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【 ５月２３日（土）「いじめ・自死・殺害事件を考えるつどい」村山士郎講演】

５月２３日（土）１３：３０～、札幌市内に

て、大東文化大学名誉教授の村山士郎さんをお

招きし、「いじめ・自死・殺害事件を考えるつど

い」を開催しました。この講演会は、「子どもと

教育・文化 道民の会」とともに、北海道子ど

もセンター／さっぽろ子育てネットワーク／認

定ＮＰＯ法人北海道自由が丘学園／北海道教育

科学研究会／北海道民間教育団体連絡協議会／

全北海道教職員組合／北海道高等学校教職員組

合／ＤＣＩさっぽろセクション／新日本婦人の

会北海道本部の１０団体の共催で行われました。

共催での呼びかけに札幌市周辺の方以外にも

釧路・八雲・登別など遠方からも多くの方が駆

けつけていただき会場あふれんばかりの１６０

名が参加されました。

北海道・札幌においてもいじめによる自殺は

毎年おきています。また、２月「川崎中1殺害

事件」というショッキングな事件も起きました。

いまあらためて「子どもたちに何がおきてい

るのか」「その背景にあるもの」「大人がどう寄

り添ったらいいのか」などについて考えていか

なければならないときでもあり、長年、いじめ

や少年事件を研究されてきた村山士郎さんに講

演していたける機会ができたことタイムリーだ

ったと思います。

村山さんのお話を、当日参加できなかった会

員のみなさんにも是非読んでいただきたいと思

い、講演をほぼ全体を集録しました。

村山さんは著書「いじめで遊ぶ子どもたち～

子どもたちに安心と信頼の生活世界を～」の中

にも見られるとおり、大津 A 中学いじめ自殺事

件はじめ多くの悲しい事件を通して、子どもと

私たち大人がどう関わるか、多くのことを発信

されています。ご一読ください。

いじめで遊ぶ子どもたち

― 連続する少年事件を手がかりに現代の子どもを読む ―

村山士郎（大東文化大学 名誉教授）

ご紹介受けました村山です。僕は 70歳になっ

て 3 月に大学を退職して、のんびりとした生活

をおくっています。70 歳になると民間教育団体

もみんな卒業させてくれるので、肩書きが何も

なくなりました。

スケジュールの手帳が非常にきれいになりま

した。今まで猛烈に忙しい中で動き回っていた

ので、こんなにのんびりしてていいのかと時々

不安になります。

今日のテーマ「いじめで遊ぶ子どもたち」と

いう題は、講演には必ずしもふさわしくないテ

ーマかもしれません。本当は「子どもたちはな

ぜ人を殺してみたいという願望にとりつかれる

のか」というようなテーマなんだろうと思いま

す。そのなかにいじめ事件がふくまれていると

いうふうに考えてください。

１ ） 人を殺してみたい願望の暴発 ー連続する

少年事件をどうみるかー

昨年の 7 月に、佐世保で高校の女子生徒が友

人を自分の部屋に招き入れて殺害をしました。

ただ殺害をしただけでなく、死体に様々な手を

加えている、切断もするということをやってい

るという事件です。彼女はずっと人を殺してみ

たいということを考えていたようです。

北海道では 10 月に南幌町というところで 17

歳の高校生がおばあちゃんとお母さんを殺害す

るという事件が起きています。これは背景がち
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ょっと違いますが、殺すことにおいては偶然的

