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②言語について
次は言語についてです。下記は表出言語と受容

言語についてのグラフです。 

言語の場合、介入効果の感受期（臨界期）は
IQ の場合より早く、月齢 15 ヵ月あたりです。表
出言語と受容言語について見てみると、15 ヵ月よ
り前に引き取られた子どもたちは、15 ヵ月を過ぎ
てから引き取られた子どもたちに比べて典型的で
す。

 

発話の平均的な長さについて。これは地域社会
で育ったグループで、月齢 24 ヵ月前に引き取ら
れた子どもたちには、介入の効果があることがわ
かります。

● IQ についてのまとめ
・施設で生活している幼児には IQ の大きな遅れ

が見られる。
・（特に月齢 24 ヶ月より前に）施設から出て家庭

養育に切り替えるとIQ の遅れは緩和される。
・家庭養育の安定は、IQ の成績の重要因子で

ある。
・開始から10 年経っても、介入が IQ に効果が

あることは特筆に値する。

最後に、新しいデータです。12 歳時点のデー
タの解析がこのほど終わったところです。12
歳の時点での IQ データも同じく包括解析の方
法を使っています。黄色の棒グラフは里親養
育群の子どもたちです。グレーは無作為によ
る施設養育群の子どもたちです。

研究が始まってから11年、介入が始まって
から11年または10 年経った時点でも、まだ
介入の効果が見られます。子どもを施設から
引き取って里親養育に託せば、IQ は高くなる
のです。この言語理解と全検査 IQのスコアを、
無作為により施設に残った子どもたちのスコア
と比べてみてください。

これまでのまとめです。施設で生活している幼
児には IQ の大きな遅れが見られます。早期に施
設から引き取って里親養育にゆだねると、とりわ
け 2 歳になる前にそうすると、即座に効果が表
れるように見受けられます。しかし、家庭養育の
安定性というものが極めて重要です。そして、先
ほどお話ししたように、開始から10 年経っても、
IQ に介入の効果があることは特筆に値します。
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③脳活動（EEG）について
「ブカレスト早期介入プロジェクト」の特徴の一

つが、乳幼児や児童がまだ施設で暮らしていると
きと、その後の追跡期間に、子どもたちの脳活動

（EEG）を評価したことです。

次に、私たちは 8 歳の子どもたちの読解力を調
べました。

この緑色の棒グラフは 2 歳になる前に引き取ら
れた子どもたちで、典型的なパターンを示してい
ます。これは正規化ゼロ、ノーマルで、24 ヵ月を
過ぎてから引き取られた子どもたちは、無作為に
施設に残された子どもたちと比べて、典型的なパ
ターンを示しています。 

■脳波計による調査
頭に小さな帽子のような機械をかぶせて脳の電

気的活動を記録する脳波計を使って評価します。

結果は子どもたちにとって劇的なものでした。こ
れは、子どもたちがまだ施設で暮らしていたとき
のものです。2 種類の脳活動に注目してください。

一つはゆっくりとした脳活動で、精神遅滞に関連し
ています。もう一つは速い脳活動で、注意力や脳の成
熟に関連しています。施設で暮らしていた子どもたち
には、このゆっくりとした脳活動が多く見られました。

 

施設養育では脳活動が遅滞
 

●言語についてのまとめ
・施設で暮らしている幼児には表出言語と受容

言語に大きな遅れがある。
・月齢 24ヵ月より前に施設から引き取ると、効

果があるように思われる。そして、こうした効
果は 8 歳まで続く。
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これは 8 歳の脳活動（EEG）です。2 歳になる
前に施設から引き取られた子どもは、地域で育っ
た対照群と見分けがつきません。そして、2 歳を
過ぎてから引き取られた子どもたちは、無作為に
施設に残された子どもたちとまったく同じです。し
たがって、脳活動は施設で暮らしていることの影
響を受けると言うことができます。

