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「身体化教育」というコミュニケーション
—品川裕香の 3つの著作をめぐって—

すぎむら なおみ †

1. 「身体化教育」への視線

2003年に出版された LD1に関する本、品川裕香『怠けてなんかない！ —ディスレク
シア～読む書く記憶するのが困難な LDの子どもたち』（岩崎書店）の存在をしったとき、私
はそのネーミングの卓抜さに驚き、内容を読んで心を揺さぶられた。当時、私は定時
制高校に勤務しており、「勉強ができない」「対人関係に問題あり」とされている子の
多くに、LD的傾向（むろん、それがディスレクシアなのか、その他の発達障害なのか、被虐
待児か、長い不登校経験のせいか、日本の学校に不慣れなせいか、原因を決めることはできな
いが）がみられるのが気にかかりだした頃であったからだ。「先生たちにも、この本を
読んでもらいたい！」私は、そう願い、職員室の机上にこの本をおいた。
それから 2年を経ず、同じ著者が『心からのごめんなさいへ—一人ひとりの個性に合

わせた教育を導入した少年院の挑戦』（中央法規、2005年）を上梓する。これは、私にとっ
て、『怠けてなんかない！』以上に衝撃的な本であった。第一に「少年院で組織的に発
達障害2支援をしている」ことに驚いた。「矯正教育のために、まず自分の身体を意識
させることからはじめさせる」というフレーズが、心に響いた。私が接している、貧
困・暴力・ネグレクトなど厳しい状況にある生徒たちもまた、自分の状態—身体・精神・
生活状況—に無頓着だと感じていたからだ。ここに登場する少年院の教官たちは、少年
たちに「自分の身体を意識させる」「聴く力・書く力・読む力をつけさせる」ことを重
視する。それは、定時制高校の教員たちが「読み書きを重視する」「規律を身体化させ
る」という試みと重なっていた。
しかし、この 2冊のあいだにあるスタンスの差に違和感をもった。『怠けて』で、漢

字の数百回の書き取りという「身体化教育」を批判した品川が、『心から』では、読み
書きの場面ではともかく、たとえば「帽子の着脱」といった行為を集団で何十回も繰
り返させるという「身体化教育」を賞賛している。同じ漢字を数百回書かせることも、
帽子の着脱を何十回も繰り返させることも（しかも、この場合、連帯責任制で、一人でも
遅れるとやり直すことになっている）同じ「身体化教育」であると思われる。にもかかわ

†愛知県立高等学校養護教諭／教育社会学／主著『発達障害チェックシートできました—がっこうの ま
いにちを ゆらす・ずらす・つくる—』生活書院、2010 年／ ezomom@gmail.com

1いわゆる「読み書き障害」「学習障害」のこと。上野一彦（上野一彦監修『LD（学習障害）のすべてが
わかる本』講談社、2007 年、p.6）は文科省の定義を教育の LD（learning disability）、よみかき算数に限
定する医学の LD（learning disorders）と分類しているが、たとえば『精神科治療学』という専門誌であっ
ても「LD（学習障害）」という表記は一般的にみられ、英訳は併記されていない（たとえば、白瀧貞昭「ア
スペルガー症候群と LD、ADHDの関係」『精神科治療学』vol.14, no.1, 1999 年、pp.23–27）。また、「読
み書き障害」は、ディスレクシアとよばれることもある。

2この言葉がさす内容を明確にするのも難しい。発達障害者支援法では、「自閉症、アスペルガー症候群
その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥・多動性障害などの発達障害をもつもの」とされている。
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らず、品川は、「ほかの矯正施設や教育現場が、それぞれの地域の実情などに応じて」
こうした「身体化教育」を含む「宇治方式」（『心から』p.203）の普及をのぞむ。品川
は、なにを肯定し、なにを否定しているのか。私たちが、ここから得られる知見はな
にか。以下、具体的な場面を想定しつつ、この問いを考えていきたい。

2. 「やる気」がない？

「おかあさん、今日、遠足の班きめたんだけど、最後までどこにも選ばれなかった
人がいるんだよ」と夕食時に小学校 3年生のチヒロ3がいった。
「その子嫌われてるの？ それとも、どんくさいとかでいやがられてるの？」と私は
たずねた。
「うーん、どんくさいってか、勉強できんし、その人がおったら、班の行動がおく

れるんだよね。ま、最後は班きまったけどさ」
「その子、泣いてた？」
「いや、そのときは泣かんかったけど、まえに 8－ 5がわからんかった時は泣いた。
引き算、ほんとにできないんだよ」
その後、その子の話が続いた。いかに算数ができないか。いくらおしえようとして

も、途中でお絵かきしだしたりして無駄だとか。
「あなたたち、よくやってるよね。でも、その子はわからなかった。だからといっ

て、その子が怠けてるとか、ばかってことにはならないとおもう。あなたたちの教え
方ではわからなかっただけかもしれない。教え方は、たくさんあるよ」と投げかけて
みた。
「そうかな～」とチヒロは首をかしげ、その日の会話はおわった。
翌日、チヒロは「おかあさん、その子の名前、アヤナっていうんだけどさ、今日、ア

ヤナのことずっとみてたけど、やっぱり、やる気がないんだとおもうよ。みんなで本よ
むときも教科書なんて見てないし、誰でもできるような問題もやらないし。だって先
生が同じこと黒板に書いてるんだよ。なのに、うつさないんだよ。みんなに仲間にい
れてもらえなくても、自業自得なんじゃないかな」と言った。私は、ため息をついた。

3. 『怠けてなんかない！』

「やる気がない」「怠けている」といった状態は、現代の学校においては「規範から
の逸脱」と認識され、「叱咤」や「指導」を行うのが教育的なコミュニケーションだと
考えられている。たとえば、遅刻や提出物を忘れたりすれば、「やる気はあるのか！」
と叱られる。頻繁に欠席すれば、「怠けじゃないのか」と疑われる。教員は、「怠け」を
目の敵にし、それはこどもたちにも影響する。「怠け」は、学校という場において、批
判／罵倒語として成立しており、「道理ある」排除装置として機能してしまう。
品川は、このしくみに精通しているのであろう。著書に『怠けてなんかない！』と

いう刺激的なタイトルを冠した。『怠けてなんかない！』は、「ディスレクシア—読み・

3以下、文中のカタカナの名前は、すべて仮名である。
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書く・記憶するのが困難な LDの子どもたち4」について書かれた本であり、2003年に発行
されたものと、続編である『セカンドシーズン』がある（岩崎書店、2010年）。当初の
ものは、当事者の声を紹介する「ボクはどうして勉強ができないの？」、保護者の気持
ちを紹介する「読めない書けないは育て方が悪かったせい？」、支援方法の紹介として
「ディスレクシアに対する現場の対応」、ディスレクシア理解のための「そもそもディ
スレクシアってなに？」の 4章で構成されている。
『セカンドシーズン』は副題に「あきらめない—読む・書く・記憶するのが苦手な LD

の人たちの学び方・働き方」とあるように、当事者が「働く人」に成長している。こど
もの頃をふりかえり、いまの仕事にであうまでと、どう仕事をこなしているかがつづ
られる「5人の学び方・働き方」、学習や仕事の補助具の紹介「ディスクレシアの人を
手助けする外部脳」、医療や教育の現場における支援を紹介した「今、できること・や
るべきこと」の 3章からなる。

