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Ⅰ　タイトル

少年非行の問題を考える際，非行の要因に

ついての研究は必要不可欠である。たとえば，

西田･高田･渡邊（1）や新田（2）は非行少年の認

知構造に焦点を当てており，非行少年の非行

行動によって得られる快や満足の感情と非行

行動の関係について，また非行行動を抑止す

る要因としての非行少年の罪悪感や道徳判断

について言及している。林（3）はHirschiの社

会的絆理論に基づいて，少年非行に関する要

因の実証的研究を行っている。また，高橋（4）

は，非行の発生･抑止について社会的制裁の

認知に焦点をあてた制裁論を展開している。

これらの先行研究は，非行の要因を主に個

体側の問題と捉えるか，環境の問題として捉

えるかの違いはあるものの，いずれも非行行

動の要因として規範意識の存在を示唆してい

る。非行行動が法規や道徳，社会的常識に触

れる行為であるので，非行行動と規範意識を

関連付けた研究が多くあるのはもっともであ

ろう。安香（5）は，児童の規範意識の構造の
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研究の中で，規範意識を「法規，道徳，価値

についての認識」と定義しており，多くの研

究者もおおむねその定義に基づいて研究をす

すめていると思われる。以下，本論文は，

「規範意識」を安香（5）の定義で使用すること

とする。

科学警察研究所（6）は，10年前の調査（7）と

比べ，非行少年の規範意識が低いだけでなく，

非行を犯していない少年の規範意識が著しく

低下していることを指摘している。全般的な

規範意識の低下が非行の増加に関係している

のではないかとし，これらの結果に基づき，

非行の抑止要因として，より高次の規範意識

を形成することが重要であろうとしている。

それを踏まえると，非行をやめていく少年に

ついては，｢彼らの規範意識が向上したから，

非行行動をやめるなどの行動変化があっ

た。｣と考えられると思われるが，今のとこ

ろ｢規範意識が向上したため，非行を卒業し

た。｣という仮説を検証､支持する研究は見当

たらないようだ。さらに科学警察研究所（6）の

調査結果にあるように､非行少年と一般少年

（非行行動を起こしていない少年）の規範意

識の差が10年前に比べてあまりみられなくな

ったという現状から，非行少年も一般少年と

同じような規範意識を持っていると仮定する

ならば，同じような規範意識を持ちながら，

何故ある少年は非行行動を起こし，ある少年

は起こさないのかについても考えてみる必要

があると思う。

前述の科学警察研究所（6）の調査結果では，

非行少年と一般少年の規範意識にほとんど差

がないとのことだが，｢罪を犯さない理由｣と

して非行少年は「法律で罰せられるから。」

と回答し，一般少年は「家族に迷惑がかかる

から。自分が困るから。」と回答していた。

これらから，非行少年は他律的であり，一般

少年は自律的であると考えられ，さらに一般

少年が家族との関係に触れていたことから，

非行少年と一般少年の意識間にいくつかの相

違点があるように思われ，それらが非行行動

を起こす要因についてのなんらかの手がかり

にならないであろうか。一般少年が家族との

関係を述べた点について考えてみても，自分

の行為によって家族に迷惑をかけてしまうこ

とに罪悪感をもっているのではないかと思わ

れる。

ここで，罪悪感について，精神分析的視点

から考えてみたい。人間の情緒発達において

早期の二者関係（母子関係に代表される）の

葛藤を取り上げたKlein（8）は，生後まもなく

体験する「妄想的-分裂的態勢」では，対象

（おもに母親）も自己も分裂したままである

が，母親との関係が安定してくると，まとま

った対象や自己として認知できる「抑うつ態

勢」に進んでいき，「抑うつ態勢」になって

初めて子どもは，罪悪感，おもいやりの気持

ちを持つと述べている。つまり罪悪感は，早

期の母子関係に基づくものであるとしてい

る。さらに，英国対象関係論学派の

Winnicott（9）は｢希望のサインとしての非行｣

という論文で，非行を｢反社会的傾向｣として

捉え，母性愛剥奪を受けた子どもが，自分を

取り巻く環境に対して何か手を差し伸べてく

れないかという希望を抱きながら起こしてい

る行為，として述べている。つまり母親（あ

