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一人っ子政策の中国と日本の少子化に現れる
「いじめ」の対処行動

平　塚　儒　子
帝塚山学院大学　人間科学部　教授

　いじめというのは日本も中国も同じなのか、また違うものなのか、そして諸外国もいじめがあ

るのか、中国は一人っ子の少子化の国であり、日本も少子化である。社会の成り立ちが、なぜ、

このような状態を引き起こしてるのかを明らかにして、最後に日本の「いじめ」はいかなる特徴

があるのか、どうしなければならないのかということを調査し、天津市の若者と中高齢者に対し

て広い幅の年齢を、2日間で調査をしました。そこで、ほぼどの国であっても、「いじめ」は起こ

るであろうというところにたどり着きました。「いじめ」というのは、暴力による、生命危機の問

題です。体、自由や財産への侵害を継続するところがあって、言葉や仲間外れによる、名誉、精

神的自由への侵害を通して、相手からコミュニケーションの相手として真面目に扱われる権利を

剥奪されて、相手の人格を否定しようとする行為であります。人権侵害を通して人格そのものを

攻撃するところにその本質があり、それゆえに、いじめられる側はつらいものである。これだけ

のものを侵害されると、生きていけないわけである。1996 年、平成 8年に文部大臣が緊急アピー

ルを出した。とりわけ日本、現在の今の社会というのは、いじめが出る環境にあって、社会的な

要因、教育的な要因、少子化の要因、これらが一緒になった時に、「いじめ」というのは、どこの

国でも起きてくるである。

　それで、この深刻ないじめ、文部大臣が 1996 年、平成 8 年にアピールを出し、深刻な「いじ

め」は、どの学校にも、どのクラスにも、どの子供にも起こり得るというものであると提言を出

した。2007 年、平成 19年 1月 19日以降の定義で、従来のいじめの定義では自分より弱い者に対

して、一方的、心理的攻撃を継続的に加えて、相手が深刻な苦痛を感じているものとした。現在

の「いじめ」の発生は学校だけでなく、会社、地域社会、グループ活動の集団などで行われてい

る。とりわけ、最も不快な性質は、弱い者「いじめ」をする傾向で、自分より強いものに対して

は手を出さない、しかも不特定多数が 1人をターゲットにした場合に必ずいじめが発生する。ゼ

ミの学生らに何人友達いますかと言ったら、1人は、ほとんどいない、いつも何人かで連れもっ

て歩きます 2、3人ないしは 5人ということである。この同じ大学の中においても 1人で歩くこと

を極端に怖がって、不安を示す学生もいる。弱者「いいじめ」は 1人だったら弱い「いじめ」の

対象になり、2人になってきたら少し弱まり、「いじめる側」の対象者は、心の中に憎悪を抱いっ

ていて、無力な被害者の苦痛をずっと長引かせることを楽しむ。何回も何回も「いじめ」を繰り
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返すと、脳の中に“ドーパミン”という“ホルモン”が分泌して、薬物中毒と同じ状態が引き起