地域で育った対照群の子どもたちに見られるよ
うな速い脳活動は、この子たちにはほとんど見ら
れませんでした。「施設暮らしだから」と言って、
まるで誰かが脳が本来持っているエネルギー量の
ダイアルを絞ったかのようでした。

追跡したところ、実際に介入のタイミング効果
が見られました。

■ MRI による調査

ブカレストに住んでいる子どもたちに MRI を行
ないました。MRI を使うと、様々な構造で脳の中
を見ることができます。

様々な構造を検査して、灰白質と白質に関して
神経細胞の数に差がないかどうか調べました。

上がその結果です。神経細胞が存在する灰白質
への介入による改善の効果はありませんでした。施
設で暮らした経験を持つ子どもの脳は、地域社会
で暮らしている子どもと比べて小さかったのです。

● 初期の心理社会的剥奪（乳幼児期の
社会や周囲のとの相互関係の欠如）
が脳に与える影響

施設養育後の子どもに関する初期の報告書で
は、側頭部・前頭部皮質の代謝活性の低下が
報告されている。
Tottenham et al. による調査研究では、へ
ん桃核の容積増加が報告されている。一方、
Hanson/Pollak et al. は、へん桃核の容積減
少を報告している。ただし、いずれの場合も選
択バイアスが働いたことにも留意。
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しかし、白質にはある程度の介入効果がありま
した。白質とは、脳の様々な部位を結び付ける神
経線維が走行している領域です。このように施設
に残った子どもと比較して、里親の元で暮らして
いる子どもたちは正常な子どもと同じような接続
性を示しています。

次のスライドですが、その接続性は脳梁と呼ば
れる領域に特異的なものでした。まとめますと、
灰白質、白質、そして脳梁です。

ここで興味深いのは、動物モデルを使って社会
的孤立を研究している人がいることです。これは
2012 年に Science 誌に掲載された髄鞘形成に
関する論文で、子どもたちに関して私たちが発見
したことと非常によく似た結果が発表されました。
つまり、マウスを社会的に孤立した状態にすると、
白質や精神の発達が低下するという内容です。

 
白質の減少は実は…先ほど脳活動（EEG）の差

についてお話ししましたが…脳の白質の接続性の
差と関連していて、それによって完全に説明する
ことができます。 

④メンタルヘルス問題について
次はメンタルヘルスの問題についてです。私た

ちは、メンタルヘルス問題の研究に関心があった
ので、精神医学的評価を用いました。

■メンタルヘルスの問題発生率
BEIP の対象の子どもが月齢 54 ヵ月になった

ときに養育者にルーマニア版 PAPA（Preschool 
Age Psychiatric Assessment）を実施しまし
た。PAPA は、２〜５歳児のメンタルヘルスの症
状と障害を評価する包括的かつ体系的な精神科
の聞き取り調査です。

上がその結果です。ADHD に対する介入効果
はありませんでした。黄色が里親養育群の子ども
たちです。紫色は施設にいる子どもたちです。そ
して、これが地域の子どもたちです。施設でも里
親養育でも、施設で暮らしたことがあるという経
験の結果として、ADHD の有病率が高いことが
わかります。



15

介入効果があったのは、不安などの内在化障害
です。これはとりわけ女児に顕著でした。女の子
を里親養育にゆだねると、不安障害が大幅に減少
しました。

※内在化障害：不安、気分の落ち込み、強迫症状、対
人恐怖、引きこもり等、情緒的問題として、自己の内
的な苦痛を生じる。

※外在化障害：極端な反抗、暴力、家出、反社会的行
為など。行動上の問題として他者に向けて表現する。

⑤愛着（アタッチメント）について

これが最後の分野となりますが、重要な分野です。
愛着（アタッチメント）とは、赤ちゃんと母親や、

乳児と養育者の間に関係が築かれることです。こ
れは、生まれてから最初の数年間における最も重
要な発達プロセスの一つです。ですから、言うま
でもなく、私たちはこの研究に関心を持っていま
した。