2冊とも、当事者の声が痛々しく、かつたくましい。字を何百回書いてもおぼえら
れない。字が二重にみえるし、どの行を読んでいるのかわからなくなる。数字が●に
しかみえない。数をどこまで数えたか、すぐに混乱する。扁と旁を図形としておぼえ
るので、別々のマスに書いてしまう。本人も保護者も、真剣にとりくんでいるのに、
その傾向はかわらない。学校では、教員からも同級生からもバカにされ、自分でもバ
カだと思いこんでしまう。それでも、彼らはなんとか、自分が一息つける時間、生き
生きと活動できる場所を求めて、新たなチャレンジをこころみる。彼らの受けてきた
「仕打ち」を読み、教員としての自分の言動を悔いる。彼らの「あきらめない」気持ち
に心を揺さぶられ、励まされる。この本は、すばらしい。

4. 「規範意識」をずらす

私は、チヒロの担任に会いに行った。「先生、遠足の班決めによって、アヤナちゃん
の劣位がクラス全員に自明になってしまったように思いますが…」
先生は、答える。「おかあさん、残念ながらこどもたちは、1年生のときからすでに

お互いに序列付け5をはじめます。こどもたちの尺度は、まず勉強ができるかどうか、
スポーツが得意かどうかにあります。それにしゃべりがおもしろいか、容姿が整って
いるかなどの要素が加わります。4年生になる頃には子どもたち自身が、すでに暗黙裏
にそれを認め合っています。これがけっこう陰湿なんですよ。だからこそ、一度、白
日のもとにさらして、こどもたちに考えてもらいたかった」と。
私は、返事につまる。たしかに、先生の発言には、一理ある。しかし、白日のもと
4１冊めの本の副題である。本書が対象としているのは、「知的能力に問題がなく、聴力・視力の機能も正

常なのに、読み・書きに関して特徴のあるつまずきや習得の困難を示す（高次能）機能障害」としている。
この状態を名指すものは、一定せず、「発達性読字障害」、ディスレクシア、学習障害、LD など、さまざま
な呼称がある。医学関係者や文科省は「診断名」と「通称」の区別にこだわっているが、一般社会にどれほ
ど知られているであろうか。じつはこの名称の乱立・混乱にこそ、「ディスレクシア」「発達障害」とよばれ
る現象の「あいまい性」や「ご都合性」があるのではないだろうか。「診断名」はつねに「健常児」「正常」
を設定し、それにはずれる状態にたいして、「診断名」をつけているが、その「健常児」「正常」のあり方と
いうのは、時代と社会背景によって容易に異なるものだからである。

5こども間の階層問題については、土井隆義『キャラ化する／される子どもたち—排除型社会における新
たな人間像』（岩波書店、2009 年）が参考になる。また、「スクールカースト」を題材にした小説に白岩玄
『野ブタ。をプロデュース』（河出書房、2008 年）がある。
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にさらして、他の子どもたちの反省はひきだせるかもしれないが、アヤナちゃんの劣
位が上昇するわけではない。
先生は、続けた。「学校では、『教える・教えられる』という関係性がふつうです。ぼ

くは、それを「教員からこども」へという一方向だけではなく、「こどもたち同志」「こ
どもから教員へ」といろんな方向性があることを身をもって感じてほしいと考えてい
るんです。「教える」ことができると、気持ちにゆとりもできるし、「教えてもらう」こ
との意味もかわってくる。この件をきっかけに、こどもたちが『アヤナをばかにする』
という態度から、『アヤナに教える』という態度を学んでほしいし、彼女にも『教えて
もらって、できた』という喜びを味わってもらいたいんです6。ちょっとは『やる気』
になってほしいし」
「先生、その『やる気』ですが、彼女、LDの可能性はありませんか？ だとしたら、
やる気の問題ではないかも…」
「LDか～。それは、思いつかなかった」と先生は、心底、残念そうな表情で言っ

た。私は、LDについて、ざっと説明した。
「それ、思い当たります。どうすれば、いいですか？」
「ごめんなさい。わたしにもわかりません。対応方法は個々人でちがいます。でも、
たとえば、『怠けてなんかない！』って本があります。これには、対処方法のヒントも
多くのっています。明日、チヒロに持たせますね」翌日、チヒロが言った。「おかあさ
ん、今日、先生が『怠けてなんかない！』の本、みんなに紹介してたよ。読み書きが
ふつうより苦手な子がいるんだって。その子たちは、怠けてるわけじゃないから、も
し身近にいたら、わかるようにいろんな方法で説明してみようって言ってた。おかあ
さん、そんなにアヤナのことが、気になるわけ？」と私の顔をみる。「むずかしいとお
もうけどね」
しかしその後、クラスメイトたちは彼女に対して、いままでよりは根気よくつきあっ

ているようだった。先生からも連絡があった。「チヒロも、彼女にけっこう話しかけ
てますよ。保護者の方も、ちょっとかわってきましてね。今度、発達障害者支援セン
ターに相談に行かれるそうです」と。
アヤナちゃんの教室内での位置はあいかわらず低いのだろうが、すくなくとも「怠

けている」と蔑視する視線からはまぬがれ、「やりたくても、できない子」という好意
的な見方にかわったのだろう。日常的な視線の変化は、おそらく教室内での空気をも
変化させる7。
これまで、学校においては、字が汚い、書けない、計算ができない、本が読めない

といった現象も、「本人の努力不足」＝「怠け」と認識され、逸脱の一種とみなされて
きた。だからこそ、単に「勉強ができない」だけでなく、「やる気」がなさそうなアヤ

6このこどもたち同士が教えあうような学習形態は、「共同学習」「グループ学習」「ピア・ティーチング」
などの呼称で、近年、小学校を中心にさかんに取り入れられている。宇治少年院でもこうしたこころみは
行っていたという（『心から』p.219）。ただし、佐藤学は、この「教えあう」関係と「学びあう」関係の違い
に留意するようよびかけ、「『ねえ、ここどうするの？』というわからない子からの問いかけをまってから教
えることの重要性をとく（佐藤学『学校の挑戦—学びの共同体を創る』小学館、2006 年、p.40)。

7教室において、とくに小学校段階では、教員の視線、言動は、こどもたちに大きな影響を与える。大河原美
以『怒りをコントロールできない子の理解と援助—教師と親のかかわり』（金子書房、2004 年、pp.122–140）
が参考になる。



すぎむら「「身体化教育」というコミュニケーション」 113

ナちゃんは劣位におかれてきた。『怠けて』は、LD概念の普及に貢献し、これまでの
学校における「規範意識」の一つを覆す。

5. 『怠けてなんかない！』の限界—経験値のちがい—

以来私は、知人の養護教諭に「LDっぽい子がいるけど、どうやって担任に頼もう。
『そんなやつ、うちにおるか？』って、すぐ言われちゃうし」と相談をうけると、「い
る可能性ありますよって『怠けてなんかない！』みせてみたら？」と言ってきた。
「『ただの怠けとどうみわけるんだ』って、きかれたら？」
「『大丈夫です。ただの怠けの子は、支援したって、それにのってきませんから』っ
て言うのはどう？」と言ってきた。まず「特別支援」という行動をおこしてもらいた
い一心で。
しかし、私の当時の職場であった定時制高校では、うまくいかなかった。同僚教員

に『怠けて』をみせても、「うちの生徒、こんなにがんばらんが」とあっさり否定され
てしまう。たしかに、『怠けて』に登場する人物は、恵まれた家庭に育ったものがおお
い8。親の教育力は高く、子どもの学習に対して熱心である。学校で教員に罵倒されて
も、子どもの能力を疑わず支援できる親であり、海外留学費用を支払える経済的基盤
もある。それをうけて、子どもも何百回も字を練習する「根気」がある。新天地で困
難があってもすぐには親に泣きつかないだけの「根性」もある。それだからこそ、親
子ともども胸をはって『怠けてなんかない！』と言い切れるのだ。
では、親に教育力がなかったら…。品川は、「私のイギリスでの正直な感想は、ディ