るいは養育者）が充分に世話の必要な子ども

の要求に応じていくことで，その子どもは安

定した二者関係を結び，そうすることによっ

て自分の持つさまざまな能力を成長させてい

く。母子関係が不安定になり充分な世話を受

けられなくなった時，安定した関係を求めて

反社会的な行動を起こすということであり，

早期の母子関係と反社会的行動の関連を述べ

ている。WinnicottもKleinと同じ様に，罪悪

感が「抑うつ態勢」の時期に生じてくると述

べていることから（10），非行行動を起こす要因

を考える際，KleinやWinnicottが述べている

対象関係の理論に視点をおいて問題を取り上

げてみると，非行少年へ理解の一助になるの
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ではないだろうか。

そこで本論文は，「なぜ非行少年は非行行

動を起こすのであろうか」という根本的な問

題について，対象関係理論の視点を踏まえな

がら，非行少年が非行行動を起こした時に何

を感じていたのか，その際，彼・彼女らの規

範意識について，さらに非行行動をやめてい

くのは，どんな要因が働いたのかを検討する

ことを通して，非行行動を起こした非行少年

の理解を深めることを目的としている。すな

わち，

（1）非行少年が非行行動を起こしている時，

どの程度の規範意識を持っていたのか。

（2）非行行動を起こした心理的要因は何か。

非行少年がどのような心理的過程を経て

更生していったのか。

を中心に検討する。

Ⅱ　方法

佐藤（11）はフィールドワークにおける定性

的調査を，比較的少ない事例を詳しく分析す

ることで，社会学的，人類学的，心理学的問

題の関連性を分析するものとし，さらに事例

研究を通して多くの事柄を把握し，統計的手

法と同じように，より一般的な問題について

の理解を深めることができると述べている。

今までの非行研究は，統計的手法によって客

観性を高めているものが多くあるが，佐藤が

述べているように少ない事例を深く分析する

ことでも，非行行動について間主観的な知見

が得られよう。そこで本論文は，非行行動を

起こした人に対して面接調査を行って，非行

行動についての心理的要因，環境的問題等，

解明していきたい。

非行行動を起こしたことについて客観的に

把握できるのは，すでに非行を卒業して普通

に社会生活を送っている成人であろう。ただ

し，非行行動をやめて相当時間が経っている

人は，記憶に多少の変容が生じてしまう可能

性があり，また非行行動をやめて間もない人

はまだ混乱を抱えていたり，思いを客観的に

言語化していくことに困難を示す場合がある

ので，今回の研究の対象から除外した。そこ

で非行行動をやめて約３年経過して現在社会

生活を送っている人を対象とした。面接調査

の対象の人に対しては，

（1）非行行動の背景にある心理的要因や，非

行行動を起こしていた時にどのような規

範意識をもっていたかについて

（2）非行を止めていった過程について

を踏まえながら聞き，さらに自由に今までの

生活を語ってもらうような，半構造的インタ

ビューを行なった。（それぞれ１回実施）

・インタビュー時間：１時間30分～２時間

・対象者：２名　（女性２名）

２人とも非行行動を起こして保護観察に付

された。そのうち１名は少年院を経験してい

る。

Ⅲ　結果

１　事例A

＜本人＞　Aさん，女性，20代半ば。未婚。

＜家族＞　実父（会社員），実母（無職），４人

きょうだい（姉も含む）の末っ子。

＜面接調査の結果＞　

①幼少期から現在までの経過の概要（生活

史の概要）

幼少期は病弱。そのために母親がかかりっ

きりでAさんの世話をした。末っ子だったの

で幼少の時は家族からかわいがられたが，他

のきょうだいから嫉妬され，いじめられるこ

ともしばしばあった。また，Aさんが言うこ

とをきかなくなると，家族から体罰に近い厳

しいしつけを受ける。地元の小学校に入学，

小学２年生の時に万引きをし，その後18歳ぐ

らいまで続く。地元の中学に入学，中１から

タバコ，シンナーなどの問題行動を起こす。

中3時，バイクの無免許で補導される。高校

に入学後，高校の友人と遊び回って次第に学

業に対する興味を失い，住み込みでスナック
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に勤めるなどして，その後高校中退。この頃

