「触れ合い育児の大切さ」

…スマホ育児の弊害と対応…
場所

アルカディア市ヶ谷（私学会館）
座長

東京慈恵会医科大学名誉教授
講演

⒉ ホントはやめたい！ スマホ子育て

させていただきます。
本日は、
「触れ合い育児の大切さ…スマホ育児の弊害
と対応」を企画いたしましたところ、たくさんの参加

年前から言われておりますが、

子どものテレビ、ビデオゲーム、スマホなどのメディ

者のご来場をいただき、感激しております。
アの影響については
今もって解決しておりません。本日は、子どもが育つ
原点に立ち返って、この問題の弊害と対応についてま
とめてみたいと思います。
短い時間ではありますが、ご参加の皆様が、この問
題の対応について、何らかのヒントをお持ち帰りいた
だければ幸いと思っております。
最初、シンポジストが 分ずつ講演します。各講演
終了直後の質問は、内容でわからなかった質問のみに
してください。後半は、休憩時間中にいただいた皆様
の質問をもとにして総合討論を行いたいと思っており
ます。
最初に、私が「触れ合いの子育ての実際」というテ
ーマで話させていただきます。

総合討論

 床医からみた乳幼児が育つ基本とスマホ
臨
への対応

中の赤ちゃんには「育つ力」

どもを「育てる力」が、お腹の

お産する前の母親には、子

です。

というのが私の講演のテーマ

合い子育てを実践しましょう、

スマホ子育てをやめて触れ

愛着形成に影響を与えます。

マホを使っていますと、目と

述べてみたいと思います。ス

だくか、ということについて

名誉教授

ホ育児の親御さんたちに原点に返って育児をしていた

の親御さんたちにいかに育児をしていただくか、スマ

マホ育児の親たちの子どもへの対応。後半に、それら

則について述べ、その後、保育園や幼稚園におけるス

最初に、
「触れ合いにより育つ」という子どもが育つ原

子どもは、触れ合いにより育つと言われております。

前 川 喜 平 先生

東京慈恵会医科大学

触れ合いの子育ての実際
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先生

村 田 光 範


名誉教授
東京女子医科大学


先生

古 野 陽 一


子どもとメディア 常務理事
NPO法人


先生

前 川 喜 平


名誉教授
東京慈恵会医科大学


前川（座長） 前川でございます。これから座長を務め

平成30年2月7日
（水）午後2時～5時
20

⒊

触れ合いの子育ての実際
⒈

前 川 喜 平 先生

日時
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が遺伝的に組み込まれておりますが、お産しただけで

だんだんと成長していくわけでございます。
母子相互作用とお互いの触れ合いによって、しばら
くしますと、赤ちゃんと特定の人の間に情愛の絆が形

はスイッチが入らないようにできております。
肯定的妊娠、自分が望んだ妊娠とか、周囲に支援す
成されます。これを愛着（アタッチメント）の形成と
アタッチメントが形成されますと、これは子どもの

