見据え続けること

がより困難である（＝より多くの意識的努力を要する）という側面があるように思われる。６

例で認められた。

⑤根気と時間をかけた対応：8例で認められた要件である。「すぐに結果を求めずに、根気よく対

応した」「善悪のけじめをしっかり伝え続けた」「暴言を吐いたり、１、２週間口を利かない状

態も再三あったが、気長く受け止めていくことで担当との関係が確かなものとなってきた」

「いつも見ていることを伝え続けた」など、目に見える効果への期待を少し脇に置いた、気長

な対応への気構えがなされていることが窺われた。

以上の①～⑤は相互に有機的な関連をもっている。子どもの美質（④）や子どもに合った状況設定

（③）は、関係者の知恵を集めた複眼的な思考やチームワーク（①）によって発見・持続されること

が多いし、核になる大人（②）の根気ある対応（⑤）も、そのようなチームやそこで得られた理解

（①）、子どもの美質（④）によって支えられる。一方、そもそも子どもとのぎりぎりのところでの受

容や対決（②）がなければ、関係者間での協議や連携に役立ちうる子ども理解の情報（①）にはなり

えない…などといったようにである。

－9－



Ⅳ．総論

本研究は、質問紙調査法や面接法のようにある目的に沿っての質問項目があらかじめ用意されてい

るのとは違って、研修目的で作成した「事例の概要」シートに記載された自由記述から読みとれた事

柄を分析対象として整理、検討したものである。従って、子どもの援助において、検討すべき重要な

事項はこの他にも多様にあろう。しかし一方で自由記述ゆえに援助者が重要と認識している内容、ま

た援助者が着目しやすい内容が浮かび上がってくる利点もある。それを踏まえた上で、本研究の総論

として、以下の４点についてさらに検討を加えることとする。

１．乳幼児期における養育者との関係の把握

結果と考察では、３歳までの分離体験が「困難事例」に多くみられ、乳幼児期の分離体験の把握の

必要性について考察した。分離体験は乳幼児期の環境の変化という点では大きな意味を持つが、そこ

に至る家族の状況、分離時の状況、その後の同居者からのフォローアップの状況等、養育者との関係

の変遷を丁寧に捉え、その子の人や環境への信頼と安心の感覚がどの程度育まれているかの理解が必

要であろう。昨今児童虐待ケースの入所が増加し、その多くが緊急性の高い状況で入所に至っている。

児童相談所は迅速な対応が求められ、自ずとリスクアセスメントが重要な位置を占めることになる。

一方でケースの全体像の理解、特に乳幼児期の生育歴や家族状況の歴史についての把握が充分でない

ケースが増えつつあると聞く。この点は「児童養護施設職員指導者研修」の事例検討の中で繰り返し

話題になっていることの一つでもある。入所前に、施設と児童相談所とが、ケースの理解に向けて充

分に検討し、理解と方針を共有することが重要で、特に乳幼児期の親子関係の把握は重要との認識を

持って、足りない情報については改めて調査を依頼するなどが必要となろう。重篤なケースで援助が

困難になるケースほど、このことの重要性が増すことを本研究結果は示している。

２．小学３、４年時にみられる状態の変化

「困難事例」と「うまくいった事例」の比較検討、及び「困難事例」の分析から、小学３、４年時

は援助経過の中でそれまでに比して適応的な行動がとれるようになり、状態が安定するケースと、弱

者への暴力やいじめ、そして非行などの問題が生じ始めるケースに分かれることが示された。小倉

（2006）は、小学校３、４年の子について、「この自分はこの自分でしかありえない、自分以外の人間

にはなりえないのだ」と個を強く意識するようになると同時に「この自分はその他大勢の中の一人な

のだ」という感覚を強く抱くと述べている。家族から離れて暮らさざるを得ない児童養護施設の子ど

も達にとって、他人と比べて自分を意識するとき、強い疑惑と否定的な思いを抱きやすいことが想像

される。古谷他（2006）は、児童養護施設の子ども達が10歳前後になって「自分たちのことを『家庭

がない』という『欠けている存在』として、劣等感をもって養護児童であることを意識し始める」と

述べている。この年齢から顕著になってくる逸脱行動の背景には、こうした「他人より劣った独りぼ

っちの自分」という強く否定的な感覚が色濃く存在しているといえよう。
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杉山（2005）は、小学校中学年は、自分の属する集団に求められる行動を把握し、社会化が進む時

