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A hypothesis of the five stages to psychological weaning
Yoshiyuki Ochiai (1lestitute of Psycholgy. Uleiversity of Tsukuba 305. Japal4 )

A parents‑child relationship can be classified five patterns according to psychological dis‑

tance between parents and child. The characteristics of each pattern were examined. Based on the
class‑ification and the examination of five patterns, a hypothesis on the process of psychological

weaning was drawn.
(1) The five patterns are as follows.

OThe first pattern is the parents‑child relationship in which parents hold the child in their
reaches.
( )The second pattern is the relationship in which parents keep the child within their sight and

guard the child from harm.
)The third is the relationship in which parents just wish their child beyond their sight safety

growth.
OThe fourth is the relationship in which parents keep the greatest distance from the child and
tryto break off the connection with the child.
( )The fifth is the relationship in which a child becomes a parent as a child is still a child,

while parents become a child as they still are parents.
(2) Psychological weaning progresses in the order mentioned above. In other words, the first pat‑
tern is the first stage and the fifth pattern is the fifith stage.

(3) The fifth stage is the completion of the psychological weaning, that is, a child is a ch･ildand

simultaneously becomes a parent in psycholgical means.
Key words: psychological weaning, five patterns, parents‑child relation.
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・（3）目の届かない所に行ってしまう子どもの成長

を，親が遠くで念じている親子関係
（4）親子が手を切り，親子間の距離を大きくとる
親子関係
（5）子は子でありながら親になり，親は親であり
ながら子になる親子関係

この5段階の親子関係は，子どもの成長とともに
順に変化していくと考えられる．つまり，これは，
親子関係の5段階を表していると考えられる．以下，

順次，各段階の親子関係について検討していくこと
にする．その際，まず＜a〉として，各段階の親子
関係の概略を説明する．次に，親子関係については，
いろいろな物語があり，各段階の親子関係を象徴す
るような物語が存在している．そこで，〈b〉として，

各段階を表すシンボリックな物語を紹介し，その物
語について，親子関係の面から，心理学的な解釈を
する．さらに，＜C〉として，各段階で，親・子それ
ぞれが，どんな関係を持っているのかを，できるだ
け父子関係，母子関係に分けて記述することにする．

ここでの，父・母というのは，実際の父母のこと
もあるが，主に心理的な意味での父性・母性をさし

ている1したがって，実際の父親が，母性を発揮し
ている場合もある．また逆に，母親が父性を発揮し
ている場合もある．特に，現代の日本では，父親が
企業人間になり，物理的にも，精神的にも，家庭不
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け，乳を与えられる．それがないと，身体的によく
育たないだけではなく，心理面でも，ホスピタリズ
ムなどに見られる障害を起こすことが知られてい
る．

この時期には，子どもは話せないので，顔色や泣
き声で欲求を知らせる．それによって，子どもの状
態がすべてわかる親がいい親である、赤ちゃんの方
から見れば，泣けば，すべての欲求を満たしてくれ
る魔法使いがやってくるということになる．子ども
は，泣くことによって，欲求を満たしてくれる魔法
使いを動かすことができるのである．一方，親は魔
法使いになって，子どもの欲求を何でも満たしてや
ろうとする．

〈b〉心理的離乳に関わるこの親子関係の状態を
よく表している物語として，まず「ヘンデルとグレー

テル」があげられる．この話は，ドイッの大飢饅に
あった親が，子どもをこのまま一家に置いていても，

餓死ずるのを目の前で見るだけだと思い，兄と妹の

二人の子供を捨てるという物語である．森の中に捨
てることが計画され，捨てられた子どもたちは，お
菓子の家に辿り着く．

ここでは，次のように父性，母性の特徴を考えてい

この大飢饅の時に，賛沢なお菓子でできている家
である．魔法使いのお婆さんの家である．この魔法
使いは，母親の望んでいた姿でもある．つまり，子
どもにふんだんに食べさせてやりたいという親心の
現れであると考えられる．子を養えずに，子を捨て
た親が描く理想の姿である．子どもたちも，また，
自分の欲求をすべて満たしてくれる親を望んでいた
であろう．しかも，子どもたちは，この家にいる限
り，働かなくてもよいのである．魔法使いのおばあ
さんは，子どもが好きで好きでしょうがない．いつ
までも，自分の所に置いておきたいと願う．そのた
めに，子どもを食べて，自分のお腹に入れてしまお

くことにする．母性は養うことを基本的機能として，

うとする．

ウチ（内）一たとえば家一の中で生きていく上で発揮

このおばあさんは，子どものすべての欲求を満た
して養ってやりたいと思っている．これらは，すべ
て母親がしてやりたくてできなかったことである．
しかし，魔法使いに食べられ取り込まれてしまって
は，子どもは死んでしまう．子供たちは，おばあさ
んの手中に置かれ，自分たちが殺されてしまうこと
を避けようとする．そのため，魔法使いのおばあさ
んを殺して，そこから逃れる．子どもの面倒をよく
みて，子どもの状態をその顔色や泣き声で察し何で
もしてやろうとする親は，子どもが成長すると，そ