ではなく同じで、かなり前から考えていたよう

です。

12 月には、名古屋大学の女子学生が知り合い

の 77歳のおばあさんを殺害し、またこれも人を

殺してみたかったと語っています。実家は宮城

県にあるらしいですが、高校時代にタウリンと

いう毒物を友達に盛っていたりしています。タ

ウリンという毒物はよく知りませんが、何年か

前に静岡県で女の子がお母さんにタウリンを盛

って、ずっと日記につけていた事件がありまし

た。

今年の 2 月になって川崎市で 17 歳と 18 歳の

少年たちが、河原で中学１年生の男の子を殺害

をして、放置をするという事件がありました。

これはもう大きな報道になったわけですが、殺

された少年は当日、2 月の寒い多摩川で何度も

裸で泳がされて、そして上がってきたところを

カッターナイフで何度も斬られて死んでしまう

という凄惨な事件です。

これも、愛知や佐世保の子どもとはちょっと

性格が違いますが、18 歳の少年は友達とお酒を

飲むとよく「人を殺してみたい」と言っていた

ということが伝えられています。

報道はあまりされなかったんですが、その他

にもいくつか事件が続いているわけです。例え

ば 5月 18日ですか、横浜の戸塚区で高１の少年

が母を殺害している。これは、お母さんとおば

あさんから勉強や生徒態度にガミガミ言われカ

ッとなってやったとのげています。

その少し前、千葉で女の子を誘拐したのか拉

致したのか、用意していた畑の穴の中に生き埋

めにしたのではないかと言われています。これ

もまた明らかに生きたまま埋めたとすれば、そ

ういうことに単に殺すだけでなく、その行為そ

のものを楽しむとか、やってみたいというふう

に何か興味をそそがれるという気持ちがあって、

こうなったのではないか。ただ、消すだけなら

もっと違う消し方があるわけです。でも、前も

って穴を掘っておいてですよ、そこに車で連れ

て行って生き埋めにするっていうのは、その行

為それ自体に非常にこだわっているふしがある

わけです。

こうやっていくつかの事件を話してみますと、

怨みを持ってカッとなって人を殺すことや、あ

るいは遊び的になぶりものにして人を殺すよう

なこと、それからある時期から人を殺してみた

いという願望にとりつかれてそれを決行してし

まう事件が続いているわけです。

これらの事件はバラバラと報道され、一連の

今の日本の子どもたちの事件の中にある不安感

のみたいなものが充満し、強い攻撃性を抱えて

いるじゃないかと考えて、問題を根本から考え

直してみようとはなかなかならない。

一つの事件が終わると、もうすでに過去のも

のになり、また新しい事件が起きるとそれは一

生懸命報道するんだけど、前との事件がどうだ

ったのかということもあまり問われず、そして

私たちも忙しいですから、「ああ、そういえばそ

ういう事件があったな」とか「ああ、そういえ

ばこういう事件があったな」といったかっこう

で、時が流れていくままに事件が放置されてし

まうことになってきたわけです。

資料の中に入っています『村山士郎教育論集』

これも宣伝したいんですが、中を開いてもらっ

て２巻と３巻というところに、２巻は『現代の

子どもといじめ事件』、３巻は『社会病理として

の少年事件』というタイトルですが、若い方も

いらっしゃいますが、実は日本の社会の中で、

もう３０年間もこういう事件が繰り返し繰り返

し続いてきたわけです。

例えば２巻の中で、青森県の野辺地中学校で

熊沢憲君がいじめにあって自殺したのが 1985年

です。そのあと愛知県で大河内清輝君が自殺を

したのは、これが 1994年ですね。そのあと福岡

の森啓祐君、彼が自殺したのが 2006年です。そ

してつい数年前に大津でいじめ自殺事件があっ

たわけです。

インターネットに出ていたので、誰が作った

のか知りませんが、1970 年代の後半からいじめ
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で自殺した日本の子どもは１２１名。そのあと

の自殺者を僕が計算してみるとだいたい明らか

になっているだけで、１５０名ぐらいの子ども

がいじめで自殺してるんです。

だから、実はもう３０年も３５年も前からこ

ういう事件が続いているわけです。子どもに対

して日本の社会や大人が本当の意味で責任を果

たしてこなかったんではないかと問われている

んではないかと思うわけです。

また、人を殺してみたいという願望という

ことも決して今に始まったことではありません。

３巻に納めてありますが、1989 年の女子高校

生監禁殺害事件、コンクリート殺人事件と言わ

れていますが、東京で起きました。女子高校生

を監禁して性の対象にし、４０日間監禁したん

です。そして最後にその子が亡くなったときに、

こともあろうにドラム缶に入れてコンクリート

を詰め込んで荒川の河川敷に放置した。同じ年

に宮崎勤青年の事件で連続幼女誘拐殺人事件。

７人もの幼女を誘拐して次から次へと殺害し、

一部の子どもを庭で焼いてですね、その骨をお

母さんの家に送りつけるという、そういう事件

です。

その後はみなさんもよくご存じの神戸の少年

Ａによる子どもの殺害事件が起きました。土師

惇くんという小学４年生の男の子を殺害して首

を切断してその首を自宅に持ち帰って風呂場で

それをきれいに洗って自分の部屋に持ち帰り自

分と一緒に一泊をし、次の日中学校の校門にさ

らしたという事件。あまりにも有名な事件です。

その後も、例えば栃木の女教師をナイフで殺

傷する事件や大阪の家族全員殺害事件という高

校生たちの事件や佐世保事件の１０年前の事件。

小学校６年生の学校の教室で友人を６年生の女

の子がカッターナイフで殺す事件です。給食前

の時間、さとみちゃんという子はカッターナイ

フによって殺害されてしまう。その後いろんな

かたちでやはり人を殺してみたいという事件は、

ずっと継続して起きているわけです。今あげた

事件は、ある意味突出した事件なのですが、今

日ではどこの学校でもどこの地域でも起こらな

いとは言えないんです。しかしよく考えてみる

と、これは後で少し話しますが、その突出した

事件だから他の子は大丈夫だと言えるでしょう

か、と我々は問うてみなければならない。

逆にひょっとしたら今こうやって私たちの周

りにいる子どもたちも何かのことがあれば、そ

ういう方向へ行くんではないかと思う方が普通

ではないかと思います。

川崎の事件は、今日的な背景がありあります。

この前、川崎で簡易宿泊所から出火して焼けま

したよね。川崎には１２４ぐらいの宿泊所があ

って数千の人がそこに住んでいる。横浜にも同

じような場所があり、6,000人ぐらいが住んでい

る。同じような簡易宿泊施設は東京にもある大

阪にもある。そうした貧困が社会の中にある。

その同じ地域の中で子どもたちが荒れていると

いう現状があるんです。だから火事の問題と少

年たちが川原で植村君を殺害した事件は全く違

った事件のように見えながら、しかし地域的に

は日本の貧困の状況はそういうところに広がっ

ていると考えると決して別の問題とは考えられ

ないのではないか。

川崎市は、いま渋谷から沿線が通ってものす

ごいマンションが立ち並んで、田園調布からず

っと流れが来ているような地域があると同時に、

川崎市のかつての労働者が住んでいた地域が今

でも貧困な状況に放置されている。その周りで

子どもたちが育っていて、そういう社会の中で

ああいう事件が起きているんだというふうに考

えなければいけないと思うわけです。

２ ） 南幌町の祖母・母親殺害事件と今日の

虐待

南幌町の事件は資料があまりなくてインター

ネットで一生懸命探しているんですが、資料集

めは必ずしも十分ではありません。
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キーワードが虐待だということは、はっきり

