母親の育児行為の解釈に関する研究
一育児についての語りにおける「虐待認識」に着目してー
A study of mother's behavior in parenting
―Focus on the awareness of "child abuse" in mother's monologue―
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1.問題の所在
近年 、虐待に対する社会の「ま なざし」が厳しく
なってい る。その背景には、児童相談所にお け る虐
待 相談の処理件数が、「児童虐待過去 最多」 とい う
見 出しの もとで報道されてい ることがあると考え
られる。しかし、平成16 年 の児童虐待 の防 止等に
関する法律の改正によっ て、「虐待を発 見した場合」
だけではなく、「虐待 と疑 われるも の」 の通告 が義

防ぐものとして十分に機能しているのだろうか。
そうした観点から、本研究は、母親の育児につい
ての語りに着目して、現行の行政機関の育児支援と
実際に母親が求めている支援との不一致を示し、そ
の不一致が行政機関の育児支援への不信感に繋が
っている可能性を検討することと、そういった環境
の中で子育てをする母親の育児行為の解釈が、「虐
待」と「しつけ」との認識の間で揺れ動く様子を描
き出すことを目的とした。

務化されたため、その件数には、同一 の家 庭に関す
るものや、児童相談所に通告があったものの、実際
の調査で虐待と判断 されな かっ たものも含 まれて

2。論文構成

しま う。そ の件数を 「児 童虐待過去最多 」と報道 す
ることで、虐待 の相談件数 と発生件数 の混同 が生じ 、
虐待が増えてい るとい う不確 かな認識 が流布 され
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ることとなり、虐待に対する社会の「まなざし」が
より強化 されたのではないだろ うか。そ ういった 中
で、育児をす る母親 は、そ の「まなざし」 を受け 、
自身 の育児行為を解釈していると考えられる。
これ までの虐待に対する認識の研究では、「社会」
の「まなざし」と「母親」の認 識に関心が向けられ
てきた。「虐待」 は、そ の言葉 が社会 に浸透し てい
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か抵抗とい う2 つのうちのどちらの立場で応じ て自
身の育児行為を解 釈し 、問題 の解決 に向かってい る。
しかし、多 くの母親 がそういっ た形で 問題 を解決 す
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るのだろ うか。一度は立場を定めるものの、なんら
かのきっ かけで解釈に揺 らぎ が生じ るこ とは十分
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にあり得 る。 また、「虐 待リスク」の発見を主眼に
置き、虐待の 「早期発 見・早期対応」を 目指す育児
支援 は、母親の育児不安 に対応 し、虐待の深刻化を
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虐待 の認識

こ れまでの虐待の認識に関す る研 究は、虐待 に対

する社会の「まなざし」を扱った研究 が主流であっ
た。内田(2009) は、相談件数は虐待の発生件数で
はなく、「発見＝発明＝構築」数 であるとし、虐待
に対する「まな ざし」による虐待 の構築を指摘した。
また、田中（2011 ）は、しつけ との境 界線 が曖昧 に
なった「児童虐待」とい う用語 が社会に浸透す るこ
とで、家庭内のしつけ・養育態度に向けられる 視線
が厳しく なっ たと論じ、育児家庭に対す る国家 の管
理・監視の強化 への懸念を示した。上 野(1996;
2003) 、野村（2003 ） も述べてい るよ うに 、育児 に
対する社会の「まなざし」の厳しさが「虐待」をつ
くり出し てお り、虐待 に対す る不安を さらに増 幅さ
せ てい る可能性 があ る。「虐待」は、そ うい った社
会の中で、そ の言葉 が社会に浸透していくこ とによ
っ て、都市を主導 として全国的に発見 され るように
なり、その要因を経 済的要因 から家族病理に 起因す
るものへと移行 させた。そして、「虐待リスク」を
もつ育児家 庭、とりわけ母親への国家の管理・監視
を強めながら、リ スク項 目の有無を判断す るとい う
形 で構築されるようになった のであ る。
その一 方で、虐待に対する母親の 「認識 」に も研