在である場合が多くみられる．そのような場合には，

母親が母親役と父親役の二役をやっており，父性，

母性の両方を実現している例を見ることができるI
父性，母性とは，言葉では分けられるが，実際に
は，定義を明確にすることは難しい．父親がやって
いることを基礎づけている心性が父性だと言って
も，何が父親のすることかは一定ではない．そこで，

されるもので，相互の共生的な関係を成立させる．
この母性がよく．機能すれば，人を生育させるが，悪
くはたらくと死を招くことになる．また，父性とは，

切断を基本的な機能として，決断・区別などに関わ
る．ソト（外）一たとえば社会一の中で生きていくの
に必要とされるもので，契約関係を成立させる．父
性は，よく機能すれば建設を，悪く機能すれば破壊
をもたらすものである．

第1段階 一子どもを抱え込む親一
〈a〉子どもが生まれると，親は，その子を抱い
て育てる．もし，親が抱いて育てないと，その子は
たぶん育たない．子どもは，抱かれてぬくもりを受

の成長を阻む者として，子どもに煙たがられ，殺さ
れてしまうのである、

親側から見れば，何でも子どものことを知ってい
て，子どもの欲求を満たしてやれる親はいい親であ
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る．子どもが成長すると，このよい親がそのまま，

悲しむのである．

子どもを成長させない親になってしまうのである．
大学生などにも，この段階の親子関係は見られる．

この段階の親の本質的な特徴は，子どもを親の手
中に置き，養おうとすることである．一方，子ども
は，その手の中で，魔法を信じながら育っていくの

初めて下宿して，生活費が足りなくなると，親に家
に電話して，「金がない，送れ」と言う．すると，
すぐ金が送られてくる．この大学生は，年齢的には
すでに幼児ではないが，まだ魔法を信じているので
ある．電話は魔法使いを動かすサインであり，魔法
のランプなのである．

〈C〉母子関係についてみると，母親は，子ども
を自分の手の届く範囲に置き，子どものすべてを知

り尽くし，子どもを養育しようとする．子どもの欲
求を，できる限り満たしてやろうとする．一方，子
どもは，欲求があれば，魔法使いを動かすサインを
出す．すると，何でも願いはかなうのである．しか
し，これは，魔法を使う親にとらわれている状態で
もある．別の例として，「火」をあげることができる．

である．

第2段階 一子どもを守る親一
〈a〉3歳から5歳になると，子どもは親の膝の
上にずっとのっているということはなくなる．その
時，子どもを抱え込み続けようとする親は，子ども
の成長を止める親になってしまう．もっと幼かった
時には，よい親であったのに，子どもが成長すると
そのよい親が，悪い親に変わってしまうのである．
幼児を持つ大抵の親は，子どもと一緒に砂場や公園
に行く．子どもが危険に逢わないようた，親は自分

の目の届く範囲に子どもを置いて，子どもを危険か
ら守っているのである．

火は，人間の文明を建設してきた基本をなすもので
ある．有益なもので，文明の母といってもよいもの
である．しかし，この火は，いったん使い方を誤る
と；すべてを飲み込みなめ尽くし，破壊してしまう
ものである．こう考えてくると，火もまた子を抱え

守る親が子供にとって良い親であるのは，小学生
の頃が頂点である．この時期の子どもは学ぶ，つま
りまねぶ，まねをする．子どもは，親あるいは教師
をモデルにして，学ぶのである．学ぶことは，親や
教師が意識的に指導したり，教えたことばかりでは
ない．背中を見てということもある．この段階では，

・込み，飲み込んでしまう親であると言える．

子どもに安らぎを十分に与えることができる家庭や

父子関係についてみると，父親も子どもを養い，
子どもの欲求を満たしてやろうとするものである．
しかし，父性という心性を取り出してみると，その

親子関係が望まれる．

機能には，「決すること」という点があげられる．「排

泄はトイレでする」というトイレットトレーニング
を受けることによって，人は社会生活ができるよう
になる、そこで，それを身につけさせようとする．
その力は強力で，子どもは大人が巨人に見える．子
どもがこの力の大きさを感じとると，魔法を信じる
ようになるとともに，巨人に怯えるようにもなる．
ジャックと豆の木では，ジャックは，雲の上の国で
大男に会い，その魔法を見せられる．彼は，その国
から宝物を盗んでは，実生活の足しにする1ジャッ
クはこのようにして欲求を満たしているが，同時に
大男を恐れてもいる．ジャックの家には，父親は亡
くなっていていない．この大男は，父の幻の姿でも
ある．そのジャックは，魔法を信じている子どもで
ある．唯一の財産である牛を魔法の豆だと言われる
だけで，大喜びで取り替える子どもである．魔法を
信じる子どもの例としては，サンタクロースを信じ
ている子をあげることもできる．子どもたちは，少
し大きくなると，サンタクロースはいないことには
気づくが，サンタクロースが自分の所に来てくれる
のを待っている．サンタクロースはいないと言いな
がら，朝，プレゼントが届いていないと，心底から