していると思います。日本の子どもたちへの虐

待は、二つのタイプがあると思うんですよね。

一つはさっき川崎で言ったような貧困や古典的

な虐待ですよね。もう一つは、虐待あるとはと

は思えないような一種非常に恵まれたように見

える環境が実は子どもにとっては虐待的な状況

になるタイプです。日本でいえば格差社会の裏

と表のようにしてして子どもたちは虐待的な環

境にあるというふうに考えられるのではないか。

南幌町の事件のことを読んでいくと、小さい

ころから厳しく育てられて、犬の散歩や除雪作

業といった雑用をさせられて遊ばせてもらえな

くて物置のような場所で寝かされるなどの虐待

を受けていた。殴る蹴る竹刀で叩く火のついた

煙草でたばこを腕に押しつける、トイレを使わ

せずに風呂は夏でも週一回だけ、冬は庭に立た

せて水をかけるなどなどのことが報じられてい

ますが、でも、この子は部活もしっかりやり生

徒会長の候補にもなっていた。そういう意味で

は健気に一生懸命頑張っていたのだろうと思い

ます。しかしこれ以上我慢がないという格好で

ある意味では切れてしまった状況で殺害行為に

およんだ。地域の人たちから大変な同情があっ

て嘆願書も出ている。日本で児童虐待というの

はもちろん相談件数がどんどん増えているわけ

ですが、社会の中でいろんな虐待が広がってい

るんだろうなと考えられます。

これは新聞記事ですが、例えば高齢者の虐待

という問題が新聞に何度か登場しました。8900

カ所で NPOが調査をしたら 1500カ所の施設で

高齢者に対する虐待があったということが報じ

られています。詳しく言うと 15952 件の虐待が

カウントされている。施設職員は 221 件でそれ

にかかわっている。

老人に対して最も手厚く保護しなければならな

い施設で虐待が起きているって言うのは、職員

も相当に切羽詰まっているか、あるいはそうい

う虐待的な行為に出ざるを得ないような状況に

追い込まれてしまっているのか、あるいはそう

いう追い込まれた中でそういうことをひょっと

したらですよ、いじめと同じようにちょっと楽

しんでいる職員がいたのかもわからないという

ようなことも考えられる。虐待というのは社会

の中のある一つの病理で、日本の社会のいろん

なところに隠れてあるんだろうというふうに思

います。その証拠に、これは日本テレビが報道

したんですが、虐待している時に介護職員たち

が笑い声をあげながら虐待をしていることがキ

ャッチされて、嫌がる様子を見て面白がってい

るということがキャッチされたりしているとい

うことも言われています。これはある意味、子

どもたちが子どもたち同士でいじめをして遊び、

楽しくいじめをしているというようなことに近

い状況があるのかもわかりません。児童虐待は、

年々相談が増えてこれは 2015 年２月の新聞に

は約 29000 の人の相談件数がある。これはもう

ずっと増加の一途をたどっています。

別の調査で言うと、児童虐待は最多で 73000

件が寄せられていることも書かれています。こ

れはある意味では日本のどちらかといえば影の

部分、全体の貧困な状況に置かれている中でひ

ょっとしたら虐待的なことが行われているかも

わからない。でも日本の子供たちはそうした貧

困な状態に置かれているから虐待を受けている

だけではないんです。

虐待にはもう一つのタイプがあります。2006

年に奈良県で高校１年生の男の子が放火をして

お母さんと妹を殺してしまったという事件があ

りました。医者の息子さんです。その後の裁判

の中でお父さんは「パパが悪かった。お前にた

びたび暴力をふるって悪かった。家にいてもず

っとパパに監視されていて、家にいるのがつら

かったんだろう」ということを言っています。

なぜお父さんはそういう行為を続けていたのか

といえば、どうしても少年に医学部に入っても

らいたかった。そして少年は勉強を強制的にや

らされていた。それをやらないと暴力行為を受

けていたという。これは一種の虐待行為です。

ですから、この高校の男の子は、本当はその暴
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力行為はお父さんに向かわなければいけないん

だけど、実際は義理のお母さんと妹さんに向い

てしまったという痛ましい事件です。金銭的に

困っているわけではなく、とても裕福な家庭で

す。お父さんもお母さんもお医者さんです。実

態はわかりませんが、金銭的には庶民とは違う

レベルにあったはずです。

もう一つ皆さん、記憶をたどってほしいんで

すが、秋葉原事件という有名な事件がありまし

た。犯人は、加藤智広という青年です。彼は青

森県の出身ですね。彼もまたお母さんに有名高

校に入るように仕向けられて、そしてある意味

では虐待を受けていた。加藤は幼少から厳しく

育てられて、冬の寒い日に薄着で外に立たされ

ているのをよく見かけられた。小学生のころか

ら珠算やスイミングスクール、学習塾に通わさ

れている。友人の家に遊びに行くことも友人を

家に呼ぶことも禁止されていた。

作文や絵は親の検閲が入って、親が相当手を

入れて提出させて、いつも賞をもらわないと加

藤は、お母さんに怒られていた。

弟が次のように書いています。

食事の途中で母が突然切れると廊下に新聞を

敷き詰めてその上にご飯やみそ汁などのその日

の食事をばらまく。「そこで食べなさい」と言い

放つ。彼はそれを泣きながら新聞紙の上にぶち

まけられた食事を食べていた。ぐちゃぐちゃに

なった状況で「それを食べなさい」と強要され

て彼はそれを食べていた。これも虐待だろうと

思います。しかし彼は青森県では有数の進学校

に入り、その後ドロップアウトするわけです。

虐待的環境といっても、学力が高くて教育熱心

でそしてある時までは他の人から「すごいなあ

って」思われた子どもにもこういう事件が起き

るわけです。

佐世保の女子高校生の事件、これも資料とし

て入れたんですが、この佐世保の高 1 の女の子

もお父さんが弁護士さんで、お母さんは東大を

出て地域の様々な教育委員もやられていました。

九州の弁護士事務所では NO.1 ぐらいの収入が

あって、とてもりっぱなおうちに住んでいたと

いう報道がされています。

「少女Ａはこの絵にかいたような裕福なエリ

ート家族で育ち、3 歳からスケート選手のコー

スに入りピアノや絵でも賞をとる頑張りを見せ、

学業もトップクラスの成果を上げてきたのであ

る。この環境自体が少女 A にとっては抑圧シス

テムとして機能していたのではないか。親の期

待にこたえようとするあまり強いストレス感を

受け、不安感を抱き、それらが、抑圧として蓄

積していたと考えられるのである。理想的な家

庭環境それ自体が、攻撃エネルギーをため込む

抑圧の要因となっていたと考えられるのである」

ですから北海道で起きたおばあちゃんと母さ

んを殺した南幌町で起きた事件とは性格は異に

しています。しかし虐待的抑圧的であったとい

う環境は非常に似ている。結果としてはね。そ

ういう中で子どものゆがんだ攻撃性というもの

が蓄積されていっているのではないかというふ

うに僕は考えるわけです。

３）「人を殺してみたい願望」は、子どもたち

の攻撃性の病理

私は、80 年代からいじめ事件や少年事件をず

っと書いてきたんですか、日本の子どもたちが

社会的な病理にあるんだと考えてきました。

学校の先生は、社会病理って言うとなぜかひ

どく嫌う。多分先生方はいい先生が多いので、

自分の力で何とかできるって思っている。子ど

ものことを社会病理だっていうと何だか突き放

しているように聞こえてしまうのか、それが見

えなくしている原因でもあるんですよね。自分

の力で何とかできるというふうに思いこむあま

りに、本当の病理が見えない。そういうことで

はないかと思っているんですが。

どういう病理に日本の子どもたちは罹ってい

るのか、人を殺してみたい願望というのはどう
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いう病理なのかということが問題です。先ほど