る人がいるお母さんたちは、お産の後、同調する能力
りますと、赤ちゃんが泣くと、抱いたり、おむつを替
安全基地で、人に対する信頼感をもとにして、しつけ

呼んでいるわけでございます。

えたり、母乳を与えたり、いろいろなことをして赤ち
（自律性）や自発性（失敗してもくじけず挑戦して自分

にスイッチが入ります。同調する能力にスイッチが入

ゃんを泣きやまらせ、赤ちゃんを「快」の快い状態に

スマホ子育ては、子どもが出すサインに母親が的確

とができるわけです。

そして、自尊感情が芽生え、肯定的な人生を過ごすこ

のものにしていく）などの発達が順調に行われます。

この反復により赤ちゃんは、自分は守られている、

いたします。
安全だ、母親は信頼ができると、人に対する信頼感が
芽生えます。これが、子どもの心が育つ第一歩であり

え、母親が出すサインに赤ちゃんが応えます。このお

そ れ か ら 後 は、 赤 ち ゃ ん が 出 す サ イ ン に 母 親 が 応
や植木などに例えられます。花や植木は育つ力を持っ

育てるのはお母さんであります。これは、ちょうど花

す。子どもは「育つ力」を持っておりますが、これを

に対応しておりませんので、愛着形成に障害を与えま

互いの生身の触れ合いによって、赤ちゃんは子どもら
ていますが、これに水をやったり、日当たりのよいと

ます。

しく、お母さんはお母さんらしく育っていきます。こ
ころへ置いたりするのは、お母さんだからでございま
最初に、スマホ子育ての園における対応について述

す。この理屈をご理解ください。

れを、いわゆる「母子相互作用」と言います。
生身の触れ合いというのは、赤ちゃんが笑うとお母さ

べ、これと並行して家庭における対応についてお話を

んも声をかけたり、声を出すとそれに応えたり、お母
さんが声を出すと赤ちゃんが応えるとか、お互いに影
いたします。

①名前を呼んでも振り向かない。

響し合って、赤ちゃんらしく、あるいは母親らしく、

「子どもは触れ合いにより育つ」と言われておりま

②視線が合わないことがある。

⑤表情が乏しい。

④落ち着きがない。

③言葉が遅れる。一方的に話す。

す。触れ合いとは、愛情を込めて行うスキンシップを
言います。触れ合いは愛の言葉（ Touch is Language
）と言われ、子どもが育つ原則でございます。
of Love

などがこれらの子どもたちに見られる症状です。

⑥テレビや DVD を消すと怒る。

ディア依存では、

園における触れ合い子育てについて、次にお話し申

スマホ育児やメ
触れ合いが不十分

ま せ ん。 こ れ ら の

分形成されており

態が、親の養育態度と関係ないと考えて接することが

て丸ごと受容することが第一です。子どもの現在の状

保護者の良い、悪い、子どもの良い、悪いなどを全

し上げます。

子どもの具体的な

大切です。スマホを使っていて、それが今の状態と関

で、愛情の絆が十

対応についてお話

係しているということが心にありますと、なかなか親
そして、子どもに情愛を込めて話しかけたり、抱き

の丸ごとの受容ができないからです。

をいたします。
メディア依存症
は、愛着形成が障

によく見られる症

ィア漬けの子ども

特にスマホやメデ

性を持っています。その乳幼児の有能性を利用して、

ある月齢になると、決まったことをして喜ぶという特

びを感じれば最高でございます。乳幼児は有能性――

子どもが喜ぶことを一緒に遊ぶ。世話をする人も喜

しめたりの自然のスキンシップを行います。

状 は、 こ こ に あ る

子どもの決まった月齢で喜ぶことを一緒にして遊ぶこ

害されていますが、

とおりです。

3
4

とが大切でございます。
これはうちの娘ですけれども、
２ カ 月 ぐ ら い の と き に、「 あ ～
あ～、ウックン」と笑うと、顔
じゅう口にして笑う顔でござい
ま す。 本 邦 初 公 開 で ご ざ い ま す
（笑）。
これは、お手てパチパチです。
次のこれは、何とかちゃんと言うと、ハーイと返事を
するものでございます。

それから、よく行われるのが、若いお母さんでも行
う「いない、いないバー」でございます。これは生後
６カ月ぐらいから喜んで行います。

もう少し大きくなりますと、今度は、布をかぶって
子どもに取らせます。これは、乳児期後半から幼児期
前半の同じような遊びでございます。
とにかく面倒を見ている方は、泣いたら声をかけな
がら抱きしめる。そういうことが大切でございます。

は数人、こういうことで絵本の読み聞かせをいたしま
す。

触覚：子どもが安心する抱きしめ。

ンに応える。ですから、お互いに触れ合うわけです。

に世話をする人が応え、世話をする人も子どものサイ

これも子どもが好きなことですね。子どものサイン

嗅覚：お母さん（女性）の匂い。

幼い子どもの世話をいたしますと、なぜたり、抱き

そうすると、世話をする人と赤ちゃんの間に好ましい

次 は、 絵 本 の 読 み 聞 か せ で

しめたりする機会が自然と多くなってきます。そのこ

人間関係が成立するわけです。このことが、子どもの

す。家庭ですと、１対１で読

とは、子どもが親にたっぷりと触れられたのと同じこ

赤ちゃんは好き、好き、好

み聞かせるときは、お母さん

とになります。こういう身体的な接触、生身の触れ合

きと抱きしめるだけでも子ど

の膝に乗せてしますが、保育

いによって、子どもの安心感と人に対する親密さが増

安心感と心の発達を促進します。

園や何かですと、２人あるい

もの心は安定いたします。

聴覚：愛情がこもった声。

視覚：やさしい眼差し。

ります。声をかけながら抱きしめる。

触れ合いというのは五感の刺激が多いほど効果があ

抱きしめる

5
6

泣いたら、声を掛けながら

加するわけでございま
す。
触れ合いは五感の刺
激が多いほど効果があ
り ま す。 こ の 延 長 線 上
にあるのがタッチケア
で ご ざ い ま す。 愛 情 を
込めて世話をする子ど
もにタッチケアをする
のもよいでしょう。
号』に載ってございますので、それを