からシンナーが常習化し，睡眠薬乱用や覚せ

い剤も乱用する。家に帰宅して生活するが，

シンナーのために体調を崩してもなおシンナ

ーを吸い続けていたので，親が警察に通報，

ぐ犯で少年鑑別所に送致される。

その後保護観察に付され，少しずつ生活の

建て直しをはかり，20歳過ぎで高校に入学，

卒業し，現在に至る。

②調査結果

表１　Aさんの発言をまとめたもの

（１時間30分から２時間の面接調査の内容

を全て逐語で載せることができないので，A

さんの非行行動を理解する上で重要な発言を

取り出し，筆者がまとめた。注目すべき発言

は逐語で載せた。表２のBさんも同じ。）

（1）非行行動の背景にある心理的要因を述べ

ていると思われる言動

・⑦より目立つことが好き。―（a）

・⑩⑲より興味があると我慢できない。―（b）

・⑪より万引きしたものが周りにあると楽し

い。―（c）

・⑬⑭⑯⑲よりスリルや好奇心が強い。―（d）

・⑤⑨⑭⑳より罪悪感はなく，やってはいけ

ないという意識がない。―（e）

・②③⑫－家族からの叱責が怖くて悪いこと

をやらない時もあった。―（f）

（2）非行をやめていく過程で述べた言動や，

非行をやめていくこととの関連があると思

われる言動

・①④@2@6－厳しいしつけを受けてきょうだ

い間の葛藤もあったが戻れる家庭があっ

た。―（g）

・⑥⑧⑰―自分でなんとかしないといけない

と思ったら，一生懸命取り組む。―（h）

・@3@4―保護観察の担当者から怒られない

で，根気強く待ってもらう体験をする。―

（i）

・@1@5―自分の体験を通して，やってはいけ

ないことや，やるべきことを体得する。―

（j）

＜考察＞

まず，Aさんが小２の頃から万引きを繰り

返していたのはなぜかを考えてみたい。

Winnicott（12）が「反社会的傾向の根底には失

われてしまった早期の良い体験があり，反社

会的な子どもたちは無意識に，あるいは無意

識的な動機によって，環境の提供による治癒

を求めている。」と述べているが，④のよう

にAさんが幼少期の時には，母親がAさんの

世話をする，｢早期の良い体験」の環境とし

て存在していたかもしれない。しかし，次第

に母親は，Aさんが自分の手に負えなくなる

と，きょうだいに叱ってもらうようになって

いき（①②③より），そのことはAさんに，

母親がだんだん自分を抱えてくれなくなって

いるのではないかという不安を呼び起こした

のではないかと思われる。そしてその不安が，

Aさんを万引きに駆り立てたとも考えられ

る。羽間（14）は保護観察処分や少年院送致ほ

どの非行行動を起こす少年達は「二者関係成

立未然」の問題を抱えていると述べているが，

Aさんが目立つことが好きで，興味やスリル

が先行して非行行動を行うことは（（a）（b）（d）

より），対象と安定した関係を持てず自分ひ

とりの世界にいるのではないかと推測できな

いだろうか。さらに（c）の発言の，もの（万

引きした）があるとほっとするということも，

そのようなAさんの心のありようを表してい

るように思える。

さらに万引きを繰り返す行動は，Aさんが

罪悪感や思いやりの力を持ち合わせていなか

ったことにも関係しているかもしれない。

（（e），⑤より） Winnicott（13）は環境として

の母親と，対象としての母親が全体的な一人

の人物であると子どもが認識すると，思いや

りを持つことができ，子ども自身に自分の欲

動に対して責任を持つ力が芽生え，それが責
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任感，さらには高次の道徳や価値観を獲得す