話しました女子高校生監禁事件と宮崎青年の連

続幼女誘拐殺人事件が起きた 1989 年に私は僕

は雑誌に論文を書いたんです。

病理学的な分野を子どもたちの分析に取り入

れて考えないと、子どもの本質は捉えられなく

なるのではないか思いました。

先に触れた女子高校生監禁殺人事件の少年た

ちは、女子高校生を監禁し、性的欲望の対象に

していきました。若い男の子たちにとってみれ

ば若い女子高校生に性的な欲望が向くってこと

はあると思うんです。

でも、その女子を４０日間も監禁し、風呂に

も入れずに汚れた少女に、２０キロもやせたと

言われている少女に少年の部屋でなおかつ性的

欲望の対象にしていったという、その地獄のよ

うな様を知ったときにこれは病理的だと思いま

した。単なる性的な欲望を果たすというレベル

を超えて、それは病理的なサディスティックな

感覚が芽生えているのではないかと思ったわけ

です。

先ほどの宮崎青年は幼女を連れてきて殺害し、

時にはそれを庭で燃やして、そのしゃれこうべ

を部屋に持ってきて大切にもてあそぶ。これは

死体愛好です。死体を愛好するネフロフィリア、

死体愛好的な病理なのではないか。

ですから、私は１９８９年段階で日本の事件

のなかの子ども分析をする時には、サディズム

とネクロフィリアという概念が必要だと書きま

した。そして、E・フロムの『正気の社会』と

か『破壊』を一生懸命読み始めたわけです。そ

うすると日本で起きた事件と同じような事件は

アメリカでももう起きていて、その分析をフロ

ムはずっと書いているわけですね。みんなは日

本の社会は正気の社会だと思っているとおもい

ますけど、資本主義が発達するほど、人格は病

理的な世界に入っていくと、フロムは語ってい

るわけです。

２０１１年の大津市のいじめいじめの事件を

分析してみると、自殺の練習をさせていたなど、

とてもサディスティックな感覚が散りばめられ

ているわけです。自殺の練習をさせることの背

景にはあのいじめていた子どもたちは、「遊びだ

遊びだ」と言いながら、実は死ぬところまで追

い込んでみたいというふうにどこかで思ってい

たんですよ。どこまでいじめたら、こいつは自

殺するんだろうかということが、遊びというい

じめだったんです。我々から見たらいじめなん

だけど、彼らからいえば遊びなんです。遊びの

なかにとてもサディスティックな感覚が広がっ

ていて、それで結局自殺に追い込んだわけです。

毎日毎日いじめていって、そしてどこまでいじ

めたらこいつは本当に死ぬんだろうかというこ

とを楽しんでいたわけです。

これはもう病理的な感覚そのものなんです。

そういうふうに見ていくと、さっき話しました

長崎の女子高校生や、名古屋大学の学生は、と

ても考えられないような残酷な殺し方をしてい

ます。同時にその死体をもてあそぶということ

があります。切断してみたり大事な自分の宝物

のように思って、その死体を自分の作品と思っ

ているような節があるわけですね。これは死体

愛好という病理なんですよ。

こういう病理が日本の事件の中には顕著に現

れてきていて、かつては犯罪心理学者の小田真

が鋭く分析していたのですが、最近は、みんな

きれい事ばっかり言って、本当の病理だという

ことをあまり書かなくなったし、言わなくなっ

たし、教育の世界でも少年事件のことはあまり

扱わなくなっています。

子ども研究はもっともっと、今子どもに起こ

っている現実を取り上げて真摯に取り組む必要

があると思います。それは現実に現場で子ども

と向かい合っている人たちにとってとても大事

なテーマであって、本当のことを知りたいし、

どういうふうに捉えていけばいいのかというの

は、大切な課題だと思います。 研究者は論文

を書いて、分析がちがっていたら「ああ、あれ

は失敗した」と言えば済むわけですけど、（本当

は済まないんですが）、現場にいる方はひとつ間
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違えば子どもとの関係をこわしてしまうわけで