スレクシアにこだわる両親には教育レベルが高い人が多く、こだわらないでそのまま
過ごす両親も多数いるという事実です9」（『セカンドシーズン』p.228 ）と書くが、日本
でも「こだわらない」親はいる。たとえば、定時制高校や「教育困難校」にかよう生
徒の家庭は、厳しい生活環境におかれているケースがおおい。自身の生活に精一杯で、
子どもに無関心な親や、子どもへの接し方がわからなくなってしまっている親もいる。
そうした家庭の子どもたちは、そもそも「やってみる」ことの喜びや、「やった」とい
う達成感の経験量がすくない。なにかをはじめることに臆病で「そんなん、やりたく
ない」と背をむけてしまったり、すこしつまずくと「やっぱり、ムリ」とあきらめて
しまう。教えられる「根気」とか、継続する「根性」などが育っていない。いや、「根
気」や「根性」を他者にみせられるだけの「自尊感情」が育っていないといったほう
が、より適切だろう。彼らは、最初から「できっこない」と自分を見下し、やってみ
て再び「できない」ことを自身に証明してしまうことに怯えている。

8『セカンドシーズン』の「川崎さん」は、「あれた」生活経験者であり、他の事例と生活背景が異なって
いる。

9このあと、「なにしろ日本と違い、全員が中流意識をもっているわけではありませんから」と続くが、『心
から』で少年院を何度も訪れているはずの品川に、なぜこう書けるのか、私には、不思議である。印象論だけ
でなく、学術的な文献によっても、日本において「貧困層」が増加傾向にあることは論じられている。たとえ
ば、阿部彩『子どもの貧困—日本の不公平を考える』（岩波新書、2008年）では、給食費が払えない家庭の実
態などが数量的に把握できる。給食費を払えない家庭が中流意識をもっているとは考えにくい。また、最近
のデータもあげておく。原美和子「浸透する格差意識—ISSP国際比較調査（社会的不平等）から」（『放送研
究と調査』2010 年 5 月、pp.56–72、http://www.nhk.or.jp/bunken/book/geppo indexbk1005.html）
によれば、2009 年時の調査で自らを「下流」と考える人は、25.9%だったという。
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6. 「規範」習得ツールとしての「身体化教育」

私が勤務先していた定時制高校にもそうした生徒はたくさんいた。そんな彼らに対
して、同僚教員たちは、「勉強のおもしろさを伝えよう」「すこしでも、達成感を得て
もらおう」と、教科書にかえて自作のプリントを用意したり、日常生活にむすびつけ
た問題を考えたりと、実にことこまかに取り組んでいる。それは、「特別支援」という
名こそついていないが、まさに「特別支援」である。
しかし、その教員たちも「何度させてもできない」「『特別支援』にのってこない」

となれば、しびれをきらす。「何度も遅刻する」「課題をださない」生徒に対し、「そも
そも、生活態度をちゃんとさせんと」と、「しごき」ともみえる「指導」がはじまる。
あいさつを大声で何度も言わせる、お辞儀の練習をさせる、大量の漢字プリントを書
かせる等々である。これが、品川の『心からのごめんなさいへ』にでてくる「指導」と
似ているのだ。
「集団ルールも何も学んでないんですよ。そこに自由度の高い授業を導入したら、子
どもたちはますます勝手気ままにやるだけです」（『心から』p.148）と、少年院ではま
ず徹底した管理教育を行う。「少年たちが安心していられる安全な集団をつくるには、
教官側が院生たちを厳しく管理する必要がありました」（同、p.150）と、その背景が説
明される。品川は「識者」の賞賛の声をとりいれながら、この方法を積極的に評価し
ていく。『怠けて』で「漢字を何百回と書く」に代表される「身体化教育」を批判し、
オルタナティブな教育システムを推奨する品川が、『心から』では、「集団での大縄飛
び」（pp.98–101）や「帽子の着脱だけで 15分」（pp.16–18） といった「身体化教育」
を賞賛する10のは、なぜか？ 職場の現状をあらためてみなおし、やっと私は、2つの
著作では、焦点にしている部分が異なることに気がついた。下記の表をみてほしい。

読み書き
状態 めざすもの 方法

『怠けて』
未習得

オルタナティブな 個別指導と
『心から』 学習方法の模索 機器の導入

生活規範
状態 めざすもの 方法

『怠けて』 習得 — —

『心から』 未習得 規範の身体化 1©集団指導と繰り返し学習
2©個別指導

『怠けて』の焦点は、「読み書き」である。ここに登場する人々は、「読み書き」を
苦手とし、その習得に多大な努力をするが、克服できない。そこで、従来の「手書き
で覚え込む」といった方法から、オルタナティブな方法を模索する。そこでは、徹底
的な個別学習とさまざまな機器の導入が検討されている。

10『心から』においても、何百回も漢字を書くという「身体化教育」を、「認知のゆがみに応じた指導方
法を行える人が、日本の教育界ではまだまだ少ない」（p.141）と批判している。
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しかし、『心から』では、この読み書きの手前に、もう一つ「習得すべき規範」とし
て、「生活態度」の改善がある。それは立ち居振る舞いから、話の聴き方、思いやりを
示す方法など多岐にわたる。つまり、「生活規範」の習得を求められる。この「生活規
範」の習得にあたっては、「仲間意識が強い」（『心から』p.205）などの理由から集団指
導が重視される。その集団指導の代表が、「私語制限」（同、p.223）や「集団行動訓練」
（同、pp.231–236）といった徹底した「身体化教育」である。
この方法は、私の勤務先の定時制高校でも行っていた。教員たちは、生徒の校内外

での交友関係を熱心に把握し制限を設けていたし、授業中の私語をいっさい禁じてい
る教員もいた。「暴走族とつきあう」「教員に反論する」などの行為がみられれば、反
省文等ペナルティが課され、最終的には「進路変更（退学）」が勧告される。たしかに、
そこの生徒たちも集団ルールがわからないために、学校内・アルバイト先でトラブル
をおこすことがある。「髪を金色に染めている」生徒がいるだけで、教室内の力関係が
かわってくるのも事実である。その対処のため、まず教員が徹底的な管理をする。そ
れは、たしかに必要かもしれない。しかし、問題はその方法である。
品川は宇治少年院の集団指導方法を見て、「知らない人が見たら、『一つ一つの動作が

細かく決められていて、なんだか軍隊みたい』と嫌悪感をもつかもしれない。白状す
ると当初、私にはちょっとだけ違和感があった」（『心から』p.23f.）と述べつつも、「そ
れが、薄っぺらな印象だった」と結論づける11。私は、勤務先において、何度もこの品
川の境地に至ってみようと、こうした「身体化教育（＝「しごき的指導」）」を行う教員を
肯定的に評価すべく努めてきた12。これに嫌悪感をいだき続けてきた私もやっと「教
室内に秩序をつくろうとするその意図は、正しいかもしれない」と自分の考えを改め
るところにはたどりついた。しかし、「薄っぺらな印象」で語っていたと反省する境地
には、一度もなれなかった。私は今も、「身体化教育」は、生徒とのコミュニケーショ
ンの手段としても、教育方法としてもまちがっていると思う。なぜそういえるのか。