この研究には、アメリカで開発されたストレン
ジ・シチュエーション 法（Strange Situation 
Paradigm：SSP）という方法が世界中で使われ
ています。赤ちゃんが、養育者および見知らぬ大
人と交流する様子を観察するという方法です。母
親がいなくなったり、養育者がいなくなったりした
ときに、赤ちゃんが動揺するかどうか観察し、し
ばらくして母親が戻ってきたときに、赤ちゃんが落
ち着くかどうかも観察します。そして、これがそ
の結果です。私たちはこの研究を、子どもたちが
まだ施設にいる間に実施しました。

●精神疾患所見のまとめ
・全般的に、地域で育った対象群と比較して、

施設で育った子どもは、内在化障害・外在化
障害が多い。

・ただし、無作為に選択されて施設に残った子
どもと比較して、施設を出て家庭で里親に養
育されるようになった子どもは、内在化障害
が大幅に少ない。

・このことは、女児で著しい。
・外在化障害、具体的に ADHD については、

介入の効果は認められなかった。
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このような結果になりました。このように、地域
で見られる典型的なパターンと比較して、施設で
は大半の子どもが無秩序型の愛着を示したのです。
ストレンジ・シチュエーション法のビデオを、経験
豊富な愛着について分類をしている専門家に見せ
たところ、ストレンジ・シチュエーション法でこの
ような行動は見たことがないと言ってきました。

彼らは、ストレンジ・シチュエーション法での行
動を1から 5 段階で測定する新しい方法を考えま
した。5 は、この愛着システムにおいて世界中で
見られるあらゆる種類の典型的な行動です。

ここにデータがあります。地域群の子どもたち
の100％が 5 を示しています。この子どもたちは
典型的な行動を見せています。ところが、施設群
の子どもたちで 5 を示しているのは、わずか 3％
です。97％がストレンジ・シチュエーション法で
異常な種類の行動を見せています。

では、介入の効果はあったのでしょうか？
答えはイエスです。

次のグラフは、里親養育群で、これは施設の子
どもたちと地域の子どもたちです。月齢 42ヵ月で、
施設にいる子どもたちは不安定な愛着を見せてい
る一方で、里親養育群の子どもたちはほぼ 50％

ずつであり、地域の子どもたちは明らかに典型的
なパターンです。では、タイミングの効果はあっ
たのでしょうか？

 

答えは、もちろんイエスです。月齢 24ヵ月より前
に施設から引き取れば、愛着が安定する可能性はずっ
と高くなります。次のスライドをお願いします。

安定した愛着の形成には、感受期（臨界期）よ
り以前に介入すること、つまりタイミングが大切
であることがわかりました。

●愛着の流れ
５…愛着の ABCD パターン
４…行動異常を伴う愛着パターン
３…明らかに好意は持っているが受身
２…行為を持っていることがわかる
１…愛着行動が見られない

● SSP のまとめ
ベースラインで施設養育群（IG）と非施設養育
群（NIG）に大きな差。
・安定
・秩序
・介入の効果は大きいが、完全に回復はしない。
  タイミングは安定と秩序に影響する
・22 〜24ヵ月より前に開始した方が、安定する

子どもが多い。
・開始時期が早いほうが秩序のある子どもが

多い。
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■ドアの外にいる見知らぬ人への反応
最後に、もう一つデータがあります。施設に住

んでいた子どもについて家族が報告することの一
つが、見境なく好意を示すという行動です。

例えば、親が子どもを公園へ連れて行き、そこ
で子どもの手を離します。すると、子どもは他の
大人についていってしまうというのです。ついてい
くのは、以前、施設で育てられた子どもたちです。

そこで、このことについて調べました。調べる
方法として、子どもが住んでいる場所を訪問する
という方法を使いました。

見知らぬ大人がドアをノックします。養育者と
子どもがドアを開けます。すると、その見知らぬ
大人が手を差し出して、「こんにちは、こっちへい
らっしゃい」と話しかけます。子どもが見知らぬ
大人についていくかどうか、別の人が見ています。