ることになると述べている。つまり思いやり

の力が，規範意識の形成に関連していると考

えてもよいのではないだろうか。Aさんは母

子の間に早期の良い体験が存在したかもしれ

ないが，その後の母子関係が安定していなか

ったために，思いやりの力を持ち合わせるこ

とができなかったのかもしれない。そしてさ

らに，（e）にあるように罪悪感がないという

ことから，Aさんには規範意識がなかったと

思われる。

Aさんの非行行動をやめていく上での心理

的変化について考えてみたい。Aさんは保護

観察の担当者との面接の約束をなかなか守ら

なかったが（（i）より），それに対して担当者

は決して怒らなかったようだ。Winnicott（15）

は，反社会的な行動を起こす子どもに対して

の関わりを｢甘やかすとか精神看護と呼ばれ

るものによって子どもの外傷からの回復に助

力を与える｣と述べているが，保護観察の担

当者は，母親との二者関係の問題を抱えてい

るAさんを怒らずに接して，Aさんの自己の

再統合を援助していったのだろう。担当者と

の関係が対象との関係できる力を育て，それ

によってAさんは@4のように，今までの自分

の行動を振り返ることができたようだ。さら

に生活を変えないといけないと思って非行行

動をやめていき，定時制高校を受験､卒業と

将来を見据えた生活設計をたてることができ

たのではないだろうか。また（g）より，家族

はAさんに厳しく関わった時もあるが，Aさ

んを見放すことがなかったので，Aさんにと

って「抱える」環境になっていったと思われ

る。Winnicott（16）は自分が「だっこ」されて

いると感じられるようになれば，人は「存在

しているという感覚や自己感」を持つことが

できるとしている。保護観察の担当者と，家

庭それぞれに「抱えられ」，Aさんは前向き

に生活できたのではないかと考えられる。

さらにAさんは，自分が納得したらたとえ

大変でもやり遂げることができ，Aさんは自

分の経験をその後の生活に生かす健康的な力

が備わっていたように思われる（（h）（j）より）。

これらも非行行動をやめていくうえで，大き

な力になったと思われる。

２　事例B

＜本人＞Bさん　女性　20代前半。既婚，子

どもあり。

＜家族＞（結婚前の家族の状況）実父（会社

員），実母（無職），きょうだいとB

さんの４人家族

＜面接調査の結果＞

①幼少期から現在までの経過の概要（生活

史の概要）

小学校入学前に両親の仲が不安定になり，

両親の間を往復して生活後，実家に預けられ

る。入学直前に両親のもとで暮らす。小学校

入学後から母親の虐待が始まる。高校入学

後､交友関係が急激に変化し，次第に家に寄

り付かなくなる。母親の虐待もエスカレート

したので，友人と家出。保護された後，少年

鑑別所収容を経て保護観察となる。高校２年

時に中退。母親の虐待から逃れるために，寮

に入るが再び出奔し，暴力団の関係する事務

所に住み込みで働く。帰宅後警察に保護さ

れ､再び少年鑑別所収容を経て，少年院送致

される。

少年院仮退院後，少年院で習得した技術を

生かして就職。一人暮らしを始めてその後､

結婚､現在に至る。

②調査結果

表２　Bさんの発言をまとめたもの

（1）非行行動の背景にある心理的要因を述べ

ていると思われる言動

・①②より幼少期には両親の不仲により，生

活をする場が安定していなかった。―（a）

・③④⑤より母親から一貫性のない，かなり

激しい怒られ方をされる。―（b）
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・⑨⑩⑪⑫より中学生までは自分の家庭や母