かわいらしい乳児、幼児らしくなってきます。いわゆ
る子どもらしさが出てくるということでございます。
お母さんにお子さんのその様子を見せますと、子ど
もを育てようと思っているお母さんは何となく母性が

こ

誘発されるんですね。そうしましたら、触れ合いの仕
方を一緒に学習するわけでございます。
これ、山本五十六と言ってもわからないよね？
こにいらっしゃる方はほとんどわからないと思うけれ
ども、
「してみせて、言って聞かせて、させてみて、
褒めてやらねば親は育たじ」と言います。山本五十六
は「人は育たじ」ですが、これは保育園なので「親は
育たじ」ということです。
こういうことをいたしまして、子どもが大きくなっ
て、また来たい保育園や幼稚園になれば最高でござい
ます。親子が共に育つ「共育」を達成することでござ
います。
家庭におけるメディア漬け脱出の方法ですが、お母
さんたちに言ってほしいことは、
②メディアを使用する時間と空間を１日２時間まで。

①食事のときはテレビをつけない。

子どもに対しては、担当者が触れ合い子育てを実践

それから、パパが一緒

れる空中のブランコ遊びです。
にする、大空を飛ぶスリ
ルも味わう飛行機遊びで
す。
次は、親子で動く影を
踏む影踏み遊びです。こ
れも子どもは喜びます。

い。要するに、子どものころ、まるごと受容されてい

一番の問題は、お母さんが、自分の好きなところがな

るということを仕向けるわけでございます。

これによって、親子の触れ合いと子育てが楽しくな

こともわりと子どもは喜びます。

しっぽをつけて、しっぽの取り合いとか、そういう

ディアの使用を控える）

（子どもと遊んでいるとき、リビングや寝室ではメ

す。

は安定いたしま

十分赤ちゃんの心

める。これだけで

声をかけて抱きし

また、泣いたら

うこの一言です。

それから、乳児では「抱きしめてオッパイ」です。も

これが触れ合いの子育てでございます。

ことを意識して行います。

させたり、楽しい雰囲気で食事や子どもと一緒に遊ぶ

④子どもが少し大きくなりましたら、家の手伝いを

③月に１回、ノーテレビデーをつくる。

職員がその子どもに触れ合いをしますと、だんだん、

するわけです。普通の保育園や幼稚園では、意識して

まる関係になれば、これはもう最高でございます。

理想としては、保育士さんがそばにいるだけで気が休

き、親も子どももまるごと受容することが必要です。

が不十分な親の対応です。とにかくお母さんの話を聞

スマホ育児、メディア依存症、要支援家庭で触れ合い

す。

ご参考にいただければ役に立つのではないかと思いま

ます『ふたば

タッチケアの手技については、皆様のお手元にあり

背中からおしりに向かって指の腹で円を描く
オッパイ

楽しい親子遊びというのは、いわゆる、ゆらゆら揺

抱きしめて

7
8

81

お母さんが自己肯定感を持つわけです。それで子ども

分のことを好きになるように仕向ける。そうすると、

ろを見つけて、お母さんをまず褒めて、お母さんが自

ういうお母さんに対しましては、お母さんの良いとこ

と、子どもを好きになれないわけです。ですから、そ

ないお母さんがいます。お母さんが自分を好きでない

わたしがどうしていやがるのかわかってほしいから

何度もそうしてください

拒否するかもしれないけれど

いやがるかもしれないし、

どうぞ、わたしにふれてください

もしわたしがあなたのこどもなら

わたしに安心と愛をつたえてくれるのです

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

あなたの感じる真実をつたえてくれる

昼間に見せてくれるあなたのやさしさが

わたしの夜を甘くしてくれる

おやすみなさい、と抱きしめてくれるあなたの腕が

と触れ合う第一歩ができるわけです。
こ れ は、「 パ ワ ー・ オ ブ・ タ ッ チ 」 と い う、
Phyllis

の「わたしにふれてください」という詩です。
K.Davis
最後にこの詩を紹介します。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
もしわたしがあなたの赤ちゃんなら
今までわたしが知らなかったやさしさを
いい。大好き、好きだというお母さんは、スマホ育児