結果のグラフから、施設で暮らしている子ども
は、見知らぬ人についていってしまう確率がはる
かに高いことがわかります。

 

里親養育群の子どもたちの中で実際に見知らぬ
人についていってしまった子どもは少なく、地域グ
ループにおいてはほとんどいませんでした。

タイミングの効果があったこともわかります。2
歳になる前に家庭養育に引き取られた子どもは、
2 歳を過ぎてから引き取られた子どもと比べて、
見境のない行動が急速に減少しています。
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３. まとめ
では、簡単にまとめたいと思います。冒頭で感

受期（臨界期）についてお話ししました。まず、
感受期（臨界期）があることがわかった領域に関
してデータをまとめました。IQ がその一つです。
そして、愛着、脳活動（EEG）。社会生活技能（ソー
シャルスキル）に関してはお話ししませんでしたが、
これについても感受期があります。そして、見境
のない行動も同様です。そしてこちら側は感受期
のない領域ですが、介入の効果はあるものです。
不安、プラスの感情、そして社会的能力（Social 
competence）です。

施設で暮らしていたことによる影響を受けない
と思われる領域は、顔処理、感情認識、そして
顔認識です。そしてこちらは、介入の影響を受け
なかった領域です。

施設で暮らしていたことによる影響を受けない
と思われる領域は、顔処理、感情認識、そして
顔認識です。そしてこちらは、介入の影響を受け
なかった領域です。また、施設養育の影響は受け
たけれど、介入による改善の影響を受けなかった
領域もあります。

ADHD についてお話ししましたね。それと、実
行機能です。両方とも、施設から引き取って里親
養育に託しても、介入の効果はありませんでした。

感受期 ( 臨界期 ) と BEIP についてですが、言
語と脳活動（EEG）のいずれも感受期があります。
認知 IQ には早い段階で感受期が訪れます。IQ
の改善には、安定した里親養育関係を保つことが
重要です。そして、早期の経験が様々な領域に影
響し、介入の影響はタイミングによって異なります。

■総体的結論について

 データを見る限り、里親養育による介入モデル
では、施設養育の負の後遺症、弊害の多くが効果
的に改善されるようです。

ただし、すべてが改善されるわけではありませ
ん。例えば、実行機能に対する効果は薄く、12 歳
時点に限られます。ADHD には効果がありません
でした。

最後に、里親養育環境に置かれた子どもでは、
脳の発達で修正されるものと、修正されないもの
があります。お話ししたように、白質の接続性は施
設から引き取られたかどうかの影響を受けますが、
灰白質の体積、神経細胞の数は影響を受けません。

●総体的結論
・発達初期に施設で育った子どもには、地域の子

どもと比較して、身体、認知力、言語、社会
性と情動、脳の発達に大きな遅れが見られる。

　今回、我々は上記障害に関係があると考えら
れる具体的認知障害と神経系の低下を解説

・データを見る限り、里親養育による介入モデル
では、施設養育の否定的後遺症の多くが効果
的に改善されるようである。

・ただし、すべてが改善されるわけではない。
例えば、実行機能に対する効果は薄く、12
歳時点に限られる。

・里親養育環境に置かれた子どもでは、脳の発
達で修正されるもの（一部の白質路など）と
修正されないもの（総灰白質、一部の白質路
など）がある。

●感受期のある項目
・IQ
・愛着（アタッチメント）
・EEG パワー
・社交術（教師の報告）
・見境のない行動

●感受期のない（ただし介入の効果はある）項目
・精神科系結果（不安）
・プラスの情動反応
・仲間関係の社会的能力

●乳幼児期の逆境による影響を
　受けないと思われる項目
・顔処理　・感情認識　・顔認識

●介入の影響を受けない項目
・外在化障害　・実行機能
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■政策展望について
冒頭で、脳は予想される環境経験に応じて発達

