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愛着発達上の課題を持つ子どもたちへの支援
学校ができること

日本学校教育相談学会第32回中央研修会 コース別講座Fコース
聖学院大学 大橋良枝

①「愛着形成上の課題のある子どもたち」とは
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精神医学と発達心理学それぞれの
アタッチメント理論とアタッチメント障害概念の系譜
発達心理学（？）の系譜：アタッチメントとは？

Bowlby, JとAinsworth, M.

Attachment：「とりわけストレス状況の下では、特別な対象を追い求め、きわめて接近／維
持しようとする傾向が特徴的な情愛的な絆」（Bowlby, 1970）

乳幼児期の母子関係において共同的で随伴的コミュニケーション、すなわち安
心感を求めて接近する乳児の言語的／非言語的メッセージを正確に読み取り、よく調和し
た応答を行う相互のやり取りを通して形成される（Ainsworth, et al., 1978）
※愛情を求めているのではなく、安心させてほしい、不安を取り除いてほしい

表 1.4：愛着の 5つのタイプ（藤岡 2008, pp27 参照）

1. 回避型（A 型：Avoidant attachment pattern）

母親との分離では悲しみ・苦・抵抗を示さない

見知らぬ人とも安易に交流する

母親が戻ってきても無視したり避けたりして一人遊びをする

身体的接触を求めない

全体的に警戒心が強く，遊びに集中しない

2. 安定型（B 型：Secure attachment pattern）

母親と離れる前に積極的に探索行動できる

母親がいる時見知らぬ人と親和的に接触できる

母親との分離には悲しみを示し，再会時には積極的に接近，接触を求め，安らぎを得る。そ

の後はスムーズに遊びに戻る

3. 抵抗型／両極型（C 型：Resistant or Ambivalent attachment pattern）

母親と分離したときに泣きが激しく，再会してもなかなか機嫌が良くならない

母親の存在によって気持ちの安定が図られない。

探索行動も乏しい

母親を拒否し，泣きわめいたり，体をそらせて抵抗する。しかし，母親が立ち去ろうとす

ると，急いで後追いする／母親の注目をひきつつそれに抵抗する。

4. 無秩序・無方向型（D 型：Disorganized/ disoriented attachment pattern）

親との再会の時に，ぼーっとする，抑うつや混乱を示すといった「動作の停止」が見られる

親に対して強く接近を求めた後激しく回避したり，親から視線をそらしつつ接近したりする

母親は自分を脅かす存在のようで，安全や慰みの対象とはならない母親という愛着対象に

近づくことが不安を引き起こすという葛藤がある

5. 無愛着（愛着未成立）型・無差別愛着型（Nonattachment pattern/ Indiscriminate 

attachment pattern）

母親などの養育者と情緒的な関係を形成していない

特定の大人を好むこともなく，自分の欲求を満たしてくれれば誰でもいい

どの大人に対しても無差別的に表面的な親密さを示すが，深い関わりは持てない。
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精神医学と発達心理学それぞれの
アタッチメント理論とアタッチメント障害概念の系譜

精神医学の系譜：「アタッチメント障害」とは？
Zeanah. C. H.(2000) “Disturbances of attachment in young children adopted from institutions”より

〇発達心理学的なリサーチによって展開していったと言うよりむしろ、症例研究をベースとして
いる。

ルーマニア チャウシェスク政権下での人口増加による経済力強化政策・・孤児の増加

➣東欧やロシアからイギリスやアメリカへの養子縁組・・里子の精神健康に関する研究

※相当に劣悪な環境で乳児期を過ごしてきた子供たちの症例研究となっている。

精神医学と発達心理学それぞれの
アタッチメント理論とアタッチメント障害概念の系譜
二つの系譜の辿り着いた愛着・アタッチメントの問題に関する、際立った違い

〇愛着（アタッチメント）対象を想定しているかいないか。
☞発達心理学的な視点から、愛着障害という臨床家、研究者が、その言葉を使う時には、

愛着対象との不適切な関係性も含めて述べていることが多い。
☞精神医学的な視点から、アタッチメント障害という場合は、愛着対象のない乳幼児（6

歳以下）を指し示す。
※日本で見受けることはかなり少ないのではないかと言われる。

日本の臨床場面では、愛着発達上の課題を持つ子どもたちについての関心としてこの用
語を使っているという認識に立つのが適切だろう。
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図１：アタッチメント相互作用
（工藤, 2020, p.30, 58をまとめたもの）