こす現象です。ある短い期間で絶ち切らないと慢性中毒状態となる。教育方法が急務であり、新

たな教育が模索されている。日本には昔からあった村八分があった。しかしながら村八分は村落

共同生活からの絶交、除外であり、家族制度の中で飢饉や天災、人が亡くなったときは助けられ

た。現在の「いじめ」は、他者の苦痛を楽しむ、人間のみの行為であり、放置すればドーパミン

が分泌される。“お酒やタバコ”の依存と同じものだと考えたい。従来の餓鬼大将とは如何なると

ころに違いがあるか、弱い者いじめはしないし、戦う相手は限られていで、1対 1 での喧嘩であ

る。腕力を武器に理不尽な振る舞いをしている者に対して、それを餓鬼大将はいさめてた訳です。

その勝負も 1対 1 であった。人間は、虐待や差別を受ける苦しみを感じているにもかかわらず、

一方では介抱する方へと回ることがあり、もう一方では、苦しみを与える方へと回ることもある、

人間は二面性を持ってる。攻撃する力があると、攻撃心が非常に強くなってくる。自分が攻撃を

受けて育った人は、その傾向を示すことがあると示唆されている。さらに攻撃心が復讐心を含む

ようになると、憎悪に転じる。憎悪が弱い者に「いじめ」へと駆り立て、暴力や嫌がらせによっ

て一方的に相手を苦しませることになることは、婉曲した考え方の中にあることが近年に判明さ

れてきた。攻撃者が憎悪を持つようになる人は自身に恥辱を受けた過去があって、その恥辱に対

して復讐しようとする欲求があるからだとされる。自己実現に向けて、両極のどちらかに偏する

事もある。私の調査の方からも現れている。子供たちの育ち方は大切である。一般的に心の健康

な人とは、一方的に攻撃するだけではなく、いじめるだけではなく、この2つをうまく統合して、

その能力を持っている。「いじめ」は人格の基本をなす人権の侵害行為であり、人間同士において

は、法律に基づいて違法性と責任が、問われることになる。他方で、学校で「いじめ」があると

すれば、学校は児童・生徒を「いじめ」から守る責務を有している。これは、子供から見れば、

個々の子供は身を守る権利、そしてコミュニケーションの相手として真面目に扱われる権利を有

している、それぞれが侵害されたならば学校に保護を求める権利がある。それは世界人権宣言に

も謳われている。日本の学校生活においては、そのことを児童・生徒に徹底して教えていないの

で教える必要がある。国連世界の子ども権利条約の中で、日本政府に対して問題があると勧告さ

れている。　人間関係の発達を考えてみると、1つは縦、横の過程で人間関係は成長していく。縦

の関係は、親、先生、上司、があり、横は同じ年齢の子供、同級生、同僚、同輩、本人の関係で

ある。1つは縦の関係で依存して、助けを求める関係です。横のラインは同じ年齢の子供、同級

生、同輩との関係であるが、これは仲よくする前にぶつかり合いながらの横の成長、自立を養う

ための横の関係と言われている。子供同士で“いざこざ”があって必ず、ぶつかり合がある。そ

して、ぶつかり合ながら力量を知る、そして集団の中の位置づけをする。位置づけをしながら、

自立に向かって行く。最初は親から与えられたものは自分の考えだと思ってる。しかし、小学校

の、中学年から高学年に成長すると、他と自分との関係、そして友達との関係の中で、親から言

われてきた考え方が違っていることがわる。その後、一旦モチベーションが下がる。その後は、
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横ばいとなっていく。本人は友達の関係、力関係、それを力量といわれるが、それを確かめて自