＜b〉子どもを危険から守る親をよく表している
物語としては，眠れる森の美女として，ティズニー
によって描かれ紹介された「眠り姫」の話をあげる
ことができる．

仲のいい王と王妃がいた．まだ子どもがなかった
ので，子どもを」願っていた．ある日，お告げがあり，

その予言どおり，女の子が生まれる．待ち望んでい
た子であったので，誕生の大きな祝宴が開かれた．
国内や近隣の王族などいろいろな人が，祝宴に招か
れた1その中に，その国に住む妖精がいた．妖精は，
13人いたが，そのうちの12人しか招待されなかった．
祝宴に来た者は，祝いの品を持ってきた．妖精たち
もお祝いの品を持ってきた．ただし，人間とは，一
味違う贈り物であった．それは，優しさ，美しさ，
賢さといったものであった．1！人目の妖精が贈り物
をしたとき，招待されなかった妖精フェスティバー
がやってくる．彼女は，何百年も前から，この姫の
誕生を知っており，贈り物も用意していたのに招待
されなかったのである．彼女はその怨みを込めて，
この姫は，「16歳になった時，紡錘（つむ）に刺さっ

て那ぬ」という贈り物をする。王たちは，これを取
り消してくれるように頼むが，それはかなわない．
招待されていたユ2人目の妖精が，同等の力を持つ妖
精なので，フェスティバーの呪わしい贈り物を，取
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り消すことはできないが変更することはできると言
う．そして，姫は16歳で死ぬのではなく，百年とい
う長い眠りにつき，姫を心から愛する人が現れるこ
とによって，その眠りから醒めるとの贈り物をする．

この妖精たちの贈り物は，生れつき持っている宿
命，心理学的に言えば，素質というようなものと考
えられる．父王は，それでも心配で，国中の紡錘を
焼き捨てるように命令し，紡錘を国中からなくす．
子どもを危険から守ろうとする親を，この王に見る

第17号

も，心配な大人たちは，歩道橋を通学路に作ったり
する．この歩道橋も，子どもを危険から守る親が姿
を変えたものと言える．父性的な面からみると，こ
の守られている子どもたちは，特に小学生くらいま
でを考えるとわかるように，親や教師の言うことを
よく聞き，身近な大人をモデルとして，正面から見
てその真似をしようとする．そこでは，親はモデル
を演じることになる．

抱え込んで子供を育てる第1段階から，この第2

ことができる．そのお陰で，姫は16まで無事に育つ．

段階への移行期にみられるのが，第1反抗期である．

16歳になった日，父母が出かけ，娘一人になる．彼

子どもは，守られる子としての親子関係を持つよう

女は，王宮の片隅に入ったことのない塔を見つける．

になる第2段階では，まだすべての欲求を満たして
くれる子どもを抱え込んで育てる魔法使いとしての
親を望んでいる．しかし，それは窮屈であり，親の

好奇心に誘われて，その中に入る．そこで彼女は，

糸紡ぎをしているおばあさんを見つけ，糸紡ぎをさ
せてもらう．糸を紡いだとたん，紡錘が姫に刺さり，
血を流して倒れてしまう．姫は眠りにつく．そして，

姫から発する眠気は，城の中をめぐり，城中が眠っ
てしまう．その上，いばらが城をすっぽり包む．長
い年月のあと，城の中には美しい姫が眠っていると
いう伝説が語られるようになる．いろいろな若者が
いばらの城に出かけるが，いばらに遮られ，姫の所
までは行き着かない．百年目に王子が通りかかり，
城に入って行く．時を得ているので，姫の所まで行
き着く．そして姫のあまりの美しさに，彼女にキス
をする．すると，姫は目を醒ます．そして，城中の
眠気も消えていく．姫は王子を父と母に会わせ，め
でたく結婚するという話である．

この物語には，子どもにとって，危険と思われる
ものから，子どもを守る親の姿が丁寧に描かれてい
る、紡錘をすべてなくして守る親，さらに，紡錘に
刺さってからも，姫を守るいばらなどである．16に
なり，病気でもないのに，血を流す．これは，初潮
とみなすこともできる．つまり，第二次性徴を迎え
て，思春期に入った子どもに，やたらに男が近寄ら
ないように，いばらで守るのである．日本流に言え
ば，子どもに虫がつかないように守るのである．

〈C〉守られている子どもは，その保護の中で，
やすらぎを感じて生活する．つまり，親は「保護者」

になるのである．この守りは，その中で，快く過ご
しているうちは，役に立つ有難いものだが，子ども
は成長するにしたがって，その守りは，窮屈なもの
と感じるようにもなる．鎧は体を守るが，窮層でも
ある．子どもは，管理されているようにも感じ始め
るのである．学校は，普通，塀や柵で囲まれている．

母校というくらいだから，母性豊かに子どもを育て
る場である．学校に入ると，すぐに行われるのが，
交通安全教室である．これもまた，子どもを車とい
う危険から守ろうとする親心の現れである．それで