を育てたい気持ちがある。それから、赤ちゃんがかわ

とにかく、自分が好きで、肯定感があって、子ども

あなたからもらいたい
をしていても対応の仕方がいくらでもあるということ

どうぞ、わたしにふれてください

おふろにいれてください
でございます。

ＮＰＯ法人

古 野 陽 一 先生

子どもとメディア 常務理事

こんにちは。今ご紹介いただきました、子ども

グラムをつくってお金を稼いだのは、 歳ぐらいのと

ピューター屋です。一番最初にコンピューターでプロ

とメディアの古野と申します。実は、もともとはコン

古野

ホントはやめたい！ スマホ子育て

私の話はこれで終わらせていただきます。

おむつをかえてください
おっぱいをください
ぎゅっとだきしめてください
ほおにキスしてください
わたしの体をあたためてください
あなたのやさしさとあなたのくれる快楽が

【引用文献】
・ 月刊赤ちゃんとママ増刊２０１７秋 VOL. 151
（株）赤ちゃんとママ社
・ タッチケア マニュアルⅡ 乳・幼児編
日本タッチケア協会
ご清聴ありがとうございます。（拍手）
次は、ＮＰＯ法人子どもとメディア常務理事の古野
陽一先生に、
「ホントはやめたい！ スマホ子育て」と
いう話をお伺いいたします。

きでしたから、もう 年前になります。

歳です。
そのコンピューター屋が、今、何でこんな話をしてい
ですけれども、彼が１歳になる前くらいからどっぷり

歳

激して、今回の講演にお呼びした次第でございます。

とビデオ漬けにしまして、２年ぐらいたったある日、

るのかといいますと、うちの一番上の息子、今、

内容は物すごく豊富ですばらしいお話が聞けると思い

保 育 士 さ ん か ら、
「テレビとかビデオとか、見せ過ぎ

題に取り組み始めま

て、そこからこの問

うことをそれで知っ

響があるんだなとい

わけです。すごく影

うお話をいただいた

ていませんか」とい

では、先生、よろしくお願いします。

ます。得ること大のお話です。どうぞ皆様、ご清聴く

23

ださい。

昨年のタッチケア研究会で先生のお話を拝聴し、感

16

56

9
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40

経験者です。でも、そうやって保育士さんが教えてく

した。ということで、そういう意味では私自身が失敗
たデータと、ベネッセ教育研究所が 月に発表したデ

どもネット研というところが２０１７年２月に発表し
ータをご紹介します。
【図１】が子どもネット研究所が公開したデータで

ださったから、今、その子がもう 歳、就職して３年
目になりますけれども、立派に社会人をやっておりま
す。青い棒グラフ（■）が２０１５年の総務省の調査

スマホ子育て」。

ですと２倍ぐらいで、１歳児は一番高まり方がひどく

いきますと、緑色のほうが明らかに高いです。０歳児

す。そういう意味で、今日、保育士さんがたくさんお

やめたい！
て、２．５倍、 ％を超えています。３歳以上になり
ますと、６割以上使っているというデータが出ました。

調査報告 https://www.child-safenet.jp/activity/2664/

最初に映像を１本、見ていただきます。

総務省2015年3月調査と自主2016年10月調査を比較

うに、利用時間が４時間以上というのはほとんどいな

ートフォンの利用を見ていただきますとわかりますよ

査したデータをまとめたものです。２０１３年のスマ

【表１】はベネッセが２０１３年と２０１７年に調

うことを検証してみます。

かというのが、データから見て本当にそうなのかとい

では、乳幼児が長時間利用している家庭はごくわず

ぜタブレットにしないのか」
。

「唯一の気がかりはスマホを使わせていることです。な

別の幼児教育専門の監修者は、こんなコメントです。

でした」。

配をしなければならない、という結果ではありません

用している家庭はごくわずかであり、
（中略）過度な心

に、世間で懸念されているように深く入り込み、依存

な監修の言葉を出しています。
「スマホが乳幼児の生活

いらっしゃる、そういう先生方です。その先生がこん

す。恐らく保育の関係者だったら尊敬されている方も

この調査は監修者が４人いまして、有名な先生方で

いるという状態です。

下がっていますけれども、それぐらいたくさん使って

「未就学児の生活習慣とインターネット利用に関する保護者意識調査」

泣き叫ぶ赤ちゃん。おろおろする父親。買い物に出て
いる母親に電話する。
「アニメを見せて」
。スマホでアニ
メを見せるが、泣き止まない。
「テレビ電話にして」ス

のＣＭより）
dtac

マホ越しに懸命にあやす母親。しかし、赤ちゃんはます
ます激しく泣く・・・。
（タイ携帯電話会社
という感じで、こういうふうに子育てにスマホが使
では、どのくらいスマホが子育てに使われているの