うちのどちらの立場で応じて自身の育児行為を解
釈し、問題の解決に向かうかということを論じてい
た。しかし、多くの母親がそういった形で問題を解
決するのだろうか。また、一度は立場を定めるもの
の、なんらかのきっかけで解釈に揺らぎが生じるこ
とは十分にあり得る。つまり、母親の育児行為の解
釈が「虐待」と「しつけ」との認識の間で揺れ動く
可能性があるのではないか。こうした観点からの研
究は、十分行われてこなかったように思われる。
第2 章 愛 知県にお ける虐待への対応
現在の育児支援は、虐待 の「早 期発 見・早 期対応 」
を目指すこ とに よって母親 の育児 不安 に対応 し、虐
待の深刻化を防ぐこ とを重 要視してい る。特に、愛
知県では、児童相談所での 「赤ちゃん縁組」の取り
組みが 「愛知方式」とよばれるほど、全 国に先 立っ
た虐待対応 がされてい ると考 えられる。
虐待対応について、厚生労働省は 「子ども虐 待対
応 の手引き」を定め、児童相談所や 関係機 関での対
応の強化を図ってい る。「子ども虐待対応の手引き」
にお いて、虐待は 、「子ど もの心身の成長及び人 格

究の関心が向け られてい る。 横山ほ か（2011 ） は、
母親への質 問紙調 査から、母親 の「虐待認識」には、
母親のもつ「虐待リス ク」が関連してい ると述べた。
質問紙とい う調 査の制約上、事前に調 査設計者 の視

の形成に重大な影響 を与えるとと もに、次の世代に
引き継 がれ るおそ れのあるものであり、子ど もに対

点が想 定されてい るた め、母親 の認識 がすくい 取れ
てい ない 可能性 があ るが、「虐待リス ク」を抱える

もの内面にまで影響 を与え、虐待 を受 けている子ど
もから、そ の子 どもへと連 鎖する可能性のある もの
として捉え られてい るのである。また 、虐 待から子

母親の中に、自分の育児行為を虐待だ と認識す る母
親が少 なからずい るこ とを明 らかにした。また、記
者 の保坂(2005 〔1999)) は、母親へ のイン タビ ュ
ーを通し て母親 のもつ「虐待」の認 識を描き出した。

する最 も重大 な権利侵 害である」とされてい る。虐
待は、目に見える子どもの外傷だけで はなく 、子ど

ど もを守 り、子どもが心身 ともに健全に成長 し、社
会的自立に至 るまで の支援 を子 ど も虐 待防止対策

そこでは、母親 が自身の育児への周囲の「虐待 」だ
とい う指 摘を受け入 れ、自身 の子 どもに対す る行為

の目標 としてお り、早 期発 見や 子どもの適 切な保護
を図るた めに、「子 どもの権利擁護」に努 め、 関係
機関の連携 の下で対応 してい くことが重要だと さ

を虐待 であると認識したこ とで、問題解決に向 か う
局面を生み出したこ とが示 されてい た。内田(2009)

れている。現在の児童相談所では、全国的に虐待の
「早期発見 ・早期対応 」を目的 とし、「子 ども虐待

は、保坂 の事例に対して、虐待の 「認識」 が母親 の
状況の改善をもたらし てい るた め、「虐待である」
とい う認識 について検討すべき「問題」はない とし、
援 助活 動におけ る「虐待 」とい う言葉 が母親に及 ぼ

対応の手引き」の 「発生予防」、「通告 ・相談への対
応 」、「一 時保護 」、「援助」の4 項目を虐待 対応の要

す否 定的影響 を提示し た。「虐待」とい う言葉の残
酷な印 象によって、母親が自身の行為を「虐待 」で
あると定義 するこ とに抵抗す るこ とを示した ので
ある。そして、そ うい った「虐待 」とい う定義 のも
とでの援助活 動は、母親の 自身へ の責 めの増幅や 、
拒否感や違 和感を生 み出すこ とに繋 がるとし、援助
者 全体、社会全体の取り組み において、「虐待」の
意味を援助 に効果的な ものへ再 定義す るこ との必
要性を指摘した。
これまでの研 究においては、母親 が虐待に対す る
社会の「まなざし」に「受容」か抵 抗とい う2 つ の

として、親に 自分の子 どもの養育環境に問題がある
ことを自覚 させ 、それを改善していくこ とで 、虐待
の深刻化や再発を防ぐ ことを目指した育児支援が
行 われてい る。
そ うした虐待 対応 が行 われた結果、近年の被害児
童数は増加傾向にあ るものの、死亡数 はピークを迎
えた平成20 年 と比較す ると、 半分程度に減少 して
い る。 これは、児童相談所の虐待の 「早期発見・早
期対応」を 目的 とした 育児支援 の成果 であると考え
られる。 その中にお いて、愛知県では、産みの親が
育てるこ とのでき ない子 どもを、特別養子縁組を前
提とした里親委託に よっ て、生まれてすぐ に家庭の
中で育て る取 り組 みである「赤ちゃ ん縁組」が定着