目の届く範囲のもっと広い所で自由に活動したいと
思うようにもなる．この手の中にいることによる安
らぎと窮屈さ，それともっと広い目の届く範囲での
自由さと不安の間のバランスをとることは，子ども
にとっては難しいことである．また親の方も，今ま
でのように何でもしてやりたいし，それではやり過
ぎのようにも感じ，どうしたらよいか迷うようにな
る．このように，子どもは，親にすべての欲求を満
たしてくれるように望みながら，同時に一方では，
白分の自由さを主張する．この時期が第一反抗期で
あると考えられる、

第3段階

一子どもの成長を遠くにあって念じ

る親一

〈a〉青年期に入ると，内省力が増し，自分の中
に世界があることを発見する．いわゆる自我のめざ
めである．その後，自分ばかりではなく，他の人の
中にもそれぞれの世界があることに気づくようにな
る．そして，親も子には知らせない秘密の世界をもっ

ていることを，青年は知りはじめるのである．その
頃にみられるのが，青年の長電話である．電話は当
該者以外には誰にも聞こえないし，外から干渉され
ることも少ない道具である．しかも，戸外にいるよ
り安全で，寒くも暑くもない．その上，電話代は親
持ちで金もかからない、電話を使うと，家の中で親
に守られながら，家の人からは遠い世界にいられる．

青年期に入り，「守られる子」から「親が成長を念
じる子」へ変化する頃には，こんなに都合の良い道
具は他にはないであろう．さらに，大学生になる頃
には，親と離れて下宿したいと思う者が多くでてく
る．親との心理的・物理的距離を大きくとり，親の
目の届かない世界で生活したいのである．しかし，
青年は，親から遠く離れれば，それでよしとして安
定するのかというと，そうではない．親には，困っ
たときには相談にのって欲しい，遠くにあっても自

落合良行：心理的離乳への5段階過程仮説

分のことは忘れないでもらいたいと，青年は願って
いる．つまり，遠くにあって自分の成長を念じてい
てくれる親を，青年は望んでいるのである．
困った時には，親に電話をして話をきいてもらう．
金がなくなったら，電話して送金してもらう．逆に
楽しく充実した生活をしているときには，夏休みに
も家にほとんど帰らない．親にしてみれば，高い学
費を出しているのに，子どもはまったく勝手だと思
う．青年は，自分自身に多くの関心を向けている．
そのため，親の気持ちまで配慮できる状態にはなっ
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が無事に成長してくれることを念じて，涙で目が開
かなくなっていた．この時厨子王が，お守りにして
いた仏像を母の目にあてると，母の目が開き，その
後，母と幸せに暮らしたというのである．
厨子王たちと遠く離れてしまった母親は，子ども
の無事な成長を念じていたのである．青年期を迎え

た厨子王は，親には見えない世界を生きていたので
ある．その間，親はひたすら子の無事を念じていた
のである．これは，第3段階の親子関係の姿である．

鴎外の「山槻大夫」である．陸奥の国の橡（3等官）

因みに，鴎外の親子関係は，第1段階の子を抱え込
む母親や祖母との関係であったようである．舞姫に
描かれた悲劇も，そこから生じたとも言える．鴎外
にとっては，この話が，自分の理想とした親子関係

であった父をもつ厨子王の物語である1一人姉があ

であったのではないだろうか．

り，安寿という．貴族として幸せな生活をしていた．

〈C〉この段階の親子は，遠くにあってつながっ
ている．遠くにただ離れているのではない．遠くに
あるからこそ，不安を感じ，心を遣っているのであ

ていない．

＜b〉この段階の親子関係を表しているのが，森

ある日，父が汚職に関わったとして，京に取り調べ
のため呼出され，そのまま罪人になってしまう．任
国の母子は，住まいを失い，母の実家に身を寄せる．
そこで，厨子王が少し大きくなって，自分の物を背
負って旅立てるまで待つ．時至り，母子は供の女と

る．そして，青年期を迎えた子どもは，自分の内面
の世界をもち，自分の理想を描き，希望とともに不

4人で出かける．抱え込まれ・養われていた世界か
らの旅立ちである．世間に慣れていないため，人買
いにあい，親子は生き別れとなる．丹後の山槻大夫

安を感じながら，親元をはなれていくのである．こ
の親から離れる旅は，家出とは違い，成長してまた
家に帰ってくる可能性を残した旅である．言ってみ
れば，帰ってくることを予想した旅である．しかも，

の奴女卑となり，子どもたちは自分で生活することを

子どもは親には，自分のことを忘れて欲しくはない，

学ばせられる．姉は弟よりはものを考える力がある．

自分の無事な成長を念じていて欲しいと思っている
のである．この段階での父性のはたらきは，子ども
にはまだできない「遠くを見る力」を発揮して，子
どもを方向づけ，展望を与えることにあるのではな

彼女は，このままでは二人とも飼い殺しになってし
まい，父の下には行けないと考え，自分が犠牲にな
り弟を逃がす．姉の言った通りにした厨子王は，国
分寺に逃げ込み，そこでしばらく守ってもらい仏道
を学ぶ．しばらくして，奈良の本山に行く和尚に同
行して，京まで旅をする．京で和尚と別れた厨子王
は，清水寺に泊まる．そこには，多くの願をかけに
来た人たちがお籠もりしていた．その中に，時の関
白師実がいた．師実は，満願の日にあたっていた．
彼の夢枕に本尊の観音が立ち，そばに寝ている厨子
王を家に連れて帰り大事に育てれば，願はかなうと
のお告げを受ける．目覚めたところ，夢の中の子と
同じ子がいるので，屋敷に連れて帰る．身の上話を
聞き，さっそく父の行方を調べてみる．父は筑紫に
流され既に死亡していた．そこで，厨子王は，師実
の家で育てれる．やがて成人し，任国を丹後にもら
う．姉を捜すとともに山淑大夫の奴碑を解放するた