期であると述べている。子どもが帰属する社会集団への認知が高まることは、同時にそれをどう認知

するかによって集団内での行動スタイルの有り様が異なることも意味する。この視点に立てば、学校

や施設で認められる行動を大切と認識した子どもは、適応的な行動をとりやすく、一方弱者への暴力

や職員への反発や非行など行動化が生じ始めるケースは、健康的な社会集団に適応しようとする意志

が充分に育ち得なかった結果と考えられる。社会化への意志が子どもの中に育つためには、健康的な

社会集団で健康的に振る舞う導き手としての援助者との絆が充分築かれていることが前提となる。施

設に入所する子どもの多くは、もともと大人との良い関係に触れていないため、絆の形成には相当の

エネルギーが必要となるのは言うまでもない。しかしこうした導き手としての援助者との絆作りが不

充分であれば、「他人より劣った独りぼっちの自分」をより強く意識し、逸脱した行動へと傾斜する

可能性を高めてしまうといえよう。さらに、所属する施設の子ども集団に、例えば年長の力のある子

ども達の弱者への暴力による支配等、力による支配構造の文化が潜んでいたとすれば、生きるために

はこうした力支配の文化を取り入れ、弱者への暴力や職員への反発といった逸脱行動への傾斜に拍車

を掛けることとなろう。特に被虐待児の家族関係では力による支配がみられることが多く、そこで生

きた子どもには馴染みでもある。いずれにせよ、所属する社会集団でどう生き抜くか、生きる術とし

て何が必要かが重要なテーマとして認識し始める年代ということである。

またこの年齢で健康な社会化が進んだ場合であっても、こうした安定がその子の抱える全ての問題

の解決と考えてはならない。彼らの抱える本質的な問題として、家族の問題、特に子どもの心の中で

家族をどう捉え直すのかといった重大なテーマが残されている可能性が高いからである（この点につ

いては３でさらに検討する）。そのため思春期に入り、自分や家族を振り返り収めようとする過程

（増沢、2000）において、再び不安定になりやすいことを理解しておく必要がある。多忙な施設内の

援助状況において、子どもの安定は、援助者の注意や関心を他の手のかかる子に向かわせ、薄れがち

にさせることも自覚する必要があろう。さらに言えば、安定したからと安易な援助の終結は避けねば

ならない。残された課題は何か、特に入所する子ども達が共通して抱える家族の問題、親子関係の問

題はどの様な経過をたどって今日まで至ったか、子どもはそれをどう受け止めているかを十分に吟味

することが必要であろう。例え家庭復帰するにせよその後の思春期の揺れを見越して、必要なときに

適切な援助がなされるような体制を児童相談所と共に充分に協議し準備体制を整えておくことが必須

といえよう。

３．問題行動の多様化や深刻化の根底に横たわる家族の問題

「困難事例」の中には、問題行動が多様化し、深刻化していくケースが多いが、弱者や職員への暴

力といった他者を巻き込んでの問題は、施設機能の維持に大きな支障となり、施設崩壊の危険もはら

むことになる。またいじめられた子が加齢と共に弱者をいじめ始めるといった連鎖も心配である。施

設崩壊にもつながる問題であり、悪循環を防止する適切な対応を個々のケースに合わせて検討する必

要があろう。一方、ここで強調しておきたいのは、こうした子ども達の問題化の背景、根底に、家族
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の問題が未解決なまま残されていることが推察されることである。「困難事例」において「家族との