し、育児支援 が、虐待の「早期発 見・早期対応」を

（2）虐 待イメージ と育児観

目的とするものから「未然防止 」を 目的とする もの
へと移行するほどに もなってい る。この「赤 ちゃ ん
縁組」は虐待 死の中で最 も多いO 歳O ケ月O 日の虐

母親 の育児行為の解釈には、自身の もつ虐待 のイ
メージや 育児観が反映 されてい ると考 えら れる。調
査対象者のユカ さんは、虐待について どのようなイ

待死を防ぐ方 法として注 目され、「愛知方式 」とし
て全国の児童 相談所 の虐待対応 のモデル となり、全
国的に拡大す る兆しを みせてい る。

メージをもち、ど ういった育児観を もって 日々 の育
児と向き合っているのだろ うか。育児行為 の解 釈が

第3 章 母親の語りにみる育児行為の解釈
（1 ）調査の概要
本研 究で扱 う調査対象者 は、名 古屋市A 区在 住の2
人の男児 を育 てるユカ さん（仮名）であ る。 ユカ
さんの家庭は、夫であるタツミさん（仮名）と、12
歳のハル マく ん（仮名）、4 歳のアキトくん （仮名 ）
の4 人家族で、タツミさんは作業員 として週6 日働
き、ユカさん自身 も、週に5 〜6 日ほ どパートをし
ている。 ユカさんは、6 年前 に次男 であ るタケル く
ん（仮名）を突然死で亡くしており、その際、警 察
に よって虐待者の疑い をかけられ、病 院からも死 因
の究明のために病理解剖 を勧められたとい う経験
をもつ。警察に よる捜査の結果、タケルく んの死に

「虐 待」と「しつけ 」との認識 の間で揺 れ動く 様子
を描く前に、まずはそ の点につい て示す。
ユカさ んは、サトルく んを幼い 頃に亡くし てお り、
その際に虐待者であ ると疑 われた経験をもつ。また、
アキトく んは発達障 がいであ るとの診断 を受 けて
お り、そのこ とがユカ さんに育てにく さを感 じさせ
ていると考え られる。これらのこ とから、ユカ さん
のもつ虐待イ メージ と育児観 は、①サトル くんを亡
くしたこ と、②ユカさんの子ど もの頃 の経 験、③ア
キトく んの個性 とい う3 つ の要素が関連し合い 、
「虐
待は、家庭 の状況 を知 らない 他者が決めつけるもの」
とい う虐待イ メージと、「子 どもに 教えない ことは
「虐待」であり、厳しく 教えるこ とは「しつけ」で
ある」 とい う育児観 を形成 してい た。
また、現行の児童相談所 の育児 支援 につい て、虐

事件性はなく、虐 待による死亡ではなかっ たと判断
され、病理解剖においても、虐 待と思わしき所見は

待で はなく虐 待死 を防止するためのものだと感じ
てお り、自分の抱える育児に対する不安や困難を解

認 められない 突然死であっ たとの診断が下っ た。し
かし、他者から虐 待者であると疑われたとい う経験

決してく れるものではない と捉えていた。ユカ さん

が、その後のユカ さんの育児観に反映 されている可
能性 がある。 また、三男のア キトく んは、発達障が
いである との診断を受けてお り、そのことがユカ さ
んに育てにく さを感 じ させ 、育児行為の解釈に大き
な影響を与えていると考えられるため、今回の調査
へ の協力を打診した。そ の際、対象者には本研究の
目的や内容を伝えている。
調 査は、2015 年10 月上旬 と下旬に1 回ずつの計2
回に わたって実施された。 第1 回調 査と第2 回調
査の間は約1 ヶ月あり、その期間に生じた対象者の
育児について の考えの変化を捉える。第1 回調査で
は「しつけと虐待との境 界線」「対象者 自身 の育児 」
「行政機関 の育児支援」など、第2 回調査では「子
どもを亡くした経験」「そ の後の対象者自身 の育児 」
などを主 な質問項 目の軸とし、ある程度自由に語っ
てもら うとい うオープ ン・ クエ スチョン を用いた。
調 査時 間は第1 回調査が約2 時 間40 分、第2 回調
査が約3 時間20 分の合計約6 時間で、実施場所 は
い ずれも、対象者の自宅である。対象者の了承を得
て録音し たイン タビュ ー内容は、文 章化した後 に対
象者のもとにフィード バックし、必要 があれば訂正
とコメントをもらうようにした。また、イン タビ ュ
ー後もメール のや りとりを通して、内容を付け 加え
てもらっ た。インタビュー内容は、対象者 の了 承を
得た上で、分析に用い てい る。