するとお話ししました。そして、経験、予想され
た経験が欠如すると、脳と行動の発達は阻害され
ます。ネグレクトされた状態で生活している子ど
もは、暖かさ、反応、相互的交流といったような
刺激の不足に苦しむ可能性が高くなります。子ど
もをネグレクトされている状態から脱却させるの
は早ければ早いほど良く、脳と行動の発達に良い
ことです。

最後に、私と一緒に研究に携わっている 2 人
の同僚であるチャールズ・ジーナとチャールズ・ネ
ルソンに感謝の言葉を述べたいと思います。そし
て、この研究に資金を提供してくださったマッカー
サー財団のジョン・D とキャサリン・T に御礼申し
上げます。

昨年、私たちは研究結果をまとめた本を出版
しました。タイトルは「Romania’s Abandoned 
Children（ルーマニアの見捨てられた子どもたち）」
です。このプロジェクトについて説明し、今日ここ
で皆さんにお話ししきれなかった重要な事柄を網
羅しています。本日すべてをお伝えすることはでき
ませんでしたが、少なくとも、早期の経験の重要
性と乳幼児をできるだけ早い時期に施設から引き
取ることの大切さを、皆さんに確信していただけ
たのではないかと願っています。ありがとうござ
いました。

●政策展望
・脳は予想される環境経験に応じて発達する。
予想された経験が欠如すると、脳と行動の発達

は阻害される。
・ネグレクトされた状態で生活している子ども

は、刺激（暖かさ、反応、相互的交流）の不
足に苦しむ可能性が高い。

・子どもをネグレクトされている状態から脱却さ
せるのは、早ければ早いほど、脳と行動の発
達に良い。

講演のスライドは下記 URLでもご覧いただけます。

http://happy-yurikago.net/2014/09/1515/
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（※藤林所長の発表スライドは前頁の URL にてご確認いただけます。）

指定討論として、日本の社会的養護がどのような
状況にあるのか、その状況の中で BEIP が示唆する
ものは何かということをお話させていただきます。

日本の社会的養護では 5 タイプ（里親・ファミリー
ホーム、乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期
治療施設、児童自立支援施設）に約４万人の子ども
たちが措置されています。人口１万人あたりの措置数

（0–17 歳）は約19人という数字になります。これ
は多いのでしょうか、それとも少ないのでしょうか。
2014 年の論文における諸外国の統計と比較をする
と、日本の１万人あたり約19人というのは他の国に
比べるとかなり少ない数字です。これは日本が平和
なのか、それとも必要な子どもの保護ができていな
いのかは分かりません。

続きまして、日本の３歳未満の乳幼児については、
どれくらいの子どもが施設に入所しているのかにつ
いてです。１万人あたり10.5 人となっています。国
際比較で見るとヨーロッパ諸国でも施設に入所して
いる数はだいぶ多く、１万人あたり20人、30人と
いう国が中欧・東欧諸国等にはみられますが、日本
の場合は措置される乳幼児の数が少ないので単純
に比較するのは難しいでしょう。それでも、日本で
は３歳未満の乳幼児の施設入所の割合が 91％であ
り、非常に高い数字と言えます。

日本では毎年多くの子ども（約 2,260人）が乳児
院に入退所しています。厚生労働省の統計では、乳
児院退所後に子どもたちがどうなっているかが公表
されています。2,260人の子どものうち、半数の約
1,150人は家庭に帰っていきます。家庭養護に移る
子どもは、養子縁組 60人・里親 234 人・ファミリー
ホーム18 人を合わせて 312 人、そして児童養護施
設に行く子どもが 663 人です。家庭養護に移る子ど
もよりも約 2.5 倍もの子どもが 2 歳以降も施設での
養育が継続されており、これは非常に高い割合とい
うことが分かります。ヨーロッパ諸国では施設入所
の割合が多い国でも、その後も長く施設入所が継