関わりで生ずる問題」をみると、就学前及び小学校低学年では「音信不通」「面会に来ない」「家族関

係の不安定さ」等の家族の問題が示され、小学校高学年に家族の問題に関する記述が少なくなった後、

中学生年齢以上で、「親への拒否、両価的態度」が目立ってくる（図５－１～図５－５）。家族の行動

上の問題から子どもの中の家族像や家族に対する態度といった問題へと変化しているのが分かる。こ

のことは、幼少時の分離体験や施設入所後の家族関係の調整の難しさ等に象徴される親子関係の不安

定さ、希薄さ、適切な養育環境の剥奪という、子どもの実存や心身の健全な発達を支える根元的な要

素の欠落や脆弱さの事実に対して、それをどの様に修復するか、及び子どもがどの様にその事実を受

け止めていくかの作業が残されていることを示唆するものである。小学校高学年で家族の問題に関す

る記述が少なくなった要因については次のように考える。古谷他（2006）によると、養護児童は、こ

の年代になって、なぜ自分が養護施設にいるのか等の自分の境遇について疑問を持つものの、その答

えを得ることは恐ろしく、そのため表現できずにいる場合があることを指摘している。記述の少ない

要因の一つはここにあるように思う。家族の問題に気づき始めるものの受け止めきれず、ゆえに言葉

や行動の直接的な表現はできす、内に秘めやすい。あるいは表現しても間接的、比喩的で周囲にはな

かなか理解されないことが考えられる。援助者側も、子どもの学校適応や社会適応に目が向かい、子

どもの秘めた思いになかなか目が向かず、家族の問題に手が届かないのではなかろうか。中学生以降

も子どもが示す問題行動の激しさゆえに、こうした根元的なテーマが見失われやすいが、援助者は常

にこの課題についての認識を忘れてはならない。その子が家族をどう受け止めていくかを丁寧に捉え、

家族へのアプローチ、出自の問題など、自分自身や家族に向けた疑問や怒りへの対応、面会や外泊の

あり方等の現実的な工夫がより重要となろう。

４．生活の援助の中で、本来大切にされてきた要件の再認識

長期の援助経過の結果「うまくいった事例」と判断されたケースから有効な援助の要件として見い

だされたものは、①関係者（施設内・外）の利用・連携、②核になり、しっかり受け止めてくれる信

頼できる大人とのかかわり、③その子の発達状況や特徴、そのときの状態に適した課題、場の提供、

④その子の良い素質や得意とするところを見いだし、周囲から認められる経験、⑤根気と時間をかけ

た対応の５点であった。これらは皆、児童養護施設における援助を考えるとき、従来から大切とされ

てきた基本的要件であり、特別新しい視点ではない。②から⑤をまとめると、「子どもを肯定的にと

らえる眼差しを持った援助者との揺るがぬ、信頼できる関係が確実に存在し続けること」といえよう。

そのためには援助者自身が周囲から支えられ安定することが必要で、①はその要件となる。

入所に至った子ども達の、分離体験等の養育者との関係の不安定さ、安定して自分を支える環境が

奪われてきたことなどを鑑みたとき、家族の喪失や不調という根元的な見捨てられ感を埋めていくか

かわりが重要となる。本研究で示された「子どもを肯定的に捉える眼差しを持った援助者との揺るが

ぬ信頼できる関係が確実に存在し続けること」という基本的ありかたは、まさにそれに通じていくも

のとして理解できよう。昨今専門職種による特別な治療技法やプログラムの必要性が指摘されるが、
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援助の基本を改めて見直し、日々の実践を振り返ることを先ずは基盤とし、ケースに適した技法やプ

ログラムを活用していくスタンスが重要と思われる。
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表１　ケース概要記入用紙
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図１　業務の困難度（平成17年度児童養護施設職員指導者研修　アンケート集計結果より）

図２　困難を感じる要因（平成17年度児童養護施設職員指導者研修　アンケート集計結果より）
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表３　虐待種別クロス集計表

表４　分離体験

表５　措置変更の有無
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表６　各群における男女比･平均入所年齢・記述時における平均年齢・平均在籍年数および施設形態
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表７　有効な取り組みとして抽出された事柄
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表７　有効な取り組みとして抽出された事柄（つづき）
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図３　記述時の年齢別ケース数の各群における割合
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図４－１　困難事例における入所時の子どもの問題（就学前 N＝45）

図４－２　困難事例における入所時の子どもの問題（小学１年生～３年生　N＝40）
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図４－３　困難事例における入所時の子どもの問題（小学４年生～６年生 N＝23）

図４－４　困難事例における入所時の子どもの問題（中学生　N＝30）
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図５－１　困難事例における現在の問題（就学前 N＝14）

図５－２　困難事例における現在の問題（小学１年生～３年生　N＝19）
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図５－３　困難事例における現在の問題（小学４年生～６年生　N＝38）

図５－４　困難事例における現在の問題（中学生　N＝37）
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図５－５　困難事例における現在の問題（高校生　N＝28）
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