分の考え方を堅持していくのである。その時に、よい人に出会った場合は、成長して、横の関係

の成長の糧となる。3つ目のラインの下の子のラインである。年齢の低い子、下級生、後輩にな

り、今度はお節介と世話をやく事になる。このお世話で尊敬され、憧れを持たれる。それが実は

自立のセルフコントロールにつながって成長することになる。小学校低学年、中学年、高学年、

それから中学生となって成長していき、中学生までに未経験であれば、「いじめっ子」側が、「い

じめられっ子」側が現れる。「いじめ」は閉鎖的な集団内で特定の個人に対して発生するものであ

り、閉鎖的な集団であり、教師には見えてこない事象である。巧妙にいじめをしているからであ

る。いじめは縦横の関係が育ってないところで出現してくるので、非常に密室で行われることが

多いのが特徴で教師や外部からの実態が把握しにくい。対策は非常に難しく、なぜならば「共存

型いじめ」傾向であり、集まってないと辛抱できない、何か落ちつかない、その仲間から抜け出

せない状態である。そしてその取り巻き（傍観者）が多くいて、手も足も出せない、1人だけ「い

じめ」られているのに、“やめろ”が言えない、“やめろ”といったら自分が、「いじめ」の対象者

になるので“やめ”という言葉はでない。これが今日の「いじめ依存グループ」である。家族、

社会や学校、インターネット上においても、大人も子供も取り込まれていって、いじめが発生す

ることになっている。これが日本の現在の「いじめ」の実態である。日本人と西洋人の比較を表

すと、日本人は主張や欲求は柔軟であるが、その意思伝達も理論的でないのが特徴である。これ

は暗黙の了解というもの中で細部の違いを微調整しているにすぎない。これが日本の伝統的なコ

ミュニケーションのあり方の姿だとみなされている。日本は家族の血のつながりよりも「家名」

を大切にする。中国は「血のつながりをいまだに重んじ」ている。日本は子供の中から能力のあ

る者を選び出し。時には極めて能力の高いと思われる者を養子にして、家を継がせたりする。家

名を大切にする家制度は鎌倉時代から第二次世界大戦まで家制度のもとであった。第二次世界大

戦の敗戦時に、アメリカの力によって家制度は壊された。したがって、集団志向型の社会の家は

壊された。しかし、日本人がその代理として求めたのが会社であり、会社は日本人の所属の永続

を信じることによって、自分のアイデンティティーがそこで得られていた。1990 年のバブルの崩

壊まであって、自分のアイデンティティーを求めて、敗戦後、どこの国でも、心の崩壊の危機が

あるが、日本的会社があったために日本人の心は崩壊することなく、今ここにある。日本の経営

者は年功序列の終身雇用で、新卒採用で企業内教育をして福祉等を充実させて、日本的、経営と

されてきた。これは、家型の集団の特性を産業社会に適合させた企業組織をつくり出し、従業員

に強い帰属感を与えて、そして彼らの忠誠心と自発心を引き出すことに成功したと考えられる。

その会社の組織が 1990 年のバブルの崩壊とともに変り、なお日本が戦後 10 年で発展したのは日

本型企業と言える。しかしながら、日本経済の発展をなし遂げたものの、経済的には諸外国と対

抗する中でグローバリゼーションの波にさらされている。日本的なものは逆に異質なものとなり、

核家族化が進んで、高齢化と少子化が進んでいる。現在の子供というのは親が、手をかけている
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にもかかわらず、小学生や中学生になっても、周りの“おだてや励まし”、わざわざ褒めるという