続されるのではなく、里親または養親のもとに移っ
ています。ごく一部の国々だけ施設入所に移る率が
高いという状況です。

さらに 0 〜2 歳頃まで乳児院に入所していて、そ
の後、施設養育に移る割合と里親・ファミリーホー
ムに移る割合の都道府県格差を表した統計について
です。地域ごとに大きな差があり、乳児院から８〜
９割というほとんどの子どもが児童養護施設に移る
県または政令市がある一方、6 〜 8 割が里親・ファ
ミリーホームに移るところもあり、この格差の大きい
ことが分かります。日本では住んでいる地域によっ
て長期施設ケアになるか、途中で家庭養護に変わる
のかという違いがあるのです。

次に施設で暮らしている期間についてみてみます。
乳児院で過ごしている期間が 1年以上となる子ども
が約半数、そのうち2 年以上過ごしている子どもが
4 分の1ほどです。2 歳前後で乳児院から児童養護
施設に移った場合、その後何年間、児童養護施設
で暮らしているのかというデータはありません。別
の統計表によりますと、２歳で児童養護施設に入所
している子どもは、児童養護施設に入所している子
ども全体の約 21％の 6000人となっています。この
ことから考えると、おそらく多くの子どもが乳児院か
ら措置変更されて何年も児童養護施設に入所してい
るということが考えられます。

以上のことから、日本の乳幼児の社会的養護の
特徴として次のことが言えると思います。

●措置される子ども（0-17歳）の割合は諸外国と
比較して少ない

●乳幼児の施設措置の割合が高い
●乳児院での入所期間が長い
●乳児院退所後に施設に措置変更される子ども

の割合が高い
●乳児院から児童養護施設へと続く長期間入所

が推測される

＜参考文献＞ ・厚生労働省（2008）「平成 19 年度児童養護施設入所児童等調査」　・厚生労働省 (2014)「社会的養護の現状について」
・Ainsworth,F. and Thoburn,J., An exploration of the differential usage of residential child care across national 

boundaries, International journal of Social Welfare. Published online 2013
・Daphne Programme – Year 2002 Mapping the number and character ist ics of children under three in 

institutions across Europe at risk of harm

指定討論：日本における乳幼児の社会的養護の現状に対してBEIPが示唆するものは？
指定討論者：福岡市こども総合相談センター所長・精神科医　藤林武史
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（藤林所長）
日本の社会的養護を EU 諸国と比較してみてみ

ますと、乳幼児においては、施設（乳児院）入所
の割合が多いということ、しかも、 乳児院退所後
に里親・養親家庭に行くよりも児童養護施設に移
行（措置変更）される子どもの割合が多いことが
非常に特徴的です。そこで、フォックス教授にい
くつかのご質問をさせていただきたいと思います。

【質問１】
BEIPの研究を拝見し、施設養育の影響は大き
いことが改めてわかりました。しかし、施設のケア
の質が高ければ、影響は少ないのでしょうか。専
門的な職員を多く配置しているとか、小規模な施
設であるというような場合です。子どもに対する影
響は変わりますか。また、質の高い施設であって
も長期間に渡ると、影響が出てくるのでしょうか。

【回答】
こうしたご質問はよくいただきます。その答え

は、調べている影響の領域次第と言えるでしょう。
ルーマニアに比べて施設の環境の質が高いと

されているイギリスやギリシャのような国々では、
ルーマニアでみられたような低い IQ スコアを持っ
た子どもたちはいません。しかし、施設での経験
に鋭敏なアセスメントでは、質の高い施設におい
てもアタッチメントに障害がみられます。実際に
子どもたちは大人や他者と適切な関係を構築する
ことに障害を持ち続けています。

我々のデータによると、子どもたちが施設から
家庭に委託される時期が早ければ早いほど、成長
と愛着の観点からみて、より良いことがわかります。

【質問２】
里親養育においてもうまくいかないことや不調と
なる子どもが多いということを耳にします。BEIP
研究において、公的な里親養育とマッカーサー里親
養育でグラフに差がありましたが、その違いでどの
ような影響があるのか教えてください。
また、質の良い里親制度を作るにはどのような点
に気をつけなくてはならないかを教えてください。