すよ。だから、真剣勝負なんですよ毎日毎日が。

そういう意味で学校現場は非常に緊迫した状況

の中にあるのではないかと思います。教育の世

界では本格的に大々的な論議をしようという気

運が起きないというのは、すごく残念に思うわ

けです。

それでは、子どもたちはどうして病理の世界

に入っていくのだろうかということが、次の問

題ですね。

この問題を考えるときに、二つの視点が必要

だと思います。一つは社会的な要因。それは客

観的な要因です。もう一つは個性的な特質や生

育史的な要因。それは主体的な要因です。客観

的な要因は、先ほど話しましたように日本の競

争原理や、あるいは格差社会の中で子どもたち

の環境になっている。社会や生活や学校という

ものが子どもたちに不安感や抑圧感、あるいは

孤独感を強めているということが、子どもたち

の攻撃性というものを強めていると考えられる

のです。

私が書いた本のなかでは、五つぐらいのこと

をあげています。

まず一つは学力競争に組み込まれて生活が時

間的にも精神的にも圧迫されている。これは客

観的に見て今の子どもたちの状況です。

二つめは、子どもたちは家庭でも学校でも親

や教師の要求に忠実に従う、よい子競争にかり

たてられている。学力競争だけでなく、良い子

競争に駆り立てられているのです。良い子でい

ないと子どもにとって一番恐ろしい「見放され

る」という状況に追いやられるのです。先生に

見放される、親に見放される、この見放される

感覚というのは、今の子どもたちにとってはと

ても怖いことなんですね。

三つめは、豊かな消費社会の中で育った子ど

もたちは常に自分の欲望が達成されないという

状況にある。欲望をどんどん広げて生活するわ

けです。それが満たされないと、非常に強い不

満やストレス感が生じてイライラが募ってくる。

そういう物質的な社会で育った子どもたちの中

にある欲望の肥大化現象という要求が満たされ

ないと、強い不満が出てくる。

第四は、彼らをとりまく生活文化の中に忙し

さが、これは後でも話しますけども、とにかく

他者から抑圧されるのではなくて、自分自身が

生活の中に忙しさを持ち込み、追い込んでいる

わけです。例えばスマホやゲームに多くの時間

をさいて睡眠を削っています。彼らはスマホで

荒れゲームで荒れ３時間や４時間はへっちゃら

で、やっている子は５時間も６時間もやってい

るわけです。しかし、疲れないはずがない。だ

から好んで楽しくやっているように見えながら、

体が疲労、そしてイライラ感を募らせていると

いう、そういう構造のなかで彼らは生活をして

いるというわけです。

そして最後の五つめは、この格差社会が進行

すると、やっぱり家庭のなかでも様々な貧困の

問題が出てきたりして、そしてそういうことが

子どもたちに強い不安感を与えていく社会なん

だと。ところが、僕らが冷静に考えれば、日本

の子どもたちが育っている環境は子どもにとっ

ては、非常に抑圧的で苛立ちやムカつきを強め

るものになっています。彼らは不安感や抑圧感

を強めるような環境のなかで生きている。

こういうことが、子どもたちにある攻撃性を

病理的に歪めていく要因になる。しかし、今言

ったような話は多くの子どもたちが、そういう

環境のなかにいるわけです。事件を起こした子

どもたちだけがそういう環境にいるわけではな

い。でも、みんなが事件を起こすかと言えばそ

うではないわけです。そこには、もう一つ主体

的な要因という問題があるわけです。それが生

育歴、あるいはその子どもが固有に持っている

問題です。

さっき話した青森の加藤君のように、お母さ

んから非常に強い虐待的な育て方をされたとい

うのは、これは全ての子どもがそういう社会、

そういう状況のなかで育てられているわけでは
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ありません。その子に固有な、あるいは特徴的

な生育歴を残念ながら持っている。そういうこ

とがあるわけです。だから、佐世保の高校生も

経済的にはとても恵まれて、お父さんとお母さ

んから期待され、そして学校でも賞賛されてい

るようではあったけれども、東大に入るという

ことが至上命令でした。お兄さんは残念ながら

それができなかった。東京の私立大学、早稲田

大学に入った。すごいと思うんです。それでも

お父さんとお母さんの期待には応えなかったの

で、残っている彼女は、どうしてもそれを達成

しなければいけないわけです。高校生にもなっ

てみれば、大体わかるでしょう？自分がそうい

うところに行ける学力なのか。それは高校生ぐ

らいになればわかりますよね。そうすれば、そ

ういう抑圧感をいうものが、もっと強く彼女に

はかかって、これは全ての子どもに競争原理が

かかると言いながら、個別、特別に彼女には特

殊な条件が加わるというふうに見なければいけ

ないのだろう。そういう中で、今すごく注目さ

れているのは、小さい時の母子関係というもの

を、もう一回見直さなければいけないんじゃな

いかということです。

ついこの前、月刊『文藝春秋』という雑誌が

ありますが、そこに酒鬼薔薇少年の家裁の決定、

裁判所より判決文が全文公開されました。僕は

初めて読みました。いろんなものは読んだこと

がありますが、最終的には裁判所、つまり家裁

が、この子はこうだったということを、どう認

めたのかということですよね。様々な精神鑑定

を行い、その精神鑑定を全部読み込んで、そし

てこの子を医療少年院に送るという決定をしま

した。その時の経緯を説明している文章です。

読んでみると、いろんなことが書かれています。

まず少年は母乳で育てられたが、母親は生後

１０ヶ月で離乳を強行し、具体的なことはわか

らないが、鑑定人は１歳まで母子一体の関係の

時期が、少年に最低限の満足を与えていなかっ

たと書かれています。最低限の満足というのは、

一番低いレベルの満足すら与えられていなかっ

たということです。裏を返せば、全く不満足な

状況に置かれていたわけです。これが一つの大

きな要因です。

それからこういうことも書いてあります。両

親は、長男は我慢が大切で、下のものと争った

ら責任を取らなければならないと教えていて、

母親が中心となって少年を厳しく叱責をしてい

た。少年は親の叱責がとても怖くて、泣いてみ

せると親の怒りがおさまるというのを体験的に

知って、悲しい感情がないのに、先回りして泣

いてみせるということで逃れていた。そういう

ことが書かれている。

そのあとを読んでいきますと、小学校の３年

生のとき、少年はお母さんの姿が見えなくなっ

たということで、精神科医に連れて行かれたこ

とがある。これは僕は、精神分析したこともな

いし、その専門ではないですが、素人的に考え

ると親の姿が見えないというのは、見えなくな

って欲しいとか、いつもそういうことを思って

いたので、見えないということによって自分の

安定を保とうとするのか、よくわかりませんが、

そういうことがあった。

小学校４年生のときに、祖母が亡くなって、

そしてその時期に神戸の大震災があって、精神

的な強いショックを受けたのではないか。小学

校の６年生ぐらいになると、猫を殺したり、な

めくじに針を刺したりするようなことを始める。

それが中学校に入って、ちょうど男の子として

の思春期が重なって、猫を虐待したり、殺した

りするようになる。そのときに性的な興奮を覚

えて、初めてそこで射精を体験する。

ですから、その性衝動というものと、動物を

殺すということとが、この思春期の時期に重な

ってしまう。だから、性的な強い欲望があると、

「殺す」ということによって、それが満たされ

ていくということを彼は覚えてしまうというこ

とが書かれているわけです。

これは、主体的な要因と言うんですが、どの

辺がどこに強く影響したかは、僕はよくわかり

ませんが、その小さい時からの母子一体化とい
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う問題も見逃せない理由だってことから書き始