恐怖事態 アタッチメントシステムの活性化

心的苦痛の表出
アタッチメント行動

防衛的方略・破綻

諸要因

諸要因

行動問題

精神病理・反社会性

敏感性の低さ・欠如
（心的苦痛への敏感性）

図2：アタッチメントと精神衛生上の問題（工藤, 2020, p.61）

回避型の下方修正
両価型の上方修正
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②愛着形成上の課題のある子どもたちの
問題としてのコミュニケーション

知的障害特別支援学校での心理学的支援を通して

一人の教師をターゲットとして執拗なしがみつきを見せたり，
暴力行為や逃走によって教師を振り回したりするような児童生徒が急増

「ある子どものことが気にかかって仕方ないのに，同時に本当に嫌いだと感じてしまい，そのような自分にもまた
嫌悪して鬱状態に陥る」
「普段は穏やかな自分なのにこんなに怒りを感じさせられて当惑する」など，

怒りをコントロールできない戸惑いの声 ☞研究を開始
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知的障害特別支援学校での心理学的支援を通して

発達障害・知的障害の問題だけではない理由が潜在

※問題を起こす子どもの発達過程におけるトラウマや歪み

※教師との間で起きる特徴的なコミュニケーションパターンの分析

☞愛着、アタッチメント理論に行きつく

関係性とコミュニケーション、そして愛着

愛着関係：

Ainsworth, et al., (1978）：安心感を求めて接近する乳児の言語的／非言語的メッセージを正確に読
み取り，よく調和した応答を行う相互のやり取りを通して形成される・・親の未成熟性や病理と愛着不全の関
係は想像しやすい。

➣養育者側の応答する能力が、外傷によって損なわれることを

精神分析理論、Mentalization理論が説明し得る。
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投影性同一化について
投影性同一化・・2歳くらいまでの乳幼児が養育者に情動を処理させるための使う適応
機制 精神発達の問題のある患者は成人してもこの機制に依存する。

＜例＞

息子2歳のころ」息子の前で、私がほかのことを考えながら新しいペットボトルのお茶を開けて
飲むと、「それは僕が開けて飲みたかった。もとに戻して！」と大泣き。

無理を言うなとはねのけたくなるが、子どもの気持ちを受け取ってみた。

泣きわめきをそのまま聞いていると、私は何とも言えず悲しい気持になり、これは何だろう？と
考えた。

ちゃんと見てもらえない寂しさのようなものなのではないかとわかってきた・

「ちゃんと僕のこと見てって思っちゃうよねぇ。ママのバーカ！って思っちゃうよねぇ」→息子は私
に抱きついて泣き、落ち着いた。

愛着を形成する投影性同一化「関係」
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愛着を形成する投影性同一化「関係」

SAD

GULITY

ANGRY
LOVE

Well, I …

愛着を形成する投影性同一化「関係」
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講演を聞いた保護者からのメール

昨日授業参観だったのですが、私が下駄箱に着くと息子が泣きながらやってきました。

本人の話をまとめると、給食の片す順番が(前の子が手間取って)先に片さなくてはいけなかったのが嫌だったようでした。以前の私
なら「そんな事大した事ないよ」「そんな事で泣かないで」といった声掛けをして、「よりによって参観の日に！」とイライラしていたかと思
います。でも大橋先生を見習って、投影同一化理論を意識してみました。

「あぁ。いつもと同じが良かったんだな。次に片そうと待っていたのに、待ち続けることはダメと言われたんだな…」

と思っていると不思議と自分のイライラも収まり、

講演を聞いた保護者からのメール

「そっか。違うのがとても嫌な事だったんだね。でも嫌な事があっても暴れたりしなくて偉かったね」

と心からそう思って声をかける事ができました。

今まで発達の医師に「本人の気持ちに寄り添ってあげる事が大事」と言われていたのですが、それが昨日初めて、やっとできたように
思いました。

息子は夜も思い出して「掃除に遅れちゃった」と泣きながらも、「ママを頼っちゃいました」と言ってくれました。「いっぱいいっぱい頼って
いいんだよ」と伝えながら、改めて「なんて可愛い子なんだろう」と胸が熱くなりました。
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気づかずに、意地悪をしている教員は
意外と多い