【回答】
次もよく聞かれる質問です。施設養育は素晴ら

しいものではありませんが、一方で里親養育にも
課題がありますので、改善していく必要がありま
す。米国で、デラウェア大学のマリー・ドージャー
氏は、里親養育の改善についてどのように取り組
めば良いかという研究をしました。里親のもとで
の養育の改善は、里親の家族がしっかり関わって
いることや、里親との愛着関係の強さ、また安定
した状況を確保することに関係してきます。ドー
ジャー氏の研究結果によると、こうした条件が満
たされた状況で里親のもとで暮らしている乳幼児
については、（里親間での）移動があり安定性が
不足している状況と比べて、しっかりとした愛着
を持っているということが分かります。

様々なタイプの里親養育における違いについて
はお分かりいただけましたか。本日いくつかのデー
タをご紹介しながら、（BEIP 研究のために作られ
た）マッカーサー里親養育とルーマニアの公的里
親養育の違いを見てきました。里親養育の様々な
モデルについては米国でたくさんの事例がありま
す。いかにして子どもにより良い環境をつくるかと
いう観点において、マリー・ドージャー氏、オレ
ゴン大学のフィル・フィッシャー氏の研究もそのひ
とつにあたります。

（次ページへつづく）

○質疑：藤林所長　○回答：フォックス教授

　質疑応答　
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ところで里親養育を受けた子どもの良くない転
帰を最もよく示す指標は、里親家庭から別の里親
家庭へ移動（措置変更）した回数です。移動が多
いほど、より悪い転帰がみられています。

マッカーサー里親養育プログラムには良好な影
響が認められました。このプログラムについてどん
なことが言えるでしょうか。先程少しお話しました
が、特に施設から里親家庭への移行期間において
重要なのは、一家族につき一人の子どもであるこ
と、そして少なくとも片方の親が子どもと家庭にい
るということです。ソーシャルワーカーたちや我々
は、里親が何をすべきで、またはすべきではない
のか、というマニュアルを持っていませんでした。
しかし、我々は里親に対して、里子をわが子のよ
うに想い、愛するようにということを伝えました。

質の高い里親制度を実現するためには、我々は
何を心にとどめておくべきでしょうか。特に愛着に
関しては里親研修を繰り返し行うことにつきます。
ある里親家庭から別の家庭に移動（措置変更）す
ることを回避すること、そして、里親が子どもに
しっかり心理的関わりを持つということです。

【質問３】
日本の社会的養護は大きな変革期を迎えてお
り、家庭養育を進めていこうとする途上にありま
す。しかしながら、今回のご発表のような研究が
少ない中で進めつつあります。このようなエビデ
ンスベースの研究を、今後、日本においても進め
ていく意義についてお聞かせください。

【回答】
日本で BEIP のような比較研究はできるので

しょうか。それに関する私の答えとしては、可能
だろうというものです。課題の一つとして、政策
立案者は他の文脈や他国で起こった結果につい
て何度も聞いているものの、彼らは彼ら自身、自
国でそのような結果を見たいと思っているのです。
問題は BEIP のような介入調査が日本においても
意味をなすかということであり、その点について
は皆さんしかお答えできません。

日本の代替ケアに関する政策変更において、研
究に基づいた明確な根拠を集める意義は何でしょ
う。私の答えがお分かりですか。これは、皆様方
ご自身が答えなくてはならないものです。この分
野に従事する方々ご自身が、政策に影響を与える
にはどのような方法があるのか、そしてどのよう
な根拠を集めることが政策立案者に影響を与える
のか、ということについて答えていかなければな
らないということです。