めに出かける．姉の行方は結局わからなかっ仁そ
の後，母を捜しにいく．いろいろ捜した末，佐渡の
農家で，穀物を干している所に来る鳥を追っている
盲の老婆の傍を通る．その老婆が，「厨子王恋しや
ほうやれほ」と唄っているのを聞き，母と知り，母
との再会を果たす．しかし，母は既に子を思い，子

いだろうか．

第2段階の「子どもを危険から守る親との関係」
から，この第3段階の「子どもの成長を念じる親と
の関係」に移行する際にみられるのが，第2反抗期
であろう．親は，まだ子どもは一人立ちできないと
思っている．そのため，子どもが危険にさらされな
いようにと配慮し，子どもに手や口を出す．一方子
どもの方は，自分の考えているようにやってみたい．

でも不安であり心配でもある．まだ白分一人だけで
生きていく白信はない．その上，自我にめざめ感受
性も高く敏感である．そんな不安定な力動的な状況
で，心のバランスをとろうとしているのが，この時
期の子どもである．自分に白信がないだけに，自分
に自信をもちたいと願う．そんな時，まわりの者，
とくに親に支えてもらいたいと思う．ズカズカ入り
込まれては自分が壊れてしまうので，そうはして欲
しくない．遠くから，自分の状況を察して支えて欲
しいと，青年は願うのである．しかし，この願い通
りにはいかない．親は心配のあまり口を出す．する
と，心配してくれているのはわかっているが，怒鳴
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り返すといったことが起こるのである．

第4段階 一子どもと手を切る親一
〈a〉子どもと親の距離を指標に親子関係を類型
化してきたが，最も距離をとるのが，「手を切る，
縁を切るという親子関係」である．例として，親の
意にそわない人と結婚したいと言い張り，親がそれ
をどうしても認めないという親子関係をあげてみよ
う1子どもは自分の意志で結婚できる年齢であるの
で，親は結婚をやめさせることはできない、そこで，

結婚を親としては認めない，勘当だということにな
り，子どもが家を出ていく．親が子どもと手を切る，

縁を切るということになる．これが，親子関係の中
で，最も距離をおいた「手を切る」という親子関係
である．

〈b〉子どもと手を切る親子関係についての物語
としては，「手なし娘」という話が最も良いと思わ
れる．そこで少し長い話だが，そのあらすじを紹介
する．

若い夫婦と娘の3人の仲の良い家族があった．幸
せであったが，子どもが4歳の時，母が死に，やが
て継母がやってくる．若い継母は，望まれて嫁いで
きたのであり，自分が全面的に愛されると思ってい
た．ところが，嫁いでみると，連れ子がいて，夫は
自分と同じように，子どもを愛している．継母は，
自分への愛が半分に減ってしまったように感じる．
そこで，子どもを追い出すことを考える．しかし，
娘の大失敗というような口実がなければ，追い出せ
ない．娘もそんな失敗はしない．そうこうするうち
に，娘は16歳になった．娘は美しくなり，ますます
可愛がられる．一方，継母は，容色も衰え始める．
そこで，夫に，娘も大きくなって一人で暮らせる年
頃であるから，娘を出すか，自分が出ていくかのど
ちらかを選んでくれと迫る．夫は悩んだ末，子ども
を家から出すことにする．娘には，祭りに連れていっ
てやると言って，朝早く家を発った．山の中で昼食
になり，泉の湧いているところで，弁当をとること
にする．食事の後，気分の緩んだ頃を見計らって，
父は，護身用に持ってきた山刀で，娘の手を切り，
そのまま家へ帰ってしまう．娘は，父の後を大量の
出血と痛みの中追いかけるが，父は振り返らない．
聡明な娘は，このまま家に帰っても，自分の居場所
がなくなっていることを悟る．そのまま清水で傷を
癒し，行くあてなく山の中で暮らすことにする．幾
日かして，若者が狩りにやってくる．娘を見つけて，

化物かと思うが，矢を射かける前に声をかけてみる
と，娘が事情を話す．同情した若者は，すぐ家につ
れて帰る．若者はこの辺りの長者で，父はなく，母
と子で暮らしていた．その母親は，娘を哀れに思い，

第17号

家においてやることにする．しばらくして，息子か
ら母親に，あの手のない娘と結婚したいとの話があ
る．母親もよい娘なので，嫁にしたいと思っていた
ので，喜んで同意する．この話は娘にすぐ伝えられ
る．娘は遠慮しながらも，結婚を承諾する．結婚後，