難しい子どもから発せられる、不快な振舞い

➣それを、注意する／叱るのではなく、意地悪／仕返しをしている教員は意外にも多い。・・・無意
識。
➣子どもは、それを処理してくれなかった、（養育者にやられていたのと同じように）意地悪されたと
感じる。

＜例＞休職中の教員の話

夢想（もの想い：REVERIE）

Bion(1962b/1999) 「夢想する者が愛する対象に由来するどんな「対象」をも自由に受け取る心の状態であり，だから乳児が
良く感じていても悪く感じていてもそれの投影同一化を受け入れることができる（1999，p.49）」

Bion,W.R.(1962). Learning from experience. Tavistock. 福本修（訳）（1999）．「経験から学ぶこと」．精神分
析の方法Ⅰ＜セブン・サーヴァンツ＞．法政大学出版局．

高いストレス状況や外傷
は、個人の夢想の力を損

う。
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図１：アタッチメント相互作用
（工藤, 2020, p.30, 58をまとめたもの）

恐怖事態 アタッチメントシステムの活性化

心的苦痛の表出
アタッチメント行動

防衛的方略・破綻

諸要因

諸要因

行動問題

精神病理・反社会性

敏感性の低さ・欠如
（心的苦痛への敏感性）

図2：アタッチメントと精神衛生上
の問題（工藤, 2020, p.61）

回避型の下方修正
両価型の上方修正
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これらの理論から言えること

 愛着上の課題を持つ群の問題は、不安の高さである。同時に、情動を自分で抱え処理する能力の欠落で
ある。

 これは、対人関係の中で癒され、 成長の機会を得る以外に対処方略はない。

 しかし、これらの群の問題行動自体（特に、投影性同一化が発せられている時）は、援助者もまたストレ
スを与えられることになり、援助に必要な夢想の力を失いがちである。（学校教師たちには、そのためにいか
に仲間集団を使うかということについてアドバイスすることが多い）

※教師、教育現場に夢想を維持する力を醸成することが必要なのではないか？（Ohashi, 2021）

教え育てにくいこどもたちを伸ばした教師たち＜事例＞
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具体例①

〇事例ヤマト君（介入は小6時）
観察に入ると・・

 少し刺激(ポジティブであれネガティブであれ）があると、興奮状態に吸収され
ていく

 ➤噛みつきは落ち着く手段であって、攻撃的要素は弱いと思われた
・・乳児が乳房を求めるようなレベル

 先生方にはこのような深い傷がたくさんつ
いていた。関わった私もかまれた。

 普通の噛み傷とは違う独特な形。

・・・これを見た多くの同僚は、おっぱいを吸い
たかったんじゃないか、と言った。
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具体例①

 StageⅠ-3  の認知発達レベルに比べ、情動の発達のレベルの遅れ (定型発達換算で生後3ヵ
月未満と推定) が顕著。

 興奮状態においては快と不快の狭い幅の中で情動が行き来し、これが突然の他害行動として表
れている。

➤現段階での課題は情動の幅を広げ、情動の発達をうながすことであることを確認。

情緒の発達
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具体例①

 本人が「噛む」モードに入ったときに、本人の両手を握り、目を見つめ、『落ち着こう』という意味合
いのメッセージを言葉なり表情なりの手法で静かに送る。

 児童の情動に共振し「不快」ないし「快」がどの方向に分化させるべきものかを判断し、支援者は
自らの表情、しぐさ、言葉などでそれを伝える。「そう、こわかったんだ・・・」のように。

➤2週後のケース会議では、子どもの情動の幅がすぐに豊かになり、教師が「やれる感覚」を得たこと
が報告された。・・・希望

具体例①

〇事例（介入は小6時）：認知の力の変化
StageⅠ-3 とされていた認知発達レベルが、半年でStageⅢ-2後期と査定されるように・・・
もともと持っていた力が発揮される、心の安定を得たことと、安定した心の状態の中で力を伸ばしたこ
と、両方が考えられた。