7. 「身体化教育」の問題はなにか

勤務先には、私のほかにも「身体化教育」に反対のオザキ先生がいた。彼は手をかえ
品をかえ、学習を継続させようと試みていた。授業前に職員室にくることを義務づけ
る。登校したその事実だけでも、まずはほめ、その日の課題をいっしょにチェックす
る。できていなければ、ともに行う。しかし、その教員を生徒たちは軽く扱いがちで
あった。それは、私に対しても同様だ。生徒たちに、「足は、いすの下におろそうね」
「いまは、だまります。5分、話をきいてください」「バイトの面接にいくときは、爪

11品川は、「軍隊のように形を整え、統制をかけるため」ではなく、「身体に無頓着な」少年たちに身体に
関心をもたせるためであると強調する。行為が同じでも、その目的さえ「正当」ならば、その行為は「賞賛」
されうるのだろうか。さらに、かりに軍隊での「しごき」であれ、そこにしか行き場がない閉塞的状況であ
れば、軍隊内部にいる人はその「しごき」をも正当化してしまうものではないのだろうか。詳しくは、補論
参照。

12すべての「身体化教育」を批判するものではない。反復練習を必要とするもの—たとえば、楽器をひ
く、スポーツをするなど—は、特定の動きが身体化されなければ、上達はみこめない。本稿で問題にしてい
るのは、技法の習得といった「目標としての身体化」ではなく、規範の習得といった「手段としての身体化」
についてである。むろん、この区別は実際には困難であり、「強制された身体化教育」を問題にしていると
の表現のほうが、より明確かもしれない。
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を切ったほうがいいよ」などの声掛けを日常的にする私に対して、生徒は黙って従う
こともあったが、「うぜ～」とかえすこともあった。
「だから、すぎむらさんは、だめなんだ」とよく言われてきた。「オザキさん13をみ
とってもわかるだろ。もっとびしっと言ってやれ！ だから、なめられる」と。「でも、
先生、『うぜ～』って言われて、『今日、怒れるようなことあったの？』とか聞くと、
けっこう生徒としゃべれるし、私は困ってませんよ。それに『絶対だめ』だと思う行
為には、私だって厳しいんですよ14」と笑っていた。実際、めんどうでも彼らの「怒
り」をその都度うけとめる、彼らの「おどし」にも丁寧に接する、という態度をとり続
け、彼らと会話をし続けることが、「力」で支配しようとする彼らのコミュニケーショ
ン様式に、別の視点を導入できると信じていたからだ。それは、オザキ先生も同様で
あった。
おそらく、実際に困っていたのは、「力」による関係性を基盤とする「厳しい指導」に

よって生徒をコントロールしようとしていた教員たちのほうであったろう15。あると
き、彼らのひとりが、私に諭すように言った。「すぎむらさん、定時の生徒に必要なの
はね、教員が「カラスは白い」って言ったら、「そうですね」と言える従順さ、「この漢
字を書け」と言われれば、意味がわからなくても書き続ける勤勉さなんだよ。いい？
彼らは、経営者とかにはなれないんだよ。だったら、かわいがられる労働者になるこ
とが、彼らの幸せだとは思わないか？ 従順と勤勉、彼らに必要なのは、この二つ。そ
れを教育するためには、誰が指導者かはっきりわかるように、力でおさえつける。ま
ずは上下関係をたたきこむことが必要なんだ」彼の口調とまなざしは、ほんとうに優
しく、正面から反論する気力を私からうばった。私は、あえて「でも、先生、多くの
カラスは、黒ですよ～」と笑った。その先生の私を見る目には、哀れみが混じってい
たように思う。
そのときの彼の「善意」を私は、今も疑わない。疑うのは、彼の「コミュニケーショ

ン様式」「規範意識」のほうである。彼の言葉を意訳すれば、「社会的弱者は、強者に
したがってこそ幸せになれる」「実際に、弱者は強者を慕う」「だから、強者のルール
に従え」という意味だ。そしてこの規範意識は、実は暗黙裏に、社会に行きわたって

13たとえば、学校において教員は、お互いを「○○先生」とよぶ習慣がある。しかし、オザキ先生や私の
ような「しごき的指導」に加担しない教員は、「さん」付けでよばれていた。生徒たちは、こうした呼び方
からも、私たち教員間の力関係を測っていたと推測できる。

14たとえば、誰かを殴る、いじめるといった行為に対して、ペナルティを課すことに、私のような「厳し
い指導」反対派の教員たちが反対することはない。むしろ、ペナルティのなかみについては、どのように
「責任」を感じさせるかを重要視し、慎重に討論をかさねていた。逆に、「厳しい指導」を好む教員のほう
が、身体的暴力には寛容であったように思う。「そりゃ、むかついて、殴りたくなるよな」「まー、男ならそ
ういうとき、手もでるかもしれん。でも、やりすぎは、いかんぞ」といった具合に、加害生徒に共感をしめ
すのだ。内心、「加害行為に理解を示してどうする。こんなときこそ、厳しくつきはなした指導をしてほし
い」と思っていたが、職場で日常をともにする教員に、こうした反感を示すようなコメントを伝えるのは困
難であり、実際には「賛意を表明しない」といった小さな抵抗をすることしかできない。

15なぜ、困るのか。彼らはいくにんかの生徒を「なにをするか、わからんやつ」として目の敵にしていた
が、実際には怖かったのではないかと思う。「なめられたら、やられる」という恐怖感の中で、場を支配し
ているのは自分たちであることを自他ともに証明する必要性にかられていたのかもしれない。これは、少年
院についても言えるのではないか。「まず秩序ある空間を」と、少年どうしを分離し、管理する教官たちは、
それによって少年たちを守るという目的以外にも、自分たちを守るという隠された意図があるように思う。
そうした意味では、生徒に「なめられる」ことに頓着しないオザキ先生や私の存在は、脅威的だったのかも
しれない。
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いる16。宇治少年院の教官たちもまた、同様の「規範意識」をもっていたようにおも
う。宇治少年院では、「絆」を非常に重要視している。ある少年は「ここでは、先生と
絆がつくれないと生活できないんです」（『心から』p.53）と語る。「強い」先生の指導に
従わなければ、「進路変更」するしかない、私の元勤務先と重なる。品川を含め、『心
から』では、こうした利害関係を含んだ「力による支配」を「絆」とよび、尊んでし
まう。むろん、「厳しい指導」を行う教員が、つねに生徒を「力」で支配しているわけ
ではない。宇治少年院の教官たちが、少年たちの食事を改善し（同、pp.208–210）、基
礎学力をつけさせ（同、pp.211–222）、他者との信頼関係を築く基礎をつくらせようと
（同、pp.226–230）努力してきたように、定時制高校の教員も奮闘している。私は、それ
を否定しない。いやむしろ高く評価している。それだけに、こうした貴重な教育的配
慮が、「一見、軍隊的」な—「『必死にやらんかったらヤバイ』」と思わせるために「竹
刀を振り回」すような（同、p.234）—「力」を行使した指導に回収されてしまいかねな
いことを、危惧しているのだ。『心から』の宇治少年院では、その導入17に「力による
支配」を使用し、その後信頼関係へと移行しようとしている。しかし、規律違反をす
れば、再び「力による支配」関係へと戻る。これが繰り返されれば、「信頼関係」とは
「力による支配」内でのみ可能な関係だと、少年たちは学習してしまわないだろうか。