行為を本人が求めている。しかしながら、明確な実績が伴わないと、称賛とか承認が得られない

ことが理解できない状態にあって、彼らは日々蓄積する不満を、解消するために、自分より下の

存在を徹底的に打ち砕くことによって萎縮した自尊感情を回復できると思っている。内面に貯め

込んだ自尊感情を取り戻すために殺傷行為まで発展することがある。なぜ、いじめが通報できな

いのかということ。これが「いじめ」であることが幼い時から教育されてないのだろう。比較的、

お年寄りには席を譲りなさい、おなかの大きい妊婦を見たら安定した心で、席を譲る行為を行う

事は、小学校レベルでも教えられている。第 1次期の 4歳、5歳で倫理的なものを教えて身につ

く躾けは、小学校の 1、2、3年の期間で、その後は、身につかない。そういった物の考え方、私

たちが身に付いている者は、無意識のうちに身に付いている。一方「いじめ」の場合は身につい

ていないし、「いじめ」は絶対許してはいけないという事柄が、学校教育で実施されていない。数

の原理で 1対 1 だったら喧嘩になる、1対多数だと「いじめ」だと解っておれば、これは「いじ

めだ」と判断がつくわけです。そのような学習をする必要がある。我々は子供のころから、4な

いし 5歳、6歳ごろ、両親や大人、それから学校の先生より、生活の中で道徳的、倫理的規範を

通して、大人になるまでに一つ一つを考えなくても済むように、行動できるように訓練されてき

た。頭で考えなくてはならないというふうに、考えること自体がおかしいことである。マズロー

の段階説を出すと、基本的欲求を提示した。1番は生理的欲求、食物摂取、生まれたときにお腹

がいっぱいの行為です。この底辺をなす生理的な欲求とされ、単に体の方の必要性である。その

次の上位が安全の欲求である。生理的な欲求がなければ安全の欲求はあり得ないとされる。次に

所属と愛の欲求である。ついで、人は尊重され承認されるという欲求、最後に自己実現で、自分

は何をしたいか、それに向かって進んでいるという、欲求がある。底辺から順番に最上へと上が

ってくる。人間は可能性や潜在的能力を最大限に発揮して自己の成長を図っていく、これが社会

に役立つ人間を創っていくということになる。「いじめ」が横行するという事は、社会的、教育的

に個人が障害されていると推測される。マズローは、人間は、自己実現に向かって誰もが絶えず

成長する生き物であると示唆している。誰もが、阻害されてはいけないことであると表している。

近年は、家族が人間を育てることが難しくなってきている。このような現象は何も考えずに、出

来る行為が出来なくなっているということすら理解できない、家族がそういった人間を育てるこ

とが非常に難しい時代に入ってる。1990年の表の、「いじめ」の経験をした者の年齢推移は、1990

年が一番ピークとなっており、55.8％と最も高い値になってます。この問題は家庭教育だけの問

題でなくて、社会との関連があり、1990 年代はバブル崩壊をきたして、昭和 60 年代から続いた

地価、それから物価の高騰が暴落して平成不況が始まりをきたしたことにある。なお、人口増加

率は 1％台と低下して、少子化傾向にある。社会の現状がどういうことになっているのか、1990

年に。この一番高い年というのはバブルの崩壊が生じて、1990 年、合計特殊出生率が 1.57 ショ

ックを現していた。子供たちが保健室登校したり、「いじめ」が現れ、ドメスティックバイオレン
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スが現れた時代でもある。一方、いじめの問題で、現場の先生たちによると、ドメスティックバ

イオレンスを受けた子供は「いじめ」を現すことがあると教育現場で言われている。1993 年に山

形県の体育館でマットに挟んで殺してしまったという事件、これも「いじめ」である。1人を大

勢の子が殺してしまったということである。

　なお1993年に職業を持つ女性が人口の5割になり、一般家庭において子供たちが鍵っ子になっ

ていった時代であり、1990年生まれは 3歳であることから、1994年になると、この年、日本は国

連の「子ども権利条約の批准」をした。日本は中学生の「いじめ」による殺傷事件、自殺事件が

現れていた。そして1994年に完全失業率が2.9％となった。そして、その後、阪神・淡路大震災、

オウム真理教事件が発生した。このオウム真理教事件は、全く関係ないように思われるが、依存

性体質の若者たちがオウムに通ったということである。同時期にスクールカウンセラーが派遣さ

れた時代でもある。その後、1995 年になって、3月に文部省が学校でのいじめについて対策出し

たわけです。1996 年に「たまごっち」がはやりまして、それが大はやりになって、どういう子供

を育てたいかということで子供たちも熱心になった遊びです。変な子供が生まれてくると、リセ

ットしたらもう一度やり直せるという思想がこの時代背景にある。援助交際があったり、おやじ

狩りがあったり、金属バットで長男を殺したりというのがあって、その後に文科省では「生きる

力」が問われるようになった。学校でも、「生きる力」の教育が強調されたが、「生きる力」は育

っていなかった。今度は、女子の就職が深刻となってく中で、1996 年に「いじめ」対策で欠席が

容認されて、小学生の不登校が 8万人も現れた。そして、この「不登校」と「いじめ」と密接な

関係があった。

　私は中国も日本も不登校と「いじめ」との関係を調査したところ、非常に強い相関があり、社

会情勢や経済が変化して、不登校が 10 万人を超えたことが統計上判明しました。

　さらに携帯電話の普及があり、神戸の少年の児童連続殺人事件が現れており、1990 に入ると、

失業者が大きな社会問題として現れてきました。失業者が多い社会は格差社会が推測される。近

年は、経済格差だけではなく、教育格差も極めて多く現れる時代といえます。1998 年には栃木県

で中学生が教師殺傷事件を引き起こして、1998 年に、「キレる」抑制が効かない少年が現れてき

て、加えて、ポケモンテレビ失神事件、チカチカと電気の速度が速くて脳の中において適応力が

なく、失神事件を引き起こした事件が生じた。1999 年に対教師暴力、子供が教師に対して暴力を

起こす事件が多くなり、不況自殺が起きて、佐賀のバスジャック事件が 17 歳問題として宣伝さ

れ、下の図では 1990 年では 55.8％と高く現れている。1993 年を見ると変化の時代であったこと

がうかがえる。

　日・中の比較文化に触れるが、中国であるが、中国の社会、経済とは、今、輸入が上回ってい

る、現在はマイナス成長になっている。中国は1965年が人口ボーナス（働く人口）時代のピーク

にあたり、2010 年で終わりとなっている。働く人たちがこの年代層で一番多くピークになってい

る時期である。香港も同じ状態である。日本は 1950 年から 1990 年が人口ボーナスの時代で働く
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人が多くて、それで経済的に潤う国であったが、それ以降低下の傾向にあります。増加率が落ち