➤当該校では頻繁に見られる現象。特にStageⅡ（物に名前のあることは理解しているが用途は
わからない段階：健常児では1歳半から2歳になるまで位に相当)の子どもたち。



2022/1/9 Fコース（大橋）

16

具体例②

ハルト君（中1。X－2か月特別支援学級から特別支援学校に転入）

父親から母親へのDVが，ハルト君の目の前で行われていた（面前DV）。

太田ステージ評価（太田ら, 1992）でステージⅤを越える（特別支援学校では最高水準の認知レベル）。

軽度知的障害と広汎性発達障害の診断あり。

・・・この学年は暴力的な生徒が集中。2クラス、4教員。

主担任 柳沢先生（男性 30代後半） 学校全体の生徒指導を担当。

事例②

＜介入前の問題状況＞

転入したばかりのハルト君は，教師やほかの生徒と接触があると突然に暴言や恫喝を浴びせ，逃げ去る特徴があった。

走って学外に逃げようとすることも多々あり，安全上の配慮から追いかけて制しなくてはならない教師たちは大変振り回されていた。

・・・ほかにも大変な子どもたちがいるのに、ハルト君に1教員とられてしまう。
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事例②

＜介入前の問題状況＞

学年で共有されたハルト君に対する支援方針は，「学校にいられるようにすることを目指す」というもので，授業中にクラスにいられ
ないことはやむを得ないものとし，彼が学校に安心感を持てることを目指そうとの合意があった。

彼が安心できるように，事故に遭わないように，と同じ男性である柳沢先生が常にハルト君に付くようになった。教室に入れないハ
ルト君に付き添って学内を散歩し，逃げ出すハルト君を追いかけるという日常の中で，結果的に柳沢先生は、ハルト君といつも
二人きりになっていた。

事例②

＜介入前の問題状況＞

一緒にいる間，柳沢先生はハルト君からの暴言を浴びせられていた。

「どうせ俺なんかこの学校にいて迷惑だって思ってんだろうが！偽善者！」「追いかけてくるな、気持ち悪い。警察に電話するぞ」「て
めえ、教師に向いてないよ、死ねよ」などである。

→発表者もハルト君から暴言を受けたことがあるが、殺意がわくほどの怒りを喚起させる、特別な力のある暴言であった。そのような
暴言を柳沢先生は、こどもたちが学校にいる時間中、一人で浴び続けていた。

→ハルト君の安心感を作るため、と、柳沢先生は言い返すこともなく、それを浴び続けた。（ハルト君が目にし続けていた DV状況
を連想）
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事例②

＜介入前の問題状況＞

2か月ほどたって、柳沢先生から、「あいつはだめだ、甘やかしていてはだめだ。厳しくやらないと」という声が挙がった。それを機に、コー
ディネーターが心理士である発表者（以下心理士）に相談にやってきた。

→問題状況の観察、心理士が柳沢先生と交代し、実際にハルト君と関わってみる、情報集め

事例②

＜当時の問題状況理解＞

・柳沢先生が孤立している。二人ボッチ。

・ハルト君から浴びせられる暴言を一身に受け、浴びせられたネガティブな感情を心の中に蓄積させてしまっている。

・柳沢先生は、無力感やいたたまれない気持ちなど、言葉にならないネガティブな感情を一人で抱えてしまっているがゆえに、「子ど
もが悪い！」と言いたくなってしまっているのではないだろうか。
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事例②

＜介入＞

学年の教員とコーディネーターを集めた。その場で、柳沢先生の困っていることを聞くことにした。他の教員たちには柳沢先生の言葉
をよく聞くように伝えた。

柳沢先生は、はじめはにかんだように笑いながら、「すいません、僕のために」と言いつつ、心理士の「ハルト君の支援に係るお考えが
あると聞いています」という問いかけに、「支援方針に反するのは承知しているけれど，やはり教室に無理にでもいさせるべきではない
かと思います。あと，彼の行動はあまりに社会性にかけています。これからのことを考えると、もっと叱ったほうがいいのではないでしょう
か。安心、安全って甘やかしすぎてませんか」と語った。