8. 「規範」と「社会的弱者」カテゴリー

先に、アヤナちゃんの事例から、「LD概念の普及は、学校における規範意識の一つ
をくつがえした」と書いた。しかし、厳密にいえば、学校において「勉強ができない
のは、怠けているせい」「自己責任」とする「規範」全体がゆらいだわけではない。た
しかに、LDという概念が「発見」されなければ、読み書きが苦手な子は今も、学校で
「怠け」「やる気がない」とみなされ、徹底した「身体化教育」をうけている可能性が
ある。しかし、LDの人が、『怠けてなんかない！』と大声で叫べる背景には、医学の
権威と、人々の中にある「障害」に付随しがちな同情や見下しの感情18とがある。「あ
れって、障害なんだって。脳の機能に問題があるらしいよ」「だったら、『特別扱い』し
てあげなくては」というように。これは、学校的規範がゆらいだのではなく、実際に
は、「例外」がもうけられたにすぎない。「読み書きが苦手なのは、怠けているからだ」
から、「もしかしたら、『障害』かもしれないから、配慮しなくては」にはかわった。し

16矯正教育に長くかかわっていた藤岡淳子は以下のように書く。
性暴力を含む暴力行為の背景には、対等で協力的な関係を創り、維持することが困難である
という事情があることが多い。家庭、学校、社会のなかで、勝ち負けや、支配–被支配関係だ
けが強調され、その中で暴力を振るってでも自己の要求を押し通すことが、「得」をしたり礼
賛されるような文化的傾向があることは、性暴力の蔓延と関係があると筆者は考えている。

（『性暴力の理解と治療教育』誠信書房、2006年、p.99）
　　私も同感である。

17たとえば「環境を整えながら、最初は三時間も四時間も前へならえなどの集団行動訓練を行いました」
（『心から』p.154）のように。

18たとえば、ハーラン・レイン（長瀬修訳『善意の仮面—聴能主義とろう文化の闘い』現代書館、2007
年、p.31）は、「障害者は障害者であることを期待されている。自らの役割を認め、私たちが造り上げる表
象に従うことを求められている。その見返りに、娼婦、麻薬中毒者、不良という悪の部類ではなく、病人の
部類に入れてもらえる。病人や損傷を持つ者なら私たちに寛容さを要求することができる。そして私たちか
らの『合理的配慮』、私たちの共感、私たちの助けすらも要求できる」と書く。
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かし、あいかわらず、「『障害』じゃないのなら、やはり『怠け』だ」とする学校的規範
は健在だし、社会的に弱い立場にたたされていることもまた現実である。
それでも、いったん「例外」とみなされることで、「怠け」として蔑視する視線から

まぬがれれば、人は一息つけるかもしれないし、そのあいだに「社会的弱者」レッテ
ルを返上する方法をみつけることができるかもしれない。だとしたら、「やる気」をな
かなかみせることができない、「生活規範」がみについておらず「怠け」と評されるこ
どもたちに、もし医学が「生活規範障害」という診断名でもつけたとしたら、彼らも
また「病気」「障害」ゆえ「例外」扱いされるのだろうか。
しかし、『心から』に出てくる少年たちは、はっきりと「発達障害ににた特徴をもつ」

と名指されていた。それでも「例外」扱いはされず、「身体化教育」を繰り返されてい
る。なぜか。もしかしたら、習得できないものの性質にその要因があるのではないか。
たとえば、学校現場において、「読み書き」は「勉強」に分類されるが、「生活規範」は
「生徒指導」の範疇にはいる。一般的には、勉強のできる子があつまる「進学校」とよ
ばれる学校では校則が厳しくない。服装や私生活について、こまごま生徒指導してい
る学校はまずない。ところが「非進学校」においては、事細かな校則をもうけて、厳
しく生徒指導をしている学校がおおい19。これはおおくの教員が「勉強ができない子
は、せめて身だしなみぐらいちゃんとさせなければ」「勉強できんやつは、挨拶で勝負
だ」という公言されない暗黙のルールを共有しているからであろう20。まさに、前述
したように「非進学校」においては、「勤勉」「従順」の育成を、教育目標においてし
まっているが故ではないのか。では、なぜ教員たちは、「勉強ができない」と判断した
生徒に対し、「勉強を教えよう」とする以上の熱意をもって、「生徒指導」に力をいれ
るのか21。
それは、「読み書き」が個人的な問題であるのに対し、あいさつができない、遅刻す

る、言葉使いがわるい等々生活規範に付随する問題は、関係性の問題だからではない
か。「読み書き」ができなくて困るのは当事者個人である。周囲の人間は指示さえつう
じれば、困らない。だが、「遅刻する」「あいさつをしない」等は、当事者がそれときづ
いていないこともある。一方、「待たされた」「挨拶をされなかった」側の人間は、不

19この傾向は、「進学校」になりたい学校、「教育困難校」イメージを脱却したい学校において顕著だ。目
標をもった教員たちは、「良い生徒」を集めようとする。そのために、まず生徒の服装指導を徹底して行う。
「制服をちゃんと着れない生徒は、受験でちゃんとした解答も書けない」「服装の乱れは、心の乱れ」等の精
神論で、生徒にせまる。むろん、勉強でもおいこむが、こまかな持ち物制限や服装「着こなし」方、遅刻の
厳罰化などを次々と規則化する「生活指導」への意気込みほどではない。これには「地域社会」も関係して
いる。地域住民は、「服装がだらしない」「自転車の乗り方が悪い」といっては、学校に苦情をうったえる。
しかし、生徒の成績がどうなっているのかは、地域住民にはみえにくい。学校としては、地域住民の信頼を
得るためにも、「生徒指導」に奔走することになる。

20もっとも近年では、勉強はできてあたりまえ、生活規範を熟知し、コミュニケーション能力にたける人
材が求められる傾向にあり、勉強できないものの行き場は、ますます失われている。詳しくは、本田由紀
『多元化する「能力」と日本社会—ハイパー・メリトクラシー化のなかで』（NTT 出版、2005 年）。

21もっと皮肉な見方をすれば、細かな規則を設けて、生徒を従わせる／罰則を与えるという行為は、教員
の権力欲や有能感を手軽にもたらすからではないだろうか。それに比して、一人の生徒の学力を向上させる
ためには、教員自らが教育方法を研究し、個々の生徒にあった方法を試行錯誤する必要がある。考えてみて
ほしい。「校長訓辞中は、汗をぬぐうな」と指示し、それに従わない生徒をどなりつけることは、一人の生
徒に因数分解や仮定法を理解させるよりずっと労力がすくない。私も学校の教員として、おおくの教員にで
あってきたが、教材研究や教育方法にこだわる教員はその数がすくなく、しかも職場では、「例外」「異端児」
として扱われているケースがおおかった。生徒の行動規制に重点をおく「生活指導」とは、教員にとって、
勉強を要しないインスタントな欲求充足のツールであると私は考えている。



すぎむら「「身体化教育」というコミュニケーション」 119

愉快になりがちである。さらに言えば、周囲の人間は、「読み書きが苦手」「勉強がで
きない」といった人に対しては、「字も書けないって」と哀れんだり、蔑んだりするこ
とで優越感をもつことが可能であるが、「生活規範を共有しない」人に対しては、「馬
鹿にされた」「尊重されなかった」と被害意識を喚起させられる22。だからこそ、他者
—「我こそ生活規範の体現者である」と信じたい人—によって、ある種の「罰」としての
「厳しさ」が正当化されやすいのだろう。宇治少年院の「集団行動訓練」を賞賛する人
や、定時制高校の「厳しい」教員たちは、学校的規範に絶対的価値をおいているよう
に思われる。
『心から』の副題は、「一人ひとりの個性に合わせた教育を導入した少年院の挑戦」