親の関わり方についてなんの疑問も感じて

いなかったが，高校生になって友人の家庭

をみるうちに，疑問を感じて，家に寄り付

かなくなる。―（c）

・⑧⑬⑭⑮⑯⑰より悪いことは悪いと認識し

ている。周りが悪いことをしても，それに

同調することはなかった。―（d）

（2）非行をやめていく過程で述べた言動や，

非行をやめていくこととの関連があると思

われる言動

・⑦⑧より他人に対して思いやることができ

る。―（e）

・⑥@1@2より自分の行動を振り返ることがで

きる。―（f）

・⑲⑳@6より少年鑑別所の職員，保護観察の

担当者の話をきちんと聞ける。―（g）

・@2@3@5より少年院に入ったことをプラスに

とらえられる。―（h）

・⑱@4より母親と適当な距離を取ることがで

きる。―（g）

＜考察＞

（a）にある体験はBさんにとって，母性愛

剥奪（17）であり環境の失敗であっただろう。

さらに小学生になるころから始まった母親の

虐待を受けながら，Bさんは（c）の行動を起

こしている。おそらくBさんは高校生になっ

てやっと，自分を取り巻く環境に対して疑問

を感じ，（b）のような理不尽な関わりをして

くる母親に対して反抗的になってきたのでは

ないだろうか。岡村･加藤･八巻（18）は思春期

にいる子どもは，自分の内面の気持ちや考え

をおとなに知られたくない気持ちが強くはた

らくと述べているが，母親はこれら思春期の

心性を理解しようとはしなかったようだ。（c）

のように自分の家庭と友人の家庭のあり方の

違いに驚き次第に家に寄り付かなくなったと

思われる。

次にBさんの持つ規範意識について考えて

みると，Bさんは非行行動を起こしているも

のの思いやりの気持ちを持っていたり（（e）

より），悪いことを悪い，いやなものやいや

だ，という気持ちを持っていたことから，規

範意識を持っていたのではないかと考えられ

る。Winnicott（19）が述べているように，子ど

もは環境からの治癒を求めて反社会的な行動

をとるとしているが，Bさんは母親からの侵

襲をおそれてやむなく家出を繰り返えせざる

を得ず，⑯⑱からもわかるように，少年鑑別

所の職員，家庭裁判所の調査官などに助けを

求めている。Winnicott（20）は，子どもは自ら

の中に情緒的発達を促す遺伝的な要因がある

と述べていることからも，Bさんにはこの力

が大きかったから，激しい反社会的な行動を

起こすことなく，家庭以外の環境に対して，

助けを求めることができたとも思われる。

Bさんが非行行動をやめていった心理的変

化については，まず，非行行動を起こす前に，

すでにBさんが思いやりの力を持ち合わせる

ほどの自己の成長がなされていたことが大き

く，家庭以外の環境に助けを求めることがで

きたり，少年院では，必ずしも自分の思うよ

うにいかないからといって攻撃的になるので

はなく，他の方法で対処していくことを学ぶ

など（（f）（h）より），現実的な検討能力を身

に付けることができたからではないだろう

か。また（g）（h）（i）にあるように，Bさんは，

仮退院後､少年院で学んだ技術を生かして就

職し，母親の行動を病的だと感じて，家をで

て自活をしていた。@6にあるように，おそら

く，保護観察の担当者がWinnicott（21）が述べ

ている，連続的にBさんに関わりながら自己

の成長を助けるよう援助していったのではな