てきた中国の人口は、もう一つある。中国の総人口であるが、年間人口が対前年増加数で働く人

たちが減って来てるということになります。

　日本の青少年を取り巻く社会情勢とか経済とか精神面において、同時期に日・中の“いじめ”

調査では、日本の「いじめ」や「ハラスメント」を目撃したら通報する年代、行為です。日本「ハ

ラスメント」を目撃したら通報する年代、行為は、1940年代生まれは、「よいことだと思うし、よ

く行っている」は 32.8％で、「よいことだと思うが行わない」は 62.3％であった。徐々に、1950

年は少し上昇の傾向にあって、1990 年代に入ると、現在は、「よいことだと思うし、よく行って

いる」は極めて少なくいる。「よいことだと思うが行わない」は約80％にまで低下にある。　一方、

中国では、「いじめやハラスメントを目撃したら通報する」年代では、1949 年代生れでは、「よい

ことだと思うし、よく行っている」は36.6％である。これは日本と同様の傾向を示していて、1970

年代の生まれでは、「よいことだと思うし、よく行っている」と「よいことだと思うが行わない」

は 25.0％である。次に、、1990 年代では 29.7 となっている。この要因は、中国が 1960 年代に、

プロレタリア文化大革命が起きた時代であり、中国は家族主義であったが、プロレタリア文化大

革命があった時代に、国民に通報（密告）令を、国の政策として打ち出した。家族の中で全員疑

心暗鬼になり、1960年代、1970年代は全員に通報の義務を求めた。1970年代に生まれた時代、お

母さんは建前として通報する、通報しなければ怖い、不安な心の動揺があるため国に通報してい

ました。恋人でもその密告をする、密告することは、「いいことである」とする 1960 年代、1970

年代生まれに密告が多くあって、この時代に生まれた子供たちは、人間関係の影響を多分に受け

ていたと推測される。しかしながら後には一気に低下した原因は、毛沢東が死去した後、その力

がなくなり、一気にもとの時代に戻たとされる。人は強制されて行動したものは身につかないと

いうことであり、社会的、経済的な意味もあったのではないかと推測されます。さらに一つ、「い

じめ」を経験した者が「心配事があって眠れない」という相関があります。

　日本人は、「いじめを経験した」者は「不登校やひきこもりの経験がある」と有意な差があっ

て、「いじめ」を受けたら「不登校」になっていき、「他人に興味がなくなって自分にも興味がな

い」。これは、人間関係は、お互いに助け合い、“相互援助活動”が出来ること、教育のねらいは、

相互援助活動をすることであり、学校は社会性を養う場でもある、しかしながら「他人に興味が

なく自分にも興味がない」というのは、その後の社会人として人間関係に問題になる。不登校に

なっていき、「心配事があって夜も眠れない」等の兆候があり、いじめを経験した者は、大人にな

ってもこの状態・兆候から回復出来ない者がいる。一方、中国は「心配事があって眠れない者の、

いじめやハラスメントを目撃したときの通報動機」を表しているが、「心配なく眠れるという」者

は現在どの様な状態になってるか、「よいことだと思うが、行わない」行わない人の方が夜よく眠

れるということ。このプロレタリア文化大革命のときは、通報しなければならないけど、今はそ

ういう義務はありませんから通報しない方が「よく眠れる」ことになっている。いじめを経験し
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た者の出生推移の男女比を見ると。日本人は、男子の方がいじめの経験が低く、女子の方が「い