である。しかし、実際に個性に合わせることは可能なのか。教育は、学校あるいは少
年院といった制度のなかで行われる。この場合、「個性重視」といってもあくまで「制
度内」「規範内」での重視である。そこから、激しく逸脱していると見なされれば、排
除されるか、矯正対象とされる。だからこその「集団行動訓練」、「身体化教育」では
ないのか。
しかし、「制度」や「規範」がつねに正しいとは限らない。「制度」は、その時代の主

流の「規範」を反映して設定される23。そして、その「規範」は変化し続けている。歴
史的にみても、「強者に従え」とされてきた「社会的弱者」カテゴリーにいれられる人
は、すこしずつ動いている。女性たちが運動をおこし、「障害者」も運動をおこした。
今、それは「女性学」「ジェンダー学」「障害学」といった学問となり、社会の「規範
意識」を問いつづけている。しかし、まだ社会の大きなうねりになっていない「社会
的弱者」とみなされる人々は無数にいる。貧困や暴力にさらされている家族とその子
どもたちも、またその中にいるだろう。
私たち教員のなすべきことは、現存の規範を死守することでも、「教員に従順であれ」

と教えることでもない。こうした自分たちに不利益な「社会的規範」のもと、「弱者」
におかれた立場を粘り強く訴え、交渉していく力を育てることにあるとかんがえる24。

9. まとめにかえて

『怠けて』において品川は、「読み書きが苦手」な子どもにやみくもに「身体化教育」
をせまる教員に、「怠けではなく、LDなんだ」と異議申し立てをし、オルタナティブ
な教育を要求した。そして、医療現場でのとりくみ等を紹介することで LDを「障害」

22もちろん、「当事者」には加害意識などないケースが圧倒的だ。たとえば、「あいさつをしない」理由
は、「するタイミングがわからず、できなかった」「なんと言っていいのか、わからなかった」「あいさつす
る程親しいのか、関係性をはかりかねた」など様々である。遅刻にしても、「当事者」は申し訳ない気持ち
でいっぱいでも、「到着するまでの時間の見積もりが苦手」「自身の行動パターンを把握していない」などの
理由で遅刻にいたっているケースはおおい。被害感情をもつ前に、理由をたずね、行動変容をおこせるよう
な方法を、ともに考えることが必要であろう。

23たとえば、婚姻という制度ひとつをとっても、「女性蔑視」的制度だとみなされた者によって「入籍しな
い」という形で無化されたり、それまで「病気」や「狂気」とみなされ婚姻制度から排除されていた「同性
愛」者によって利用されたり（たとえば、オランダやスペイン等同性愛の婚姻を認めている国は多数ある）
している。反対に、同性結婚や、異性カップルの非婚状態を違法として刑罰を課す国もある。日本に限って
も、婚姻制度は、歴史をつうじて同じものであったわけではない。

24大阪府立西成高等学校『反貧困学習—格差の連鎖を断つために』（解放出版、2009年）は、貧困にさら
されている生徒たちとともに、現状を知り、セーフティーネットを作り、使用する方法を考える良書である。
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だと認知させた。これによって、確かに「読み書きが苦手」な子どもは、「怠け」とし
て排除されることは免れたが、あいかわらず「ふつう」とは区別され、「例外」として
「低位」におかれている。品川は、LDの人々を応援しているにもかかわらず、LDを
「障害」として、個人の問題に還元する視点に、まだたっている25。次のステップでは、
ぜひ、「読み書きが苦手だと不利益をこうむるしくみになっている「社会」のあり方こ
そ、私の「障害」になっている！」と糾弾するような当事者を登場させ、既存の「社
会規範」をも問題にしてほしい。品川がその視点にたったとき、彼女はもう一度、『心
から』における「一見、軍隊的な」指導方法の是非を、自らに問うであろう。
『心から』では、「発達障害」という枠組みをとおして、少年たちをみなおし、彼ら
に必要な教育を考えた。そして、自分の体や気持ちに無頓着であった少年たちに「自
分の体を意識的に動かす」「沈黙をとおして、聴く力を育てる」などの訓練をとおし
て、自分への関心を高め、その関心を周囲にむけさせようと試みた。この試みは、重
要だ。しかし、現実の対応方法には、「発達障害」むけとして開発されてきたオルタナ
ティブな学習スキルがいかしきれていなかった。それは、「生活規範」を身につけさせ
るためには「厳しい指導を」という「常識」からのがれえなかったためではないか26。
だからこそ、これまでの矯正教育以上の厳しい集団指導を行ってしまっている。次の
ステップでは、ぜひ、その発達障害むけの学習スキルをより効果的に使用する方法を
模索をしてほしい。「通常家庭で行われる『しつけ』が不十分であるために、生活規範
がみについていない」と判断するのであれば、やはり家庭のようにその不十分さと個
別的に関わる必要があるだろうし、暴力と無関心で育てられてきたならば、関心をよ
せ非暴力で接しなおす必要があろう。「力」に対し「力」でおさえる教育は、「力」信
仰を強め、連鎖させる以外の収穫をもたらしえない。

25品川も、LDを容認しない社会が問題だとする視点はもっているとは思う。彼女はこうも書いているか
らだ。「わが国の教科書はまだマイノリティーユーザーに対しての配慮は不十分だ。この点については一日
も早く、ユニバーサル・デザインな教科書が増えることを切望する」（『セカンドシーズン』p.179)。しかし、
この文章の前には、「乱暴を承知で言わせていただくと」という一文がある。私は、この一文に、品川の「社
会規範」は心得ていますよといういいわけを感じるのだ。品川が、「障害学」的に、「ユニバーサル・デザイン
な教科書が増えない社会のあり方が、『障害』をうんでいる」と言い切ってくれる日がくることを切望する。

26このように書くと、「加害者の教育に配慮するなんて、被害者の気持ちをどう考えているのだ」と憤慨
されるかもしれない。しかし、被害者のケアのためにも、加害者教育は必要ではないだろうか。たとえば、
藤岡淳子（『犯罪・非行の心理学』有斐閣、2007 年、p.222）は、昨今の刑務所や少年院では、被害者ケア
を視野にいれ、治療教育がおこなわれだしたと説明している。以下にまとめる。
1©加害者は、被害者の感情を思いやり、自らの罪を認識し、責任をとることがもとめられる。
2©しかし、おおくの加害者は自身もまた、過去に被害者であり、他者に共感する感情が育っていない。
3©よって、まず自身の被害経験を受け入れ、被害の痛みを知ることが重要。それができて、他者の存在や他
者の痛みを推測できる。
これは、何人かの加害生徒と接したことのある私にとっても、納得できる内容である。加害認識のない加