いだろうか。その後Bさんは実家と適度な距

離を持って生活できるようになり，さらに同

一人物を愛し好きになる能力（22）も備わって，

家庭を築くことができたことからも，Bさん

の健全な自己のありようが明らかになってい

ると思われる。
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Aさんの発言を筆者がまとめたもの

家族について

だんだん自分が言うことを聞かなくなると，母親

がきょうだいに言いつけたので，言われたきょう

だい達が自分をひどく叱った。①②

警察に呼ばれて家に帰ると，父親ときょうだいが

叱った。③

幼少期は病弱だったので，母親の世話を独占し，

他のきょうだいから嫉妬された。しかし一方で末

っ子だからと，よくかわいがれられた時もある。

④

学校生活について

小４まで大人しい子どもだったが，小５に学級委

員をやって目立つようになる。気に入らない友人

をいじめていた。⑤

中１の時は周りとなじめなかったが，中２になっ

てクラスに溶け込むよう努力した。⑥

中３でまた生活が乱れる。⑦

中３の後半に志望校合格のために猛然と勉強，合

格し進学したが，遊びすぎて留年，退学となる。

⑧

非行行動について

小２の時に初めて文房具を万引きをして，18歳頃

まで続く。⑨⑩⑪⑫⑬

中1の時に仲間と一緒に喫煙をする。⑭⑮

シンナーを始める。⑯

17歳の時に，家を出てアパートを友人を借りて水

商売をする。⑰

左の下線部について特に注目すべきAさんの発言

（「」内発言・（）内筆者補足）

「虐待ではないですよ。昔のしつけ。」

「叱られるのは怖かった。怒られるのが怖くて（悪

いことを）やらない時もあった。」

｢お母さんは諦めたのか何も言わなかったけど，お

父さんときょうだいに殴られるのは怖かったな。｣

「家族環境はよかったと思います。小さい時にはよ

くかわいがられました。」

｢体弱かったから，かわいそうだと思われていまし

た。｣

「きょうだいにいじめられたので，うさばらしに他

人をいじめていたと思います。」

｢自分がいじめをうけていると，人を傷つけても平

気になっちゃう。気にならない。｣

「仲良くしようと思って努力したら，結構楽しかっ

たですよ。」

「目立つことが好きで，周りから一目置かれていま

した。」

｢一番のワルとまた同じクラスになったんです。｣

「バイクの無免許で捕まっちゃいました。」

「偏差値は15以上アップさせましたよ。でも学校に

行って，遊びすぎて，気がついたら勉強について

いけなくなったんですよ。」

「罪悪感なしなんですよね。」

「ほしいものは我慢できないんですよ」

「物がまわりにあると楽しいんですよ。ほっとす

る。」

｢やっぱり(家族から)怒られるのは怖かったけど，

こりないですよ。｣

｢スリルが楽しい。｣

「興味半分，罪の意識は全くなかったです。」

「目立ちたがりやが集まったんです。」

「友だちが持っていて，スリルがありました。」

「仕事はまじめでしたよ。そこのママに徹底的にプ

ロ意識を教わりました。」

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

表１　Aさんの発言をまとめたもの
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仕事を一生懸命やりすぎると，疲れて楽な方にい