まっている。社会的な病理に子どもたちが罹る

というのは、みんなに仕掛けられた社会的客観

的要因とその子どもに固有にかけられた個人的

主体的要因ということが重なった時に、子ども

に病理的な現象が現れていくのじゃないかとい

うふうに考えられるのじゃないかと思います。

４ ） データで読む日本の子どもたちの病理

ここまでは事件のことをずっと語ってきまし

た。しかし、日本の子どもたちは事件以外で病

理的な状況を示していないかといえば、そうで

はないわけです。

NHK は、10 年に 1 回くらい小学生や中学

生の実態調査を行い、そしてそれを本にして出

しています。これは 1991年の小学生の生活と意

識の調査、そして 95年の中学生と高校生の意識

の調査です。

夜眠れないとか、ご飯を食べたくないとか、

何をしても楽しくないとか、そういういくつか

の状況を調査でデータを示して、これは病理的

な現象なんだというふうに言っています。中学

生の調査でも、高学歴プレッシャーをあびた中

学生、高校生はその生身の体に深い痕跡をとど

め、心身の病理となって現れるというのが結論

でした。「疲れやすい」、「朝食欲がない」、「夜眠

れない」、「立ちくらみやめまいがする」、「お腹

が痛い」、「肩が凝る」、「頭が痛い」という現象

が広がっていました。そういう軽いものからも

う少し進むと、「思いっきり暴れたい」中学生が

31％、高校生 32％。「何となく大声を出したい」

中学生が 26%、高校生 30%。「何でもないのに

イライラする」中学生が 26%、高校生 30%。「す

ぐ不安になる」中学が 23%、高校生 20%。「何

にもやる気がしない」中学生が 20%、高校生

24%。「何にも興味がもてない」中学生が 10%、

高校生 12%となっていました。

NHK の調査は、こういう現象をとらえて、こ

れは病理的と結論づけていたのです。同じよう

な調査でその後を見ていきますと、このデータ

の値はずっと高くなっています。この『いじめ

で遊ぶ子どもたち』の本のなかに 2011年版を入

れておきましたが、先ほどの数字とは比較にな

らないくらい高くなっている。例えば、「気分の

落ち込みのせいで何もする気にならないことが

ある」男子中学生が 34,3%、女子中学生 46,8%、

男子高校生 44,8%、女子高校生 59,9%となって

います。女子高校生は約 60%ですよ。

「集中したり、すばやく考えたりできないこ

とがある」男子中学生 37,4%、女子中学生 40,4%、

男子高校生 40,6%、女子高校生 47,2%。「身体の

『だるさ』や『疲れやすさ』を感じることがあ

る」男子中学生 49,8%、女子中学生 56,6 ％、男

子高校生 64,6％、女子高校生 70,4％という数字

になっています。つまり 20 年ぐらい前に NHK

の調査が指摘をした値の約 2 倍の高さになって

現れているわけです。だから、高校の先生もよ

くこのような子どもを前にして授業頑張ってい

るなと思いますよ。

最近、高校生の 4 割が１日５時間ネットをや

っている、朝食を食べない、睡眠時間が短くな

っているとか言われています。それから別の調

査でみると、女子高校生は１日平均７時間スマ

ホをやっているという報道もあります。どうや

って生活をしているのかと不思議に思うんです

が、そういう数字がどんどんどんどん出てくる。

子どもたちがこういうことをやっていて、どう

やって自分の健康を保っているんだろうかとい

うことをすごく心配になります。

５ ） 子どもたちの表現から「心の叫び」を読

み解く

学校ではどんなふうに病理的な子どもたちに

向き合うのだろうか、ということに話をもとに

戻します。私は、「日本作文の会」に参加してい

るので多くの先生から作品を頂いています。
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これは板橋区のある先生のクラスなんですけ

ど、クラスがどんどんどんどん荒れて、子ども

との距離がどんどんどんどん離れていく。自分

は教師になって。正義感を振りかざして、一生

懸命子どもに向かっているのに、「なんでこんな

に熱心に自分はいいことをやっているのに、子

どもたちはどんどんどんどん自分から離れてい

くんだろうか」と悩みました。20 年代後半の若

い先生です。「どんな風に正義感をふりまわして

いたわけ？」って聞いたら、笑ったんですが、「ク

ラスで赤いハチマキを締めて短パンで熱い教師

を演じていた」というのです。その若い先生は、

自分が休んだときに、子どもが「先生が学校に

来れなくなったときは、心の中でヤッターと思

いました」という日記に出会い、「子どもの本音

を引き出したい」と強く思うようになったと言

います。

●『じゅく』

ゆ

う

じゅく。

ハッキリ言うと、やめたいと思う時がある。

テスト。点が低い。

くやしくて、時々泣く。

（なんで、受験するなんて言ったんだろう。)