私は科学的な証拠を提供することはできます
が、みなさんがその知識を伝え、政策立案者とと
もに取り組んでいく必要があるのです。本日はあ
りがとうございました。
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ボウルヴィが 1951年に施設養育における乳幼児
への影響に関するWHO 報告を出してから、海外で
は多くのエビデンスが報告されており 1、これらの研
究が「国連子どもの代替養育に関するガイドライン」
における「幼い児童、特に 3 歳未満の児童の代替的
養護は家庭を基本とした環境で提供されるべきであ
る」という表記につながったといわれています。

しかし、日本語で読める文献が意外に少なく、自
分自身が苦労した思いから 2、2014 年 9 月の子ど
も虐待防止世界会議 名古屋で、このブカレスト早期
介入計画（BEIP）を紹介したいと考え、日本財団の
スポンサードセッションとして企画しました。

企画はしたものの、なかなか講演者が決まらず、
途中でやめておけば良かったと思ったこともありまし
たが、結果としてフォックス教授に来日いただくこと
ができ、こうして報告書をまとめることができたこ
とを大変嬉しく思っております。また、現在、上鹿
渡和宏先生のご協力で『Romania’s Abandoned 
Children』3 の翻訳の企画も進んでいます。

2014 年11月にフォックス教授の招きで、ルーマ
ニアを訪問する機会を得ました。BEIP 研究の舞台と
なったセント・キャサリンという施設は、研究が始まっ
た当時、3 歳未満の子どもが 1,000人いたそうです。

ルーマニアは、チャウシェスク政権崩壊後、国際
社会、特に EU からの圧力で急速に脱施設化がすす
みました。今ではセント・キャサリンにも子どもは一
人もいなくなり、ブカレスト市の児童相談所とBEIP

の現地チームが使用
しています。当時の
施設の多くは解体さ
れ、現在では保育園
などになっていると
のことでした。ルー
マニアでは 2005 年

には「2 歳未満」の子どもの施設養育を禁止する法
律が成立していましたが、2014 年 9 月にこれが「3
歳未満」に改正されたそうです。

BEIP はルーマニアの研究であり、もちろん日本と
は事情は大きく異なります。藤林先生の質問とフォッ
クス教授の答えにあるように、日本において、施設
で暮らすことは、子どもたちにとってどのような影響
があるのか。その答えを出すためには、日本での実
証的研究が必要になるでしょう。しかし、国連人権
高等弁務官事務所（OHCHR）とユニセフが「3 歳
以下の子どもの施設養育を終わらせよう」と行動喚
起をしていることからも 4、特に乳幼児は家庭で暮
らすべきという考えはすでに世界の潮流と言えます。
日本では、0 歳から 3 歳までの子どもが乳児院で
3,000人生活していますが、今後、この分野での議
論が進むことを期待しています。

最後になりましたが、突然の指定討論のお願いを快
く引き受けてくださった藤林武史所長、翻訳のアドバ
イスをくださった上鹿渡和宏先生、そしてJASPCAN
事務局の皆様に心より御礼を申し上げます。

日本財団　福祉特別事業チームリーダー
高橋恵里子

2015 年 3 月

　結びにかえて　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1. 海外での乳幼児の施設養育の影響に関する研究の歴史と経緯については上鹿度和宏「英国・欧州における社会的養護に関する実証的研究
の変遷と実践への影響」『長野大学紀要』34(2)、2012 年に詳しい。

2. 例えばラター他、上鹿度和宏訳『イギリス・ルーマニア養子研究から社会的養護への示唆』、ネルソン・フォックス・ジーナ「チャウシェスク
の子どもたち - 育児環境と発達障害 -」『日経サイエンス 2013 年 8 月号』などがあります。

3. Charles A. Nelson, Nathan A. Fox & Charles H. Zeanah, Romania's Abandoned Children : Deprivation, Brain 
Development, and the Struggle for Recovery., Harvard University Press, 2014

4. OHCHR/UNICEF , End placing children under three years in institutions: A call to action, 2011

BEIP の舞台となったセント・キャサリン

BEIP チームの 3 人の教授達と
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