ってしまい，シンナー，睡眠薬にはまる。⑱⑲⑳

覚せい剤も乱用したが薬が切れる時に，大変怖い

思いをした。@1

非行を止めていった過程

アパートを引き上げ家に戻ってからもなお，シン

ナーを吸っていたので，家族が警察に通報。@2そ

のままぐ犯で少年鑑別所送致される。

ぐ犯で少年鑑別所送致後，保護観察に付される。

@3@4

家族とともに暮らし，アルバイトをしながら20歳

すぎに，高校へ再入学，卒業する。@5@6

「だらだらになっていくのかな。人の目なんか気に

ならない。」

「薬物は好奇心，好奇心がとまらない。」

「やっちゃいけないなんて思わなかったです。なん

でもいいやというあれかな」

「あれはやばいです。怖くて，周りがやっていても，

もう２度とやろうとは思わなかったです。」

｢親がゴミ箱から拾ってきたから，現行犯ですよ

ね。｣

｢自分では気がつかなかったけど，親から見ても相

当疲れてたんじゃないですか。｣

｢これ以上ほっておくとまずいと思ってたんでしょ

う。｣

「最初は（面接に行く）意味がわかりませんでした。」

「時間（面接の時間）にはルーズでした。でも通う

と自分を振り返れて気分は良かったです。」

｢自分は落ちるところまで落ちたと思いました。｣

｢15歳の頃に戻りたいと思いました。今なら勉強し

ているかな。｣

｢生活を変えないといけないなと思いました。｣

「（保護観察の担当者から）怒られないことが良か

ったですね。怒られていたら挫折していましたよ。」

「覚悟していましたよ。つまんなかった（学校）け

ど，２度もやめたらアホでしょう。これ以上履歴

汚せないですよ。」

「やっぱ，戻れる家庭があったことは良かったです

ね。」

⑱

⑲

⑳

@1

@2

@3

@4

@5

@6
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Ｂさんの発言を筆者がまとめたもの

家族について

両親が別居して，母親と暮らしていたときに母親

が仕事に行くときは，近所の人に面倒を見てもら

う。①

幼少期（幼稚園年長）に，実家に連れていかれ，

そのまま親と暮らせなくなった。②

母親からの虐待があった。一貫性のない怒られ方

をされる。③

高校生になって行動範囲が広がって遊ぶようにな

ったら，母親は口出しをしたり，所在がわかるま

で捜し回るなどする。④

母親は人前ではいいことを言うし，物分りのよい

態度をするが，後から反動で異常な切れ方をする。

⑤

学校生活について

小学生の時は自己中心的⑥で落ち着きがなかった。

中学生の時にいじめられる。⑦⑧

高校はほどほど楽しかったが，勉強は嫌い。⑨

退学することには抵抗がなかった。⑩

非行行動について

高校に入って友人が増え，行動範囲が広がる。⑪

左の下線部について特に注目すべきBさんの発言

（「」内発言・（）内筆者補足）

「優しくされたというか，面倒みてくれた。」

「お母さんと暮らしていたら，お父さんの方に連れ

て行かれて。そしたら沖縄のおじいちゃんとこ行

こうかと言われて。おじいちゃんとこに行って，

お父さんと遊んだら次の朝，お父さんいなかった。

おうちに帰りたいよってずっと泣いていた。」

｢沖縄のおばあちゃんにお母さんと一緒にいた人

（愛人）のことしゃべったら，後でなんでしゃべっ

たんだって，お母さんに殴られました。｣

｢小学生になったころからたたかれたり，殴られま

した。｣

｢（母親）言っていることがころころかわる。｣

「異常な怒り方でしたよ。ぶちきれると，私の髪を

つかんでハサミで切ってしまったこともありま

す。」

「やっぱり子どもを心配する気持ちはわかりますけ

ど，それが異常だったんですよ。」

｢坊主にされたこともあります。坊主にすれば外で

遊ばなくなるってね。｣

「（自分が文句を言えない相手に対して）全く何も

言えなくていいかっこして，後でヒステリックに

なって私にガンガンあたってくるの。」

「自分が今これをやりたいと思ったら，他の子のこ

とは考えずに思い通りにしました。ひどかったな。」

「周りは悪口で盛り上がり，グループができていた。

生意気と言われていじめられたな。平気のふりを

していたけどいやだった。」

「みんなで避けている子がいたけど私は普通にしゃ

べってた。」

｢人がいじめやっているからって，いじめるとかは

しなかった。だって自分が親からそういうのやら

れていたから人までにはやらなかった。｣

「友だち関係が広がって，ああこんなこともやって

いるんだと羨ましく思ったこともあります。わい

わいやって楽しかったです。でも勉強は面白くな

かった。」

「退学者が多かったから，まあいいやと思いまし

た。」

「いろいろな友だちの家庭を見て，なんでうちはだ

めなのかなと思って，不満になっちゃって遊ぶよ

うになったんです。」

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

表２　Bさんの発言をまとめたもの
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ますます母親が暴力を振るってくるので，友人と