子が宿るが，生まれる前に，若旦那は，殿様のお供
で江戸に出ることになる．彼は，妻のことが気がか
りで，母親によく頼んで出ていく．やがて，月満ち
て，子どもが生まれる．母親はすぐ手紙を書き，飛
脚を立てる．その飛脚は，江戸に行く途中喉が渇い
て水をもらうために，一ヶ所だけ寄り道をする．そ
こは手のない娘の実家であった．その後，飛脚は，
若旦那に手紙を急いで届ける．若旦那は，自分が帰
るまで，母親に子と妻の面倒をよくみてくれと返信
を書く．帰りにも，飛脚は同じ家に立ち寄る．休ん
でいる間に，その家の奥さん，つまり継母が，「嫁
と子どもを追い出せ，さもないと自分は家には帰ら
ない」という内容の手紙に差し替えてしまう．そう
とは知らない飛脚は，その手紙を長者の家に届ける．

その手紙を見て，母親は白分の裁量で，嫁には手紙
の内容を伝えず自分の中に秘めておく．やがて殿様
は帰国するが，その折，若旦那は密命を受けてもう・
少し江戸に留まる．母親はなかなか息子が帰ってこ
ないので，心配になる．ついに思い余って，ある日
息子からの手紙を嫁に見せる．嫁は，親に捨てられ，

野垂れ死ぬところを救ってもらい嫁にまでしても
らったのに，何の恩返しもできないまま今日に至っ
ていると思っていた．若旦那が気にいった別の人が
出てき一たのだろうから，自分はこの家を出ていくの

が，せめてもの恩返しだと考え，家を出ていくこと
にする．母親も嫁と孫を留めておきたいが，息子も
失いたくない．嫁と孫が出ていくのを，止めたいが
止められない．姑は，嫁が自分で子どもをおぶるこ
ともできないので，孫を背負わせてやる．手のない
嫁は，行くあてもないので，元居た森に行きそこで
暮す．喉が渇き，屈んで泉の水を飲もうとすると，

子どもが背中からずり落ちそうになる．それを思わ
ず，ない手で押さえようとする．すると，手がはえ
ている．手ははえたものの，行くあてはないので，
ここに留まっている．一方，若旦那の方は，密命を
果たしたので，気になっていた家へ急いで帰ってみ
る．そこで，しばらく母親とごたごたがあるが，結
局手紙のすり替えがあったことに気づき，すぐに嫁
と子どもを捜しに出かける．森の入り口で子を背
負った女に会う．白分の嫁に似ているが，手がある
ので別人かとも思うが，声をかけてみる．すると，

自分の妻である．すぐにつれて帰り，再祝言をあげ
て，そのあと幸せに暮らしたというのである．
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この話で印象的なのは，何といっても，娘の手を
切る父親，そして手を切られた娘の光景であろう．

をおきて誰によるべぞ．よく整えし己れこそまこと
得難きよるべなり」という句がみえる．しかし，「自

手を切るとは，手切れ金などでわかるように，縁を
切ることである．父は娘とそこで縁を切ったのであ

分が頼りがいのあるしっかりした者だ」と思ってい
る人は少ない．特別に自惚れが強く，自信の強いご
く少数の人を除いて，誰もが自分は頼りない者だと
思っている．一方で，最後には自分を頼るしかない
のだということにも気づいている．しかも，自分は
頼りない，そういう頼りない白分を頼るしかないの
が自分であり，人間である．誰もが頼りないからこ
そ，人と関わりあっていくと考えられる．この考え
を体現できるようになったとき，深い意味での人間
関係が成立するのである．親子関係もまた，頼りな
い者同士の関わりである．親もまた自分と同じ人間
であることを知った青年は，自分と向じように，親

る．

くC〉手を切られた子どもは，かつてやさしく育
ててくれた親に代わる別の人を求める．そんな時現
れる理想の人が，この長者の親子である．しかし，
それは，もっと厳しい別れのはじまりでもあった．
つまり， 頼りにしていた人から手を切られた苦しい
時に，救いとなり希望を与えてくれた人との別れで
ある．手を切られた人の半分は，またかつてのよう
な安らぎを与えてくれる人と，いつか出会えるので
はないかという期待や希望をもとうとする．そして，

その期待や希望をかなえてくれる人に出会えたと思
えることがあれば，幸運といえよう．しかし，この
期待を満たしてくれた人（この話では，長者の親子）
と別れなくてはならない事態になると，それは，救
いようのない状態に落込むのである．つまり，手を
切られた子どもは，当初家なき子となるが，良い人
と出会うことによって，さらに救いようのない深い
孤独感に陥っていくのである．その原因の］つとし
ては，白分の期待にあわせた幻の像をみていること
が考えられる．こういう経験をした人は，人との深
い関係をもたなくなり，自分だけの「森の世界」に
閉じこもってしまうのである．手を切られた激しい
痛みや深刻な孤独感を感じた人は，白分には人と関
係をもつ手がなくなってしまったとか，手をもちた
くないとか，手を出したくないという心理を，どこ
かではたらかせているのではないだろうか．つまり，