事例②

＜介入＞

心理士は、柳沢先生がさらに話すのを促した。柳沢先生の顔は徐々に紅潮していった。怒りが顔に滲み始めた。「あんな奴、ありえ
ない」「あいつの態度で周りがどれだけおびえているか」「前の学校から追い出されて当然だ」と言った。心理士は、腹が立つのは当然
であるという態度で話を聞いた。

そのうち、ぽつぽつと、「教師なのに，子どもを憎く思うなんて，教師失格なのではないか」と感じながらも，ハルト君のことを憎々しく
思ってしまうという葛藤を持っていることや，

「あんなに二人きりでいるのに，担任のクラスもほかの先生に任せきりなのに，全然ハルト君が変わらないって思われているだろうし」
と，周りから自分がきちんとやっていないからハルト君の適応が進まないのだと思われているのではないか，ひいては，生徒指導担
当なのに何をやっているんだと思われやしないかという心配に苛まれていたことを語り始めた。
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事例②

＜介入＞

これらを柳沢先生は、感情の起伏をあらわにしながら、30分以上語った。

その間、他の教員たちは、目を丸くして柳沢先生の様子を黙って見守っていた。

このような柳沢先生のどうしようもない気持ちが語られ始めたところで、心理士は他の教員に、「何を思う？」と尋ねた。

一人の年長の先生は、「私も、暴力食らってるけどさ、あんなに罵倒されたら誰だって腹が立つよ。あたりまえだよ」と応じた。

他の先生からも「今まで任せきりでごめん。先生がやってくれてるからって、、。見てなかったわけじゃないんだ」という声掛けが起きた。

事例②

＜介入＞

すると柳沢先生は，

「そうなんです，俺はとても怒っているんです！」と笑って返事をした。そして「軽くなりました。たぶん、明日からもハルトのこと見れま
す」と爽やかに言った。

他の先生たちからは、柳沢先生のフォローの仕方を考えよう、と話し合いの提案が起きた。

→翌日から柳沢先生の様子は一変。ハルト君と過ごす時に「暴言を聞き流せるようになった」とのことであった。またその話し合いを
きっかけに，同学年担任団が柳沢先生を気に留め，声をかけることが増えた。

→この後、ハルト君は、この学校の奇跡と伝説になるほど、成長・・
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事例③ 暴力と暴言にやられてしまった
学年団と平気だった学年団

大橋良枝（2019）愛着障害児対応教育モデル仮説の再検討―困難児童生徒との関係性に影響を与える教師の精神内的
要因 聖学院大学論叢 31（2） 1－17．

事例③

 ユウキ君：中学1年：広汎性発達障害，ADHD，自閉症，中度知的障害。精神障害者保健福祉手帳1級，療育手
帳Bを取得

小6の中頃、公立校の中にある特別支援学級から知的障害特別支援学校に転入。

父・母・兄の4人家族。

家族と同居していたころのユウキ君は，特に母親への「死ね」「消えろ」「くせえんだよ」といった暴言や，手あたり次第物を投げると
いう暴力行為が顕著。

また，リビングへの放尿や服のまま風呂に飛び込む等の行動を突発的にとっていたことも家族の気持ちを荒立たせる要因だった。

これらの行動に対処できなかった両親は，ユウキ君を小6のときに障害児入所支援施設に入所させた。ユウキ君は家族とは3か
月に1度程度の面会時（2時間未満）に会えるだけとなった。
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事例③

ユウキ君は特別支援学級在籍時も突然の暴力，暴言，奇声，他児への暴力の問題を見せた。

特別支援学級の勧めと施設入所を機に，知的障害特別支援学校に転入。

彼は入学後すぐに担任の40代女性担任に対して暴力をふるいだした（ラジカセなど手あたり次第投げつけたり，唾を吐きつけた
り，こぶしを挙げて脅したりなど）。それと同様に，性的／卑猥な言葉かけは女性担任を精神的にとても疲弊させた。