害者はつねに存在する。私自身、加害生徒のした行為は許容しがたく、かといって「二度とくりかえしてほ
しくない」「悔いてほしい」という気持ちから、切り捨てることもできず、対処に悩んできた。「厳罰」がき
まった生徒に、「運がわるかった」とはじめて嘆かれたときは言葉を失った。以来、そうした場面では、気
持ちをたずねることにした。「ぜったい、言わん？」と言いながら、「運がわるかった」「今度は、つかまら
ん方法考える」と続ける加害生徒たちの顔には、「本音でいえて、清々した」といった表情がうかんでいた。
「心底、悪いことをしたとは思っていないんだ」「だからこそ、できたんだ」と、私は妙に納得した。「だか
らこそ、悔いてもらわなければ」「そうでなければ、またやる」とも確信した。そして、一教員としての限
界を感じつつも、「力による厳罰」以外の方法で、悔い、再犯しない行動様式をみにつけてもらえるよう試
行錯誤をかさねてきた。記述されている内容の大方に賛同しているにもかかわらず、あえて、その指導方法
のほんの一部「集団指導」「身体化教育」にこだわり、批判する理由は、自己のとってきた「力」でおす以外
のさまざまな試行錯誤を「無化」されたくないからかもしれない。この問題については、いずれまた正面か
ら論じたいとおもう。
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品川のこれらの著作は、「発達障害」を切り口に、学校の「常識」に意義申し立てを
する良書である。しかし、これらもまだ「社会常識」の範疇をこえていない。「弱者」
の目線に徹底してたち、「強者に有利な社会常識」をくつがえすようなラディカルな著
書を、今後は期待したい。

＜補論＞—広島少年院暴行事件—

最後に、現在係争中の裁判について、論じておきたい27。『心から』で取材されてい
る主要人物の一人、向井義が、2009年 8月 12日に逮捕された28。逮捕容疑は、広島
少年院に首席専門官として勤務していた当時の特別公務員暴行陵虐の疑いである。
品川は、この裁判をずっと傍聴しているという。2010年 8月 26日号の『週刊文春』

（p.46f.）では、「『広島少年院暴行事件』検察の失態を暴く！」と題し、向井を徹底的に
擁護している。向井の起訴理由は 1©「少年の頸部にシーツを巻き付け、『締めたら死ね
るぞ』と言いながら自らのシーツで締め付けさせた 2©「遺書を作成させようとした」
3©ビニール袋内で洗剤を混ぜてガスを発生させ『吸ってみろ、死ねるぞ』と言ったな
どにあるという。この記事では、 1©と 2©に関してはふれず、 3©を中心に検察の杜撰さ
／強引さを主張している。たとえば、「実際に（ハイターに：筆者補足）混ぜたのは水で
あり、ガス等は発生させてない」「聴覚性 LDに加え認知の偏りがある（中略）視覚的
にみせる方法が必要」といった本人の弁明や、「キレた度合いがもっとすごかったん
じゃないかみたいなことを（検察官に）言われたが、自分は向井主席は指導のために演
技していると思っていた」とする元同少年院法務教官の証言などを理由にあげ、検察
が「暴行陵虐」とする行為の背景を無視していると指摘する。そして、弁護側の「暴
行ではなく、教育的指導が目的であった」（時事ドットコム29）とする無罪の主張を全
面的に支持している。
しかし、品川のあげる「無罪」の理由は、「殺す意志はなかった」「本気ではなかっ

た」等、向井の「心情」に着目するものであり、その「行為」自身を虚偽／ねつ造と
証明して検察を糾弾するものではない。だとすると、殺す意志がなく、「被害者視点も
教える必要があった」ための演技であれば、「これを飲んだら死ねる」「遺書を書かせ
る」といった行為は許容されると、品川は考えているということか。

27この事件について、ここで論じるのには躊躇があった。事件が「力による支配」の典型である暴行事件
だけに、『心から』への批判を補強するものとみなされることを恐れたためである。さらに、その暴行事件が
実際にあったのかは私には、判断できなかった。また品川のこの事件に対する見解も気にかかっていた。し
かし、一連の事件に関するニュースによれば、向井は訴えられたその行為自体をしていないとは主張してい
ない。また、今回、脱稿した日が偶然にも公判の結審がだされた日であり、前後して『週刊文春』に掲載さ
れた品川の記事を読んだことで、この補論を書くことにした。なぜなら、品川の向井擁護の論法に落胆した
からである。少年院を何度も訪問し、少年院のかかえる「困難な状況」を知るはずの品川ならば、同じ向井
擁護をするにしても、「教育環境問題」「現代社会の病理」など、よりひろく社会に訴える議論を展開してく
れるはずだという期待があったからである。品川の向井擁護のなにが問題か、私ならなにを読者に問うか、
品川にかわって書いてみたい。

28なお、これに先立つ 2009 年 4 月、広島少年院に勤務していた 4 名の法務教官がやはり、同じ
容疑で逮捕されている。4 名は１審で懲役 9 ヶ月から 2 年 6 ヶ月の実刑判決をうけ、いずれも控訴
した。うち 2 名は執行猶予付き判決、1 名は懲役 1 年の実刑判決が確定している（産経新聞 2010
年 6 月 10 日 http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100610/trl1006101337005-n1.htm）。なお、4 人
それぞれがおこなった暴行は、平成 21 年 11 月 13 日付けの法務省の報道発表資料で閲覧できる
（http://www.moj.go.jp/JINKEN/press 091113-1.html）。

29http://www.jiji.com/jc/c?g=soc 30&k=2010082300020
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むろん、向井にとってこれらが教育的な「演技」だったかもしれない。しかし、少年
側に「演技」とうけとめられるだろうか。少年院という閉鎖された環境の中、教官に
とりかこまれ「死ね」と言われることは、「脅迫」以外のなにものでもなかったろう。
ましてや相手が「認知にゆがみがある」少年だとすれば、それこそ、もっとも選択を
避けるべき行為だったのではないか。向井は『心から』のなかで「家庭ではボコボコ
に虐待を受けて、学校でも “怠けてんのか、こらあ!”なんて教師から理解されずにしか
られて、仲間だと思っていたヤツらにもいじめられて、暴力にさらされ続けてきたと
き、安心できる場所がなかったらメタ認知も教育もないでしょう？」（p.198）と品川
に問いかけている。その「安心できる場所」の提供方法が、「脅迫」であってよいと品
川は考えているのだろうか。

2010年 8月 24日付けの『朝日新聞30』には、「向井被告は（中略）自分の息子と同じ
ように愛情を注ぎ、非行少年の指導に当たってきたと涙ながらに語った」と書かれて
いる。愛情を注いだ行為だからこそ、無罪であると向井は主張しているのだろう。私
とて、向井の「愛情」は疑わない。しかし、「愛情」があればなにをしてもいいのか。
「愛情」があるからこその「暴行」であったとは思う。「しつけなければ」と脅迫的に
虐待してしまう親と同じように、「なんとかしなければ」という「熱意」と「善意」が
「暴行」につながった（だとすれば、「教育的演技」という主張とは矛盾するように思うが）。
それでも、向井の行為を「教育的意図があった」として弁護する側の心理はどうな

のだろう。こうした「加害側」の意図に着目して擁護する方法は、数々のセクハラ裁
判を想起させる31。セクハラ裁判32においては、過去おおくの「加害者」が、「そんな
つもりはなかった」「恋愛のつもりだった」「怖がっているとはしらなかった」などの
「心情」をのべ、その「行為」を正当化しようとしてきた。そして、「加害者擁護」側は
つねに「仕事熱心な人だった」「温厚な人なのに」「教育的立場で、熱が入りすぎたの
では」などの理由をならべ、無罪を主張する。そこに「被害者」にむけられる視線は
ない。いや「そんなことをさせたおまえが悪い」と非難さえされるケースもある。セ
クシュアル・ハラスメントは当事者間に上下関係が成立しているときにおこる。この
構図は、今回の裁判と類似してはいないだろうか。品川は、向井に「暴行」をうけた
少年に対し、どんな感情をもっているのだろう。
私としては、向井擁護の記事をかくならば、品川には、向井の行為の背後にある「心