手をもっていると思いたくないという気持ちが，ど
こかにあるのはないだろか．しかし，何かの機会に
「思わず」ないと思っていた手を出してしまうこと

がある．その時，人との関係がまた始まるのであ
る．

第5段階

一対等な親子関係一
（心理的に離乳した状態）
〈a〉心理的に離乳するとは，子どもが親から離れ，
一人前になることであり，一人前になるとは，自立
することだと考えられる．自立とは，自ら立つこと
である．自らをより所として立つことである．「自由」

という語がある．これは，明治時代に付けた
freedomの訳語のように思われているが，それ以
前からあった仏教語であり，自らに由ると読まれて
いた、「自らに由る」つまり，自分をより所にする．

自分を頼りにするということである．原始仏典とい
われている法句経に「己れこそ己れのよるべ，已れ

もまた自分を頼りない者だと思っていることを知
る．迷いながら，親もまた将来を先取りすることが
できず，生きているのだということを知る．さらに
は，若々しいこれから成長の頂点に立とうとしてい
る青年である白分に比べ，親は衰退的発達の方向に
あり，枚なくしては歩けなくなっていることをも知
る．そんな姿を見た時，子は親を自分を養ってくれ
る者と考えるばかりではなく，逆に，親とは，物理
的にも精神的にも養ってもらう存在でもあるという
ようなことを，子どもが自覚するようになる．この
自覚を持ったときに，心理的離乳が遂げられていく
のではないだろうか．親はいつまでたっても親であ
る．子はいつまでたっても子どもである、しかし，
子どもは子どもであって親になり，親は親でありな
がら子どもになる．この状態になったとき，前述し
た4つの親子関係から脱出し，親子が対等な関係に
なれるのである．

〈b〉この段階の親子関係を表わしている物語の
例として，前の段階で述べた「手なし娘」や「ヘン
ゼルとグレーテル」それに「ジャックと豆の木」の
終りの部分があげられる．まず，手なし娘を例に考
えてみよう．長者の家を出て，森で清水を飲もうと
した時，子どもが落ちそうになって，嫁が思わず手
を出した部分である．彼女は，既に子どもを産んで
おり，母になっていたのだが，心理的にはまだ母に
なっていなかった．白分は手がないから，手が出せ
ないのだとして，子どもにも手を出さなかった．こ
の泉の場面で初めて，子どもに手を出すのである．
手がないと思っていたが，実は手があったのだ．親
に手を切られて以来，人との関係を自分からもつ＝
「人に手を出す」ということをしなくなっていたの
である．ここでは，母として子どもに手を出してい
る．子どもを産んだから，親になるというものでは
ない．手を出して初めて，親になるのである．それ
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まではこの嫁は，「娘」であり続けていた．子ども
に手を出して初めて，「娘であるとともに母になっ
た」のである．子として姑に面倒をみてもらう存在
ではなく，母となったのである．

木を切った結果，盗みという魔法を使って欲求を満．
たすということはできなくなる．こうなったのは，
木を「切る」ということをしたからである1この切
るということは，父性のはたらきそのものである．

ヘンゼルとグレーテルの話では，森から帰ってき
た子どもたちは，自分で自分の生活ができるように
なっている．親が子を養うのだと思っていた親は，
養いきれないと判断した時，子を捨てた．しかし，
自分たちで白活できるようになって森から帰ってき
た子どもたちは，自分で食物をとってくるのである
から，もう捨てられることはない．そこには，対等
な親子関係が成立しているのである．
「ジャックと豆の木」をみてみよう．子どもにとっ

「思わず」であったが，ジャックは父性を発揮し，

父性を実現し，自分が「父」になったのである．

この「思わず」というのが，いずれの話において
も，心理的に離乳する契機になっていることはおも
しろい点である．

〈C〉この段階での親子の関係は，対等な関係に
なっている．別の見方をすれば，先に述べた「自由」

にもとづいた関係になるのである．「親は親である
とともに子になり，子は子であるとともに親になる
という関係が成立している．この関係こそ，心理的
離乳をした状態である」といえよう．心理的離乳と
は，単に経済的に自活することではもちろんないし，
手を切る親子のように精神的・物理的に距離のある
離れた状態になることでもないのである．

て大人は，身長からみても欲求の実現能力からみて
も，巨大な大男である．この話では，ジャックの父
親は既に死んでおり，しかも雲の上の大男の持ち物
はすべて父親の持ち物であったと言われている．こ
こには，大男と父親が一つであることが暗示されて
いる．ジャックは，大男の所に行っては，宝物を盗
んできて欲求を満たしていた．しかし，盗みが発覚
して大男に追われ，追いつかれそうになり，ジャッ
クは地上に下りると，斧で豆の木を切り倒す．大男
は地上に落ちて死んでしまう．と同時に，ジャック
は魔法の豆の木を使えなくなってしまうのである．