われているということを皆さんもご存じかと思います。
か。子育てへのスマホの利用度。これは皆様の資料の
９ページに２つ、調査データを提供しております。子

２０１５年から２０１６年の１年で、これぐらい差
が出ているということです。子どもネット研の調査は
２０１６年にやっています。
さらに、ベネッセが２０１７年 月に発表したデー
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タはもっと強烈です【図２】。どのくらいかというと、
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本日は、こんなタイトルでお話しします。
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です。緑色（■）が子どもネット研の調査です。見て
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ています。それより年齢が上がっていくとむしろ少し
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％ で す。 ２ 時 間 で

％というふうに非常
分

％という状

に少ないわけです。
くらいでも

と、４時間使う子は ％、
％、 ２ 時 間 が

％と増えてきて

と５ ２．８万人です。これを取るに足らない数字と言
ってしまう専門家が、皆様方がひょっとしたら敬愛し
ている先生かもしれない。そういう社会なのです。
では、なぜスマホやタブレットを使っているのかと
いうこと。これも同じくベネッセの調査で【図３】の
ように出ています。
「外出先での待ち時間」
「子どもが使いたがるとき」、
これが３割です。
「子どもが騒ぐとき」
、つまり、おと
なしくさせたい。そ
れから、
「自動車、電
車などで移動してい
る と き 」、 退 屈 さ せ
たくない。退屈した
らうるさいからです
ね。「 親 が 家 事 な ど
で手がはなせないと
を守ったご褒美とし
て」
、これが１割ぐら

％います。
「食事中」

時間」というのが

いです。
「寝るまでの

ほとんどですね。それが
万人です。２時間以上で括る

（ ■ ） で す。「 し ば し ば 嫌 が る 」 と い う の が オ レ ン ジ
（■）。
「ときどき」が黄色（■）
。「あまりしたがらな
色（■）というふうにこのグラフは色分けをしてあり

は、足しても１割です。それが、「ごくたまに」、例え

いつもやりたがるとか、しばしばやりたがるというの

い家庭の場合です。全く使わない場合には、例えば、

棒グラフが４本ありますが、右の端っこは全く使わな

「自信を持って」と言うとおかしいですが、自分から積

思って使わせているということが、データとしても出
てきています。
それは恐らく、実際の生活の中で実感があるからだ
と思います。スマホやゲームに頼れば頼るほど、育児
はどんどん大変になっていくんだ、という。
これは、私たち子どもとメディアが２０１５年に調
査したデータです【表２】。小児科医の先生方に協力し
ていただいて、１歳半健診のときにアンケートを取り
ました。１歳半の子どもがスマホ、タブレットに依存
しているよという状態を何とか調べたかった。でも、
そういう基準はないんですね。したがって、私たちが
「これだったらどうかな」というふうに考えたのが、
「スマホ、タブレットを使いたがったり、取り上げたり
すると嫌がりますか」。すごく使いたがるとか、取り上
げると嫌がるという頻度を答えてもらったわけです。
「いつも使いたがる」「いつも嫌がる」というのが赤

【表2】

い。９割以上の保護者の皆さんが「何かしら不安」と

ます。
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極的に使わせている方というのは実はそんなに多くな

不安を感じている保護者が実は

子どもネット研の調査では、乳幼児のスマホ利用に

％います。

す。人口で言いますと

の先生は、
「取るに足らない数字」と言っているわけで

2.0

い」
「嫌がりません」が緑（■）
。
「全く」というのが水

というのも

8.2

％。これをその保育の専門

％です。乳幼児の４時間以上は、保育園に行

8.8

っているとしたら、家にいる時間、起きている時間の

以上が

足してパーセンテージで

2017 年
スマホ
タブレット
平日
使用時間
2013 年
2017 年
2013 年
2017 年
合計
累計
0.1%
1.3%
0.0%
0.7%
2.0%
2.0%
4 時間以上
0.0%
1.4%
0.2%
0.7%
2.1%
4.1%
3 時間位
0.4%
3.1%
0.8%
1.6%
4.7%
8.8%
2 時間位
1.4%
7.0%
1.7%
4.4%
11.4%
20.2%
1 時間位
4.9%
8.3%
2.6%
4.3%
12.6%
32.8%
30 分位
5.5%
8.8%
1.9%
2.1%
10.9%
43.7%
15 分位
87.6%
70.2%
92.9%
86.1%
15 分未満
※「15 分未満」には、その機器は「家庭にない」
「使わない」場合も含む