時々思う。

ストレスがたまる。

ときどきじゅくの子が、ぼくの物だけ取った

りす る。

すごくいらいらする。

こんどやられたら、やりかえしてやる。

●『わくわく』

み

き

早く榛名に行きたいなぁ。

金土日は、ずっと思っているだろう。

けど、きっと榛名では寝られないだろう。

それが一つ心配。

木曜日。

寝不足になって授業を受けてはいないだろう。

水曜日。

塾を休むから、みんなとおくれはとらないか。

心配だ。

６年生で榛名山の宿泊合宿に行く時も塾の参

考書を持っていって、そして遅れるんじゃない

かと心配しているのです。

私の家の近くに市の素晴らしい陸上競技場が

できて、この前、神奈川県の高校陸上競技大会

をやっていたんです。地域で一番成績のよい県

立高校厚木高校というのがあるんです。東大に

何人か入るという。僕がたまたま見に行き、県

立厚木高校の応援席を見てびっくりしたのは、

グラウンドでいろんな競技をしているのに、応

援席で参考書を見てるですね。丁度、女子 400

ｍリレーの予選をやっていたのですが、何の関

心もなく、熱心に単語勉強や日本史の参考書を

見ている。「今日ぐらいはやめたらいいんじゃな

いの」ってよっぽど言ってやろうと思ったんで

すが、変なオヤジが出て行っておかしくなった

ら嫌なのでやめましたが。

●『おに』

みき

私は起きてからすぐにいやなことがおこりま

し た。

起きたときは、

「さっさと起きろ。」

と３回どなられ、ごはんを食べるときは、

「さっさと食べて。」

と、言われ、歯みがきをしているときは、

「かぎつけた。ベッドたたんで。」

と連続で言います。

それを毎日言っているのに、

つかれないのはオニのようと思いました。

●『言えない 』

なお
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と

両親とも先生。だから、

「勉強のこととか聞けるからいいね。」

って言われる。

（どこが？）

いつも思う。

だって、夏休み前は大変そうだから口もきけ

ない。

話したいことあるけど、言いづらい。

聞きたいことがあるのに、

自分の中にためちゃうことがなれるから、

もやもやすることが多い。

帰ってくるのが遅い。

夜は自分の学校の話ばかりで、うざい。

どーでもいいよ。

うるさい。

でも、自分のために働いているから…

何とも言えない。

うちは３人の娘が大学にみんな入ったんで

すが、僕が何気なく「教職とったらいいんじゃ

ない」って言っても、3 人とも「絶対教職はと

らない」って。「免許とるだけだったら取ればい

いじゃない。」と思ったんですが、誰もとりませ

んでした。やっぱり先生の生活を見ていたから、

なりたくないと思ったんでしょうね。

こうした子どもの内側に抱えている叫びやつ

ぶやきを聞いてくれる人が学校の中にいたり、

周りにいれば、子どもたちは、それをどんどん

表現してくる。そして、解きほぐされていく。

そこにヒントがあるような気がするわけです。

二つめに、「村山士郎教育論集 第一巻」のな

かで紹介したことなんですが、様々な事件を犯

して少年院に入った子どもたちの本当の声です。

静岡県の安倍川少年院ではその子どもたちに、

「ぼくの一言、僕の胸の内を聞いてください」

という取り組みをしている。その冊子からいく

つか読んでみます。

●中学校の先生へ

僕は勉強が嫌いだし、バカだよ。だけど除け

者に せず、仲間に入れて欲しかった。

先生、僕たちの気持ちを理解して欲しい。学

校は 好きだもん。

一番大切なものは勉強ですか。 勇樹

●「お前が学校へ来ると、まじめにやろうと

して いるやつが非行の道に進んでしまう。お

前は学校 のガンだ。」

相談室で言われた一言。でもあんまりです。

芳和

●母へ

「お前なんか、鑑別所でも、少年院でも入ら

なく ちゃ分からないんだ！」

口ではきつく言っていたけど、僕が警察に連

れて 行かれる時の母ちゃんの涙は、一生忘れ

ません。

一輝

●「こんな家に、なんでぼくを生んだんだよ。」

ほんとうに辛いことを言って、ごめんなさい。

今は、この家族に囲まれて幸せを噛みしめて

います。

満

●父へ

「やってしまったことはしょうがない。二度

と繰 り返すな。がんばってこい。」

審判のあと、一緒に泣きながら言ってくれた

こと ばは忘れていません。

行宏

●審判で「息子はいじめられっ子なんです。

いつ も殴られて帰ってくるんです。たまたま、

殴った からといって、少年院とはあんまりだ。

それより も親に責任がある。一方的に息子を

悪くしないで ください。」と言ってくれました

ね。

僕をかばってくれる父の気持ちは忘れません。

智生
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●仲間へ

少年院に来て、茶髪を切り落とし、イヤリン

グを はずしたら、肩の力が抜け、気持ちが軽

くなった。

今まで、自分の存在を誇示したい一心で、見

栄や 虚栄を張っていた自分を知った。

君たちもやってごらん。楽になるよ。

敬志

●裁判官へ

「お母さん、子供がこうなってしまったのは、

親 のあなたの責任ですよ。分かっているんで

すか、

ほんとうのお母さんなんですか。」

審判の時、あなたが言った言葉です。

裁判官！ 少しは母の気持、ぼくの気持ちを

考え てものを言って下さい。

典幸

●少年院の先生へ

親から「もう引き取らん」という手紙が届き、

ぼ くが泣いていると、そばにきて黙って一緒

に泣い てくれた先生、不思議と胸のつかえが

取れていき ました。

良太

こういう子どもたちの外には出せないできた

内面にことばを与えていく、そうすれば子ども

たちは自分でそれを綴っていきながら、新しい

道を開いていくというような取り組みもあるの

ではないでしょうか。

それに比べて、川崎のあの少年たちに対する

社会的な目は冷たいと思うんです。やったこと

が善いとか悪いとかいえば、もちろん悪いこと

です。許されないことをやっているんです。彼

らはね。しかし、彼らにも小学校時代があり、

中学校時代もあり、そして今は 18 歳、17 歳に

なったけれども、その前に大人から学校からど

んな目をかけられてもらった子なんだろうか。

学校から追い出されてしまった子だったんだろ

うか。小さいときからの彼らが育った環境を抜

きにして、逮捕されたから、何かみんなホッと

しているようなニュースとして流れていますが、

本当にそれでいいのかと思います。

川崎にはさっき言ったような貧困社会がまだ

まだ広がっている。そういう地域があり、どう

いう事情か知りませんが、お母さんはフィリピ

ンの女性の方だと報じられています。そういう

中で、地域の人たちや仲間の目も、いろんな目

が彼らに向けられていたのではないか。そうい

う中で彼は、いろいろな道を辿りながら結果と

しては、あのような事件を犯してしまったので

はないか。

だから、彼らを社会から除外をして、そして

裁きを受ければ事が済んだというような捉え方

で本当にいいんだろうかというふうに思うわけ

です。そしていろんな人のコメントを見ていて

も、ソーシャルワーカーをおくとか、地域社会

の関係をつくらなきゃいけないとか、いろんな

ことを言っています。でも、子どもそのものに

ついて、18 歳の子をもっと暖かい目で見てあげ

ようとしてる人は、ほとんどいないです。僕は

それは違うと思うんです。

さっきの鑑別所で向かい合っているような目

で、あの 18 歳や 17 歳の子たちを見てあげなき

ゃいけない。逆に上村君は何故、夜、家に自分

の居場所がなかったのか。これも週刊誌の情報

で本当かどうか確かめていませんが、お母さん

に好きな方が出来て、その男性が家に入ってし

まう。中学１年生の思春期の多感な子が、狭い

家の中で夜家にいられない、そういう問題を考

えてみなければいけないのではないか。上村君

は小学生の時、島の方から来て、いろんなこと

で頑張ってバスケットもやっていたというよう

な書き方だけでいいのか。彼はなぜ夜中に家を

出ていたのか、「家の中に居場所がなかったので

はないか」という問題をも考えていかなければ

いけないと思います。家の中に自分の居場所が

ない子どのたちの問題です。
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とはいっても誰も夜中に遊んでくれる人はい