情」ではなく、「背景」そのものを論じてほしかった。この事件は、向井個人の問題と
は言えないと考えているからだ。視点をずらしてみよう。
まず、向井と少年たちのおかれた環境—少年院というシステムそのもの—に問題はない

30http://mytown.asahi.com/hiroshima/news.php?k id=35000001008240002
31学校においても、同様の事件はおおい。たとえば、1989 年の「福岡市中学生『生き埋め』事件」では、
数人の教師が中学生を「指導」として海岸で生き埋めにした事件であるが、かかわった教員は「行き過ぎ
だったと反省しているが…複数の教師による指導で、リンチではない」など証言し、また同僚も「暴力をふ
るっていない人（先生）は、暴力をふるっている人に守られている」とかばったという。翌 1990 年の「神
戸高塚高校『校門圧死』事件」では、遅刻した生徒の頭が門扉に挟まれているのに教員が閉め続け死亡させ
ている。このときも教員は、「学校の秩序が維持されてこそ教育が成り立つ」「まず言うことを聞かせること
がどうしても必要」と主張している。詳しくは、柿沼昌芳・永野恒雄編『学校の中の事件と犯罪 2 1986～
2001』批評社、2002 年、pp.35–41)

32たとえば、水谷英夫『セクシュアル・ハラスメントの実態と法理－タブーから権利へ』（信山社、2001
年）や、田中早苗『スクール・セクハラ防止マニュアル』（明石書店、2001 年）などに詳しい。
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のか。私は、大きく 2つあると考える。
一つは、「教官と少年の関係性」である。少年院に限らず、教育現場において教員は

「教え導く者」として、こどもを「社会化」する責をおわされている。そのこどもが逸
脱すれば、指導員は社会から非難され、さらなる「矯正教育」を求められる。こと少
年院においては、最初から「矯正教育」という目的が設置されている。「矯正」できな
ければ、それは「教育者」としての失敗を意味する。それが、「矯正に失敗してはなら
ない」「成果をださなければ」と教員を追い込む。「目標達成」に真摯にとりくむ教員
ほど「矯正させるためならば、多少の方法論は問題にならない」と自らの行為を正当
化する思考に陥る可能性は高くなるだろう33。
二つめは、少年院のおかれた「閉鎖的環境」にある。「閉鎖されている」ただそれだ

けで、その成員たちに多大なストレスを与える。なおかつ、昨今の少年院は、どこも
過密収容傾向にあるという34。少年たちのあいだに、内藤朝雄の指摘する「未分化な
憎悪が蔓延する35」ことは避けがたかったのではないか。だとすれば、少年たちの「造
反」は、教官たちの指導力不足にあったのではなく、少年院という制度自体がはらむ
問題である。「個別的な対応を」「暴力以外の方法で」という強い志があったとしても、
それができる環境がなければ、限界がある。
次に、少年院をとりかこむ社会はどうだろう。昨今では、「能率主義」「成果主義」が

尊ばれ、能率がわるく成果のだせないものは「自己責任」として切り捨てられがちで
ある。こうした風潮のなかで、ジャーナリストや研究者たちは、向井の「発達障害」的
傾向に配慮した教育プログラムを「再犯率の激減の源」として賞賛した。「再犯率の激
減」といった数値目標は、わかりやすく、外部にアピールしやすい。むろん、賞賛者
たちは、純粋に彼の教育プログラムを普及させたいという熱意に基づいて、そこを強
調したのだろう。しかし、それはわかりやすすぎたのではないか。向井のとった指導
方法は、少年院関係者のなかでも賛否両論だったという（『心から』p.202f.）。彼は、自
身の着眼点に自信があり、矯正教育にとって重要だと信念をもっていただけに追い込
まれたのだろう。彼は、再犯率をあげるわけにはいかず、また、少年たちからの信頼
をも得る必要があった。少年たちの生き生きとした姿をみてもらうことで、自身のプ
ログラムの有効性を評価してほしいと望んだ。その状況下において、思い通りになら
ない少年たちの存在は、彼を落胆させ、平常心を失わせるに十分であったろう。人を
短期間で従属させるもっとも手近な方法は、孤立させたうえで「暴力」をふるうこと
にある36。

33現実に、「『軍隊のように形を整え、統制をかけるため』に動作方法の一つひとつを教えているわけでは
ないからだ」（『心から』p.24）にみられるように、目的が正しければ、手段は深く問わないとする考え方は、
社会一般に許容されやすい。

34向井が勤務していた宇治少年院も収容人数が過剰収容が問題となっており（『心から』p.158f.)、2003
年には 126%であったという（同、p.248）。

35内藤朝雄『いじめの社会理論－その生態学的秩序の生成と解体』（柏書房、2001 年、p.31）。なお、内
藤はこの著書のなかで、共同体を無理強いされ、心理的な距離をちぢめさせられ、共に響き合う身振りをさ
せることが、いかなるいじめをうむのかを、論理的に説明している。まさに、向井のいた宇治や広島の少年
院は、このような状況にあったのではないか。

36人質となった被害者が、恐怖のあまり犯罪者に依存感情を抱くストックホルム症候群や、DV 加害者
からはなれられない被害者、虐待する親に過度の愛着をみせる被虐待児などと、同様の心理状態に陥ると
考えられる。人は、過度の孤立の中で過度の恐怖にさらされると、抵抗する力すらうばわれる。たとえば、
M.E.P. セリグマン他、津田彰訳『学習性無力感—パーソナルコントロールの時代をひらく理論』（二瓶社、
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社会が、「教育成果は長期的にみなければ判断できないこと」「ことに、犯罪をおか
した少年たちの生育歴等からすれば、その『矯正』は容易ではないこと」を共有して
いれば、向井はもっと長期的展望をもって、少年たちの教育にとりくめただろう。「広
島少年院暴行事件」は、「成果主義」や「能率主義」を過剰に評価する現代社会にいき
る私たちの責任でもある。
最終的に、向井にどんな判決が出るのか、現時点ではわからない。彼が無罪でも、

私は、向井の行動は許容できない。しかし同時に、向井ひとりが実刑になればすむ問
題だともとうてい思えない。今回の事件は、少年院といった枠組みをこえて、ひろく
「教育方法」や「学校制度」について考えるべき貴重な機会だと考える。

追記
2010年 10月 18日、上記「広島少年院暴行事件」において、広島地検が「取り調べメモを破

棄した」とのニュースがながれた。破棄が立証され、向井弁護団の主張するような「検察の脅迫
があった」ことが認められれば、無罪判決がおりる可能性がたかまる。検察の取り調べの不当
性は追及すべき問題であり、また、被告の心身の安全を保障できるような制度のあり方も、社
会的に検討すべき問題である。この問題が明らかにされることを願ってやまない。
ただし、向井氏に無罪判決がでたとしても、本稿の主旨自体に変更はない。法的に無罪であ

れ、弁護団が主張するように「教育的配慮にもとづく指導」であれ、立場のより弱いものを恐
怖におとしいれるような言動は、公の立場をもつものはとくに、自らに禁じるべき行為だと考
えている。かりに「脅迫指導」が「教育的指導」でとおるのであれば、検察のした「脅迫的取り
調べ」もやはり、公序良俗をまもるための「教育的取り調べ」と言えてしまう。
これほど過去「検察の脅迫によるえん罪」がくりかえされるのも、やはり社会が「力による

支配」を容認しているからではないのか。今回の一連の事件は、「力による支配」への警告とし
てうけとめ、社会的な制度そのものを問い直すべき課題だとおもう。
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