じめ」の経験が高いということになる。

　これらの関係においての心身兆候の、最多は「だるくて疲れやすい。「全身倦怠があってだるく

て疲れやすい」、「いらっとして攻撃性が出てきたらどういうことになるか」と。「目まいや立ちく

らみがする」。「朝早く起床できなくて、行動がのろい」人。「集中力と記憶力が劣っている」人。

怒りっぽいというのは攻撃性があるので、それに恥辱があったら一緒に感情が飛び出すから、な

らないように子供たちを教育していかなければならないということになります。

　では「いらいらして怒りっぽい」者が疲れたときの対処行動があります。最終的にはストレス

コーピングが大事だと言われております。日本人、1,182 名に対して調査した結果、「疲れたとき

に、イライラをどのようにおさめますか」と問うと「眠る」がほとんどで 77.3％です。「イライ

ラした」者の883名中の70.3％も眠るということです。次いで、「好きなものを飲む・食べる」行

為は極めて多かったといえる。私たち、何か 1杯飲む行為は自然に日本人はやっている行為であ

り、ジュース 1杯でも飲まれたらコーピングである。これは日本人だけですよ。ニュージーラン

ドでは積極的に体を動かします。感覚器を鍛えます。運動したり感覚器を鍛えます。それが一番

健康的な方法で、日本人は、「飲む・食べる」または「寝る」、消極的な方法をとります。スウェ

ーデンの子供は全員お昼寝させますと、ちょうど疲れて「イライラ」するときにお昼寝させてい

ると言ってました。

　1990 年代に生まれた子、その前後に生まれた子は、「いじめ」をする者が多く、バブル景気の

時で平成不況になって現れ出し、「ストレス」をためたリーダー格の子どもの存在である、そのス

トレスの原因は何なのかと聞くと、常に評価にさらされてるということ。評価である。2つ目は、

「家族が不安定になって、家庭が子供の癒しの場になっていない」というところ。さらには、ダブ

ルスクール状態です。学校に行って、塾に行って、勉強してる。なお過激なスポーツクラブに行

かしている。それゆえに過密な日常生活環境になっている。子供はゆったりとさせないと問題が

生じます。地域の子供たちと一緒に遊ぶことによって人間らしさを養うことがないと、対人関係

の未熟さが強く現れ、人に対する共感性の減少があります。そのようなストレスを強く溜めてい

る子どもがいるのは当然のことである。現在、子供自身がリーダーとなっていじめを発生してる

ということになる。しかしながら、「いじめられてる子」が現在では、転校させられていて、「い

じめっ子」のストレスは何も解決されるこ」となく、新たな「いじめられっ子」が探され、いじ

めは繰り返されている状態である。

　2006 年に世界 7カ国でストレス調査を実施（心身の調査）したところ、自律神経系と骨格系の

兆候がが多く現れていた。中国では、1959 年より 61 年は 3 カ年の大震災、人災が、これ人災と

も言われております、3カ年でこれを放置していた。これは天災であるが、それを政府が何も手

を打たなかったということで、餓死者が多く現れた経緯がある。その後には、1966 年より 76 年

にかけて、中国プロレタリア文化大革命に当たって北京に紅衛兵運動が起こり、中国は長い間、
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家族第一主義であったが、密告を奨励し、家族の間で憎しみや恨みを生じさせ、毛沢東が失脚し