２・３日家出する。⑫

警察に保護された後，少年鑑別所に収容され保護

観察処分となる。⑬⑭⑮

家での母親の暴力がひどいので，住み込みの寮を

希望する。⑯

施設を出てパブの住所兼事務所で事務の仕事をす

る。⑰

家に帰りたくて電話をしたところ，母親が優しく

対応してくれたので，帰宅。警察が待機しており，

そのまま少年鑑別所に収容，少年院送致となる。

⑱⑲⑳

少年院では非行の進んだ少年が多いなかで，違和

感を感じながら生活をした。@1

反抗的な態度をとったので反省室に入れられる。

@2

非行をやめていった過程

少年院で学んだ技術を生かして，仮退院後就職。

@3

また母親がいろいろ言い出したので，一人暮らし

を始める。@4

少年院に入ったことは良かったと思う。@5

少年院仮退院後，保護観察の担当者とずっと会っ

ていて，いろいろと支えてもらう。@6

「今で言うプチ家出ですよ。なのにうちの親は警察

に何を言ったのか，（警察に保護されたら）すごい

犯人扱いされましたよ。(自分は)ほんと，騒ぎまく

りました。」

「何も悪いことしてませんでしたよ。薬とか走ると

か友だちはやっていたかもしれないけど，私はそ

んなのやろうとも思わなかったし。ただみんなと

ワイワイしゃべっているのが楽しいじゃないです

か。」

｢地元ですごい悪い子がいて，たまに一緒にいまし

た。その子はシンナーやっていたけど，すすめら

れてもやんなかった。｣

「悪いことといえばタバコと深夜徘徊かな。」

｢家にいるのがいやで寮を希望したの。でもね，そ

こにいた子が援交してその金くれるんだけどね，

すごくいやだった。｣

「私はいやだったからお客をとる仕事はしなかっ

た。電話番が主かな。でもいやだった。」

「お母さんは帰っていいよと言うから，帰ったら警

察がいたの。鑑別所でも母親が激高してぼこぼこ

にしてやる，と言われたの。もう家に戻りたくな

かった。」

｢家に帰りたくないといったら，鑑別所の先生にな

だめられた。今も覚えているけど親は変わらない，

でもあなたは変われると言われた。｣

「調査官や少年院の先生が，『君のお母さんは喜怒

哀楽が激しすぎるね』とわかってくれました。」

「私はいったいどんな悪いことをしたんだろうって

いつも思っていた。反抗的な態度をとっていると

いつも教官に怒られていた。でもめりはりのある

怒られ方されましたよ。結構納得してました。」

「反省室はいやでしたよ。でも自分もいろいろ我慢

しなければいけないんだと，思うようになりまし

たよ。」

「すごい倍率だったんですけど，うかっちゃいまし

た。きちんと教わって良かったですね。」

「母親がガタガタいうのはもう病気だと思いまし

た。ともかくこれ以上一緒だとまたぐちゃぐちゃ

になるから一人暮らしを始めました。意外にあっ

さり認めてもらいました。」

「自慢できることではないかもしれないけど，いろ

んなことを学びました。自分の思い通りにならな

いこともあるんだなと思いました。」

「（保護観察の担当者は）あれもだめ，これもだめ

って言わないじゃないですか。話しやすかったし，

自分の深い話も結構てできていろいろ考えられま

した。いろんな話しましたよ。」

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

@1

@2

@3

@4

@5

@6



井：非行行動と心理的要因について 31

Ⅳ　全体的考察

本研究の目的は，非行行動を起こしている

時，どの程度の規範意識を持っていたのか，

また非行行動に駆り立てる心理的要因は何

か，さらに非行少年がどのような心理的過程

を経て更生していくのかをWinnicottの非行

理論に基づいて検討することであった。

非行の要因については，Ⅰで述べたとおり

さまざまな観点から議論され規範意識に触れ

ているものが多くあるが，辻井･中島（23）は非

行･問題行動と家庭環境の問題をつなげる視

点として，精神分析理論は有効な示唆を与え

てきたとし，中でも英国対象関係論学派の

Winnicottの非行理論が注目されていると述

べている。

そこで，非行行動を起こしている時の規範

意識についてみてみると，インタビューの分

析により，Aさんは規範意識がなく，Bさん

には規範意識があったのではないかと思われ

る。規範意識の欠如が非行行動を起こす要因

の一つと考えられるが，Bさんのように規範

意識を持っていたにもかかわらず非行行動を

起こすことを考えてみたい。Aさんは思いや

りや罪悪感を持てるほどの自己の情緒的発達

がなされておらず，前述にもある「二者関係

成立未然」の問題を抱えていた。一方Bさん

は，規範意識を持てるほどの自己の成長があ

るものの，家庭環境の不安定さから家庭環境

以外の環境に助けを求めて非行行動を起こし

ていたと思われる。二人の非行行動にいたる

背景は異なっているものの，非行行動を環境

への希望として捉えるならば，まさに安定し

た二者関係の切望と解釈できないだろうか。

Aさんは少年鑑別所を出た後保護観察処分

がついたが，保護観察の担当者との関係で怒

られない体験してWinnicottのいう｢だっ

こ｣（15）をしてもらいながら，二者関係未然の

問題を抱えていた自己を再統合して，対象と

関係できる力をもてるようなり，非行行動を

起こす必要がなくなった。Bさんについては，

母親の侵襲から自己を守る為に家出等の非行

行動はやむを得なかったが，自分を取り巻く

環境が自分を抱えてくれるのではないかと思

った時には，きちんと助けを求めることがで

きた。さらに，自分の主張が通らない場合の

現実的な方法を，鑑別所や少年院の担当者か

ら学び，仮退院後は保護観察の担当者の支え

によって，自己の健全な成長を遂げながら非

行行動を起こさなくなった。Aさん，Bさん

の事例から明らかなように，環境からの適切

な関わりによって，二者関係を成立する力が

備わると，非行行動をおこさなくなるのでは

ないかと考えられる。
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