Tab1eユ

父（性）

（決）

社会で生きる
建設⇔破壊
切断・決断
1（子）

1

第17号

この「1．」では，心理的離乳への5段階それぞ
れの特徴についての仮説を述べてきた．その要点を

まとめたのが，Tab1e1である．そこで次の「2．」
では，5段階の変化過程に関する仮説を，また，「3．」

では，その過程でみられる特徴に関する仮説を「3」
で述べることにする．

心理的離乳への5段階
段

階

本質的特徴

（養）

母（性）

家の中で生きる

（親）

1（親）

成る

父を生きる

1決する子
I〈決別・決断〉

1
1

手を切る親
〈決断〉

＝

1〈追放〉

1

展望を与える

＜期待〉

灘議簸麟萎

1

1成長を念じる親
一〈祈念〉

遠く（Te1）でつながっている

Il

1

見せる親

〈誠実〉

育てる
目の届く範囲に置く

1＜守護〉

1

安らぐ子

1

1

統制する親

〈強力〉

1

養う

手の届く所に置く

抱え込む親

I〈包含〉

1
11■

■■■
■

l1簸1灘麟

1守る親
11

一1一

1

1魔法を信じる子1

11

1親の見えない世界

1で生きる子

1

■

■学ぶ子

家のない子

111

︐I■

信じる

1

1
■ll

111

切り離す
離れる

1

（子）

■追い出す親

1

1憧れる子

1

母を生きる

子は子であり親に成る

＝

生育⇔死

共生・養育

■

1魔法の中にいる子
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2．5段階の変化過程
心理的離乳への過程としては，基本的には，「第
1段階」から順次「第5段階」へと変化していく．
どの年齢が，どの段階にあたるかということが大
事なのではなく，この変化のプロセスが，一定の方
向性をもっているということが重要な点である、し

たがって，成人になっても，第1段階や第2段階の
親子関係を持ち続けている親子はいると考えられ
る．

段階にまとめてはあるが，段階の変化には移行期
聞があり，第1反抗期，第2反抗期といった時期は
それに含まれる．しかも，ある日急に次の段階への
移行が起こるということは少なく，心理的離乳への
変化は，実際には徐々になされるものであり，連続
したものであると考えられる．

3．心理的離乳の過程に見られる特徴
①親子関係はダイナミックなものである、親子関
係を5段階に分類して論を進めてきたが，実際の親
子関係では，このどれか一つだけにあてはまるとい

59

的離乳は，子どもである青年にとって危機であると
ともに，親の生き方が問われる親自身の危機でもあ
る．これは，中年期の危機といわれているものの一
つである．一男親の場合には，この危機は親子関係ば
かりではなく，管理職になるかどうかの道が決まる
30代半ばくらいから生じるともいわれている．しか
し，青年は自分自身に大きな関心をもち，自分自身
の問題に取り組んでいるため，同時に起こっている
親の心理的危機には気づかないことが多いのではな
いだろうか．これも，心理的離乳の過程において見
られる特徴の一つといえよう．

要

約

本研究は，心理的離乳のプロセスに関する仮説を
提唱するものである．

親子関係は，その心理的距離をもとにして分類さ
れ，そのそれぞれについての特徴が検討された．

その上で，心理的離乳の過程に関する仮説が提出
された、

（1）親子関係は，親子の心理的な距離をもとにし

うとはまれであり，いろいろな段階の特徴が少しず

て，次の5種類に分けられる

つ入り交じっている1しかも，相反する関係が，同
時に存在する場合もありうる．これが，心のダイナ

親子関係は変化していくと考えられる．

①親が子を手の届く範囲に置いて，子どもを抱
え込み養う親子関係
②親が子を目の届く範囲に置いて，子どもを危
険から守る親子関係
③親が，自分の目の届かない遠くに行ってし
まった子どもの成長を念じる親子関係
④親が子との距離を最も大きくとり，子どもと
手をきる親子関係
⑤子は子でありながら親になり，親は親であり
ながら子になる親子関係，
（2）心理的離乳は，この5つの順に経過していく．
（3）心理的離乳を遂げた状態とは，第5段階の状
態である．それは，子どもが単に親から離れた状態
ではなく，子が子でありながら，心理的に親になっ

②いい親子関係は，子どもの発達とともに変化す

た状態である．

ミックな面である．たとえば，一番距離がないのが，

子どもを抱きかかえる親，その反対に，一番距離が
大きいのが，親子の手や縁を切る関係であった．こ
の二つは，一見相反するようにみえる．それは，距
離をスタティック（静止的）にみてしまうからであ
る．心をダイナミック（力動的）にとらえるなら，子
どもを抱きかかえておこうとする親が，子どもと手
を切ろうとすることも理解できるであろう．これは，

振り子が，右に大きく振れると，左にも大きく揺れ
るのと似ている．本論文であげた各種の親子関係が
ダイナミックに関わりながら，心理的離乳に向って，

る．いい親子関係というのは，子どもの発達ととも
に変化するものである．乳児期には，子どもを抱き
かかえて育てるのがいい親である．だからといって，

子どもが児童期になっても，子どもを抱え続ける親
がいたとしたら，それは，子どもの成長を止める悪
い親になってしまう．このように子どものある発達
状態では，いい親子関係が，子どもが別の発達状態

になったときには，成長をはばむ悪い親子関係に
なってしまうのである．いい親子関係が続くとすれ
ば，それは，子どもが発達するに伴って，親も変化
し，親子関係が変化していく関係である．

③青年期の危機は，申年期の危機と重なる心理

引
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