この担任は抑うつ状態に陥った。体重はみるみる減少し、学校に来るのが怖くなり，毎朝吐き気をもよおした。休みを取ることも
しばしばだった。

事例③

担任が対応できないときには，担任外の教師（40代女性）が対応することとなったが，この2人の教師を中心とした教師間の
人間関係が問題となりはじめた。

→発表者は、この女性教員同士の関係性を修正しようと試みたが、複雑に重なり合う理由のため、難しかった。

→管理職の采配もあり、本来そのような仕事をするべきではないコーディネーターがユウキ君に付きっきりになることで、残り数か月を
しのぐことになった。

しのぎこそすれ、この体験は教師たちにとって深い傷となった。ユウキ君には女性担任は無理だと進言し、皆他校へ移動となった。
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事例③

次年度担任は、20代半ばの女性長澤先生と、新任の20代男性平野先生に決まった。決定後1か月間の間、まだ見ぬ男性
担任のためにも、長澤先生は心理士に熱心に指導案の相談にきた。そこでの課題は、どうチームで教室の安全確保及び教育活
動と、ユウキ君の適応を支える丁寧なかかわりを2人の教師で行うか、であった。

基本的には平野先生がユウキ君に対する深いかかわりをするが、時折交代しながら教師一人にまかせないこと、毎日何があって、
ユウキ君はどんな反応だったか、そして先生自身がどんな気持ちになったかを共有すること、毎日ユウキ君のアセスメントを行い、有
効であると思う教材づくりを話し合うことなど、様々な計画を立てた。

事例③

新年度を迎えた。

ユウキ君の問題行動は見られたのだろうけれども，この2人から無力感などが聞かれることはなかった。

なので、ユウキ君があれているという印象も学内から見えなくなっていった。

そして半年後には，ユウキ君は同学年生徒との仲間関係を発展させていた。もちろん，授業への取り組みも落ち着いたものになっ
ていった。



2022/1/9 Fコース（大橋）

24

事例③

＜印象深い発言＞

長澤先生の骨折⇔「ユウキ君のことは困ってません。見通し立ってます」

平野先生 関係性ができつつある5月か6月か・・運動会に両親が見に来た。彼は大変頑張った。しかし、彼とそれほどかかわること
なく、帰ってしまった。久々に彼はトイレにこもり、大暴れ。

安全確保のためクールダウンできるまでトイレを誰も入れないように。担当教師は外から、こまめに様子を見ていた。担当教師の気
持ち「しょうがないだろうな、本人の気持ちもわかる。がんばったし、そうなっちゃうだろうな」「本人が落ち着くまでいよう」「一番近いと
思ってる、彼に対して。だからそういった捌け口に、なるっていう風に考えてる」

・・・ユウキ君を困難な子どもとして警戒した眼差しで見るのではなく、ひとりの情緒世界のある人間としてかかわっている。

事例から分かること

１：こどもと会うために、心を整えなくてはならない。その時に、同僚の助けが必要である。・・・支援の仕事や教育の仕事をしている
と、こどもを悪く言ってはいけない、と感じ、愚痴も言えなくなる人たちが多い。

➡自分の心に溜まったものを出して、すっきりした状態で会うと、こどもに良い影響が。それもプロの仕事。

➡聞いてくれる人の存在は非常に重要である（周りの目が気になってしまう状態に陥った場合は特に・・）

２：問題児ででなく、この子どもの心の叫びは何なのだろうと聞き取ろうとする大人の存在が、子どもを落ち着かせる

３：一人の力では太刀打ちできないような、暴力的な児童生徒が昨今増えているということは事実。それでもなお、その子どもに
とって傍にいる大人の存在は重要であり、その大人を支えようとする、配偶者、同僚などの「こどもを育てようとする同志」＝TEAM
／GROUPの存在が重要である。
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ここでいう、チーム/GROUPとは

                         教員集団-ターゲット教員間の

                                                 Container-Contained システム成立

            情緒的連結過程

               

心理士・教員集団

による夢想／解毒
愛着障害児童生徒

ターゲット教員

攻撃性蓄積
投影性同一化

攻撃性排出

再取り入れ

対象の選択

ご清聴ありがとうございました。

https://ohashi-lab.com/

愛着障害児とのつきあい方
ー特別支援学校教員チームとの実践（金剛出版）

投影性同一化理論など、役に立つので、見てみてください。