が求 めてい るのは、母親 からの電話 相談や 、通告 が
あっ てからの家 庭訪問ではなく、行政機関 の職員 が
継続的 に家 庭訪問することであり、そ うす るこ とに
よっ て虐 待が減るとも考え、現行の虐待の防止活 動
へ の疑問も感 じてい た。現行の行政機関の育児支援
は 、母親 が求 める育児 支援 と必ず しも一致せず、育
児 支援 といい ながらも、自分に必要な支援 はし ても
らえない とい う不信感を募らせ るこ とに繋 がっ て
い ると考えられる。

（3）他者からの指摘による不安
ユカさんは、自分の育児を振り返ったときに、虐
待だったのではないかと感じる行為として、「急に
走り出したアキトくんの髪を掴んだこと」と「家を
飛び出していったアキトくんを追いかけずに放置
したこと」の2 つを挙げた。これらの行為について
は、インタビュー中に何度も繰り返し語られており
その都度、自身の捉え直しが行われていたと考えら
れる。
ユカさんは、「髪を掴む」行為をアキトくんの安
全を守るための「しつけ」であると解釈していた。
しかし、その解釈は、夫であるタツミさんやユカさ
んの親といった身近な他者からの「虐待だ」とい う
指摘をきっかけに「虐待」と「しつけ」との認識の
間で揺れ動く。それは、自分にとって身近な、日々
の生活の理解者であるはずの家族から思いがけず

指摘を受けたことで、家族 のことばを周 囲の人び と
の 「まなざし」のよ うに感 じ、これま では 意識 され
てい なかっ た周囲の人び とから、自身 の行為 を虐待

援の受容と供給に関して、両者は必ずしも一致して
おらず、必要な支援はしてもらえないという母親の
不信感に繋がっているといえる。このように母親に
だと疑われることへの不安 が生じ たからであ ると
必要とする育児支援が行き届かない背景には、育児
考えられる。しかし、ユカ さんは自身 の育児行為 に
支援についての行政機関の論理と母親の論理にす
「子どもの成長に繋 がった」とい う正 当性を 見出 し。 れ違いが生じているからだと考えられる。
育児 行為 の解釈 が「虐 待」に至 らない ようにしてい
そして、2 つめは、母親は自身の育児行為の解釈
た。だが、そ の正当性は誰し もに とって妥当な もの
によって、自己の中で「不安」を増幅させている可
であ るとはい えず、今後も身近な他者 から の指摘 に
能性があるということである。母親の育児行為の解
よって、解釈 が揺れ動く可能性 がある。
釈は、夫や自分の親といった身近な他者からの指摘
によって「虐待」と「しつけ」との認識の間で揺れ
（4）育児行為に対する不安
動き、その行為に対する不安が生じさせていた。そ
ユカ さんは、「放置す る行為」 につい ては、他者
して、その不安によって、自分で自身のほかの行為
からの指摘を受けずとも、周囲の人びとから虐待だ
を「虐待」ではないかと感じるようになり、他者か
と疑 われるのではない かと感 じていた。そ れは、身
らの指摘を受けずとも解釈が揺れ動くようになっ
近な他者からの「髪を掴む」行為への指摘をきっか
た。つまり、1 つの行為に対する周囲からの「まな
けに、周 囲の人び との「まな ざし」を意識 するよ う
ざし」を受けて自分を規定し、自分で自身の育児行
になり、そのほかの行為に対しても自身 で疑い の目
為を監視するようになったのである。ここには、1
を向けるよ うになっ たためだと考えられる。つ まり。 つの行為に対する不安が新たな不安を生み、母親が
「放置する」行為に対しては、対象者 が自分自身 で
自身で「育児不安」をつくり出す過程がみられ、自
揺れ動きを生じさせ たとい うことであ る。
己の中で「不安」を増幅させているということが示
このよ うに、対象者は、身近 な他者 からの指 摘を
唆される。これまでの研究では、母親は虐待に対す
きっ かけに、周 囲の人び との「まなざし」を 意識 す
る社会の「まなざし」を「受容」するばかりではな
るよ うになり、自身 の育児行為を虐待 だと疑 われる
く、抵抗することで問題解決に向かうことがあると
ことへの不安 を生じ させた。そして、そ の不安 によ
論じられた。しかし、母親の育児行為の解釈は、抵
っ て自分自身を規定し、自分で 自身 の育児行為に 監
抗を示すことで帰結するわけではなく、その後も育
視の目を 向け るこ とで新たに生み出した 「不安 」を
児行為の解釈は揺れ動く可能性がある。
抱 えて育児 と向 き合 ってい るのではない だろ うか。
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