た後に国民の間にアイデンティティー喪失の危機を生じさせ、結局頼れるのはお金だということ

になった。人口的には 1949 年 10 月、これが中華人民共和国の成立時の人口は 5億 4,167 万人で

あったが、生活の安定と改善、医療の向上によって、1969 年では人口は 8億 671 万人となった。

その後、1979 年に急増対策として、少数民族は対象外されるものの、改革開放を唱える鄧小平政

策によって一人っ子政策が導入され、その影響を受けた 1980 年代生まれの若者のことを 80 後と

言われて、中国の若者は一人っ子として親に甘やかされて育った。彼らは自由気ままで干渉され

るのが嫌いで、人づき合いも苦手で、その中国の、宅男といいます、お宅の「宅」、宅男宅女はコ

ミュニケーションが下手で、家に「こもり」がちで、そしてネットに依存しがちな人々とされて

おります。彼らは、仕事以外の時間はできるだけ家で過ごしたいと考えて、誰にも干渉されない

空間で自由な時間を楽しむほうがよいというわけで、1978 年からの改革開放の影響を受けた新世

代の若者として今注目されております。中国の沿岸部と内陸部が極めて高い格差社会であり、こ

のことは、心配な国であるということも理解していただきたい。もう一つ、農村部では馬や牛と

人手が必要で、住民票に戸籍のない男の子が多く生まれてる。その子たちは教育の機会均等に問

題があり、当然女の子も生まれているはずであるが、間引きされていたり、この世に出生してい

ない男の子もいる。現在は適齢期にパートナーができにくいということがある。そして、沿岸部

では勉強だけ一所懸命させて北京大学に入れる。しかしながら、その子供が将来なりたい仕事は、

共産党の公務員になりたい、それ以外は考慮出来ない。そこで「引きこもる」現状であり、親が

家の中で閉じ込めてしまってる。外には出ていないが悲惨な状態になってる。実際の中国という

のは外からは見られない部分が多くあって、恐らく内部も「いじめ」があるのではないかと推測

され、家の中ではその息子が親に対して「暴力的」状態になっていて、歪みが出ている。

　日本では、陰湿になっていく「いじめ」はどのような子が「いじめられる」対象者であるか、

これは、いじめの対象の特徴は、極端に「内気」、中国でも同様である。極端に「動作が緩慢」な

者が標的にされてる。そして、いじめを行うということは、些細なことで起きてる。1人をター

ゲットに絞って、もともと狙い定めて、「いじめている」。些細な事とは例えばみんなと違う格好

してたら、もう「いじめ」の対象になる。「いじめ」の方法が残忍かつ悪質になっている。そし

て、追い詰められた生徒が自殺に追い込まれるケースが目立ってきている。最近は、いじめの手

口が巧妙に経過してる。「いじめ」に遭遇しても傍観者が多いくて、手も足も出せないという状態

で、いじめの特徴は、集団で特定の個人を「いじめると」いうことである。ここが特徴である。

　ストレスとは医学的に何らかの刺激が体に与えられたことで体に生じる歪みや変調を指すが、

ストレスは適応することで、人間は成長するわけであるが、問題は過剰なストレスであり、強い

ストレスが長く続くと様々なトラブルを招くことになる。しかるに、今後の教育の中でこのスト

レスをどうマネジメントしていくか？まず 1番にストレスサインを知っておくこと。それから、

何がストレスの原因になっているかを検討する。取り除く原因があればできるだけ取り除く。結
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果、リラックス方法になります。

　今日、皆さんに解っていただきたいことがあります。中学生の「いじめ」は、現在は社会問題

になっているが、先進国文化の 1つの病でもある。現代の文明は、人間が生きていくのに必要な

「ワイルド」なものを排除し過ぎたのではないか？排除された「ワイルド」なものが爆発的に出て

くると暴力になるとされております。子供のときにもっと「ワイルド」な経験をさせることが必

要であると考えられます。日本は青少年の暴力事件は飛び抜けて少ないと言われておりますが、

「いじめ」が多いということなんです。古来から、日本は母性社会であって、若者の行動に適切な

抑止が働いてたのではないかと考えられます。母子一体感のようなものがあったのではないか。

一体感があり過ぎると今度は不登校が生じる。しかし現代社会は教育も平等感に基づく考え方が、

個性なく、みんな一緒だと思う。だから学校教育において、小人と白雪姫でも、学校現場で、王

子様が 6人出て、白雪姫 6人で、小人が 10人であったり、抑止力どころか、みんな一緒だから変

わったことしたら余計に「いじめ」の対象になりやすいということが出てきている。社会の抑止

力は急激に弱まっているので、さらに社会が急激に変わる時に大人の持ってる知識よりも若者の

ほうが優れている。したがって「古い」という言葉が強いマイナスの価値と結びついているとい

うこと。大人は「古い」と言われないようにする余りに若者に迎合し過ぎてるのではないか、大

人は自信を持って抑止することが出来るかどうかである。抑制者の無いところでは子どもの文化

と成長はありえない。「いじめ」の教育とストレスフルに対して、“ストレス・コーピング”、対処

をしなければならない。子ども時代にワイルドなものを適当に体験させることである。現在は、

親も教師も子供の行動に目を届かし過ぎて、子供の自然発生的なワイルドな学習をする機会を奪

っているのではないかと考えられる。「いじめ」を受ける児童・生徒は、極端に内気で極端に動作

が緩慢な生徒が標的にされて、その結果、日本はいじめを受けている児童・生徒を転校させると

いうことをさせている。今、急がれる教育は“いじめる側”の教育であること。予防と対策です

が、画一的な傾向からの脱出、異なる事は悪い事ではない考え方、多様な価値観を持つというこ

と、目的を持った生き方を見つけること。なお、学校や地域の問題として、子供の異年齢集団を

作ること。お互いの違いに気づく子育てをしていくこと、一人一人の生き方を大切にする子育て

が、今、急務であるのでではないかと考えております。

　本稿は2012年度帝塚山学院大学国際理解研究所主催の第15回国際理解サロンにおける講演をまとめた
ものである。