ない。逮捕された少年たちはいじめながらも、

暴力を振るいながらも、「仲間」と思えるように

扱ってくれたんではないか。とても悲しい現実

があの事件には隠されていて、あの犯罪を犯し

た少年たち、犯罪自身は許されなけれど、同時

に、犯罪に走った少年たちは川崎の小学校、中

学校ではどんな子どもたったか、どこかで救え

なかったのだろうとかという問題を、もっとも

っとみんなで討論してもいいのではないかと思

うわけです。

６ ） おわりに 「子どもたちを再び戦場に送

るな」

最後になってしまいましたが、私は、今話し

たことは、子どもたちの命の問題というふうに

くくられるのではないかと思います。

去年 7 月に安倍さんが閣議決定をして、集団

的自衛権を行使できるように憲法解釈を改める

という記事を見て、珍しくカーっときたんです

ね。それで 1ヶ月もかからずに、『子どもたちを

再び戦場に送るな』を書き上げたんです。どこ

も出してくれなくて、新日本出版社にお願いし

て出してもらったんです。

この中に書いたんですが、やっぱりこういう

ことだけは言えると思うんです。「日本の子ども

たちはその時代時代に憲法を学んで、たくさん

の詩や作文を書いてきている。あるいは社会科

の学習の中でたくさんの発表をしてきた。二度

と戦争はしないという憲法原理を生活のなかで

書き綴り、学校のなかで学び合ってきた」

日本の教師や親たちは、子どもの命を何より

も大切にし、二度と戦争はしてはいけないとい

う戦争反省を子どもと一緒に学んできました。

この前、（ヨーロッパで）戦勝記念というのを

やりましたが、それはあくまでも「戦勝記念」

なのです。あらゆる戦争を廃絶しようという呼

びかけではありません。つまり、自分らは勝者

だと言うけど、あらゆる戦争は善くないという

のは言ってません。アメリカは原爆を落とした

けれども、そのことを本当に子どもたちには伝

えていません。

日本の先生方は、本当に戦争は、どこの国と

やっても、誰がやっても、善くないことなんだ

ということを、子どもたちに伝えてきました。

そういう遺産を持っている国なんだと思います。

日本の教師たちの誇るべき努力の結晶であって、

こういうことは世界遺産に登録されるようなも

のなんだと。本当にたくさんの実践記録や子ど

もの作品が日本の北海道にも東北、いろんな県

に残っているわけですよ。その中から僕はいく

つか作品を選んで、この本の中に入れました。

時間がないので読みませんが、一つだけ話を

しておきます。

私は、昭和 19年（１９４４年）に生まれて、

昭和 26年(1951年)に小学校に入りました。小学

校は山形県の東根小学校（現東根第一小学校）

で当時 1,600人の生徒がいる学校だったんです。

当時、体育館で映画教室というのをやりました。

よくフィルムが切れたりして、蒸し暑いところ

で観せられました。今でも忘れられないのは『広

島』という映画を観たときのことです。みんな

怖くて観ない、観れないんですよ。だからみん

な床に突っ伏して、誰かに聞くんです。「終わっ

た？ 終わった？」って。誰も観てないから終

わったって言えない。で、しょうがないから顔

をすこしあげて観てました。

全国で映画『広島』をみた当時の子どもたち

の作品がたくさん残っています。僕は書きませ

んでしたが、映画は観ました。後で考えたら、

女優の山田五十鈴さんが屋根の下から髪をボー

ボーとして出てきて、風が吹くなかに一人立っ

て、もう体がボロボロにちぎれているシーン、

それだけが頭に残っています。

国語の教科書にたくさん戦争文学が入ってい

ます。『ちいちゃんの影おくり』とか。そういう

ことを日本の先生方は本当に、熱心に子どもた
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ちに伝えてきたのです。今だからこそ、そうい

う実践をもう一度学校のなかで広げていったり、

取り組んでいくといったことが必要なんではな

いか。

僕は神奈川県の相模原市というところに住ん

でいます。みなさんもご存知でしょうが、去年

「憲法 9条にノーベル賞を」、という運動が起こ

りました。それを発議したのは、高須さんとい

う 39歳の２人のお子さんを持つお母さんです。

相模原市に住んでいます。「9 条の会」とは、全

く関係のないところにいた人なんですが、ある

時次のような発言をしたのです。

「私は幼い二人の子どもを抱えている母親で

す。子どもたちの可愛らしさ、愛しさは国を超

えて、人権を超えて、万国共通だと実感してい

ます。でも、戦争になれば必ずどこかの国の子

どもたちは戦争に巻き込まれる。恐怖と悲しみ

に突き落とされます。戦争をしない憲法を変え

たら大変なことになります。自分の子どもだけ

でなく、世界の子どもたちを守りたい」

「相模原の 9条の会」、私も所属しているんです

が、そこが支援をして「憲法 9 条にノーベル賞

を」の運動が広がったのです。本当に素人の集

団なんです。退職した先生とか、お母さんたち

とか、みんな集まって、ものすごい勢いで署名

が集まり、大きなうねりになっていきました。

だから、全くの素人集団でも本当の声が、日

本のいろんな人に受け入れてもらえるんだとい

うことで、教育の分野でもこの戦争法案という

ものに対峙するような運動をしていく必要があ

るのだろう。

最後です。佐世保の少女です。少女は小さい

時から優秀であることを、勝ち抜き続ける期待

をかけられ、必死で戦い抜いてきたのではなか

ったではないでしょうか。彼女は毎日毎日勝ち

抜かなければいけない競争という戦場にいたの

です。いわゆる軍隊と軍隊が戦う戦争ではない

けれど、彼女は戦場のような学校で生活をして

いたのではないか。ここに日本の子どもたちの、

もう一つの「戦場」を見ることができます。日

本の子どもたちは学力と能力競争に追い立てら

れ、日々勝ち抜かなければいけない戦場に立た

されているのではないか。私たちはこの競争と

いう戦場に子どもたちを追い込んでいるのでは

ないか。

そして、子どもたちのしなやかな感性や大き

な発達、可能性を殺してはいないのかという、

そういう意味で今、戦争をする国にしてはいけ

ないけれども、現に子どもたちは戦場のような

環境に追いやられている。そしてお互いに殺し

合ったり、自分を殺したりしている現実がある

ことを、もう一つの側面として見ていく必要が

あるだろうと思います。私の話はこれで終わり

ます。