き 」「 子 ど も が 約 束

【表1】 図2の出展データをもとに古野が編集
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ンジを足して４分の１（ ％）になります。

ば月に１回とか、週に１回使わせると、この赤とオレ
新しいのを買いました。もちろん、ＳＩＭカードは私

いので、私のスマホは子どもにあげてしまって、私は

う５割を超します。「ほぼ毎日」使わせると７割いっ

これが「週に２～３回」使わせるようになると、も
ないのです」というふうに言っている保護者もいらっ

のに差しているから、子どものはネットにはつながら

実際、保育園とか、皆さんが日ごろかかわっている

しゃる。

どどんどん子どもたちはやめなくなっていく、あるい
現場で、子どもが積み木をスマホに見立てて遊ぶなん

てしまいます。つまり、使う頻度が上がれば上がるほ
は、使いたがるようになっていくということが、この
ていうのはごく当たり前の風景になっていますね。そ

も理由の上位でしたけれども、そのときにときどき使

でしたね。あるいは、「子どもが騒ぐとき」と、これ

どもたちが使いたがるとき」、さっきの理由の２番目

した。ただ、これもわざわざイギリスまで行かなくて

歳児、タブレット中毒という診断が小児精神科で出ま

リスの小児精神科から来た情報ですけれども、この４

そのままにしておくと、こうなります。これはイギ

状態になってきているということです。

れぐらい子どもたちは使っているし、それぐらい依存

データから読み取れるのではないでしょうか。
つまり、乳幼児はもともと我慢するという力がない

わせる。そうすると、子どもはまた使いたがります。
も、日本でもこういう子たちはたくさんいる状態です。

わけです。まだ全然育っていないです。だから、「子

親は、使いたがったからといってまた使わせるわけで

ますます親は取り上げるのが難しくなってくる。それ

抵抗が強くなってきます。抵抗が強くなりますから、

先ほどのグラフで見ていただいたように、子どもの

神経の回路が、縮んで働かなくなることが発見されて

それ以上です。脳の中の、この赤く示している部分の

ろん、これはもっと大きな子です。中学生、高校生、

れるという科学的なデータ、論文も出ています。もち

ひどくなりますと、ネット・ゲーム依存です。脳が壊

でやめさせられなくなる。長時間、毎日使うようにな
います。【図４】

す。そうやって使用頻度が増えていく。

る。そのうち、これは実際にある保育園に聞いた話で

先ほどの前川先生のお話を聞いていたら、もっと小

くなる」。それから、「相手の気持ちが読み取れなくな
る」とか、
「生活が乱れてしまってまともな生活ができ
ない」
「記憶が飛ぶ」などということも起きます。
ＩＣＤ― という病気の診断基準に、「ゲーム障害」

さいころには、いろいろなところで壊れて、それが修

くさんあります。皆さんもごらんになっているケース
対する安全性の証明は全くされてないのです。

不安で不安でしょうがない」「幻聴・幻覚が見える・

とが起きてきます。つまり、
「ネットをやっていないと

ネットゲームの依存では麻薬・覚醒剤と同じようなこ

所が、麻薬・覚醒剤でやられる場所と同じなのです。

いますが。

さい」と。実際に証明することは恐らくできないと思

健康にも発達にも悪影響がないと、ぜひ証明してくだ

安全性を証明してください。科学的研究に基づいて、

私はこう言うようにしています。
「では、あなたが先に

ですから、危険性の証拠をだせと言われたときには、

聞こえる」「攻撃的な言葉」「人と普通に会話ができな

これは大人の場合の話ですけれども、その壊れる場

になるかはまた違うのだということでした。

があると思います。ところが、将来にわたった発達に

ホ、タブレットの利用で弊害が起きたという事例はた

科学的な証拠ではありませんが、乳児や幼児のスマ

う人がいらっしゃいます。

に危険なのかどうか、科学的証拠を出しなさい」とい

よく、
「そんなに危険があるというのだったら、本当

うものだと捉える必要があるということなのです。

やスマホは麻薬と同じくらいの危険性がある」そうい

つまり、こういう言い方ができるわけです。
「ゲーム

という名前で精神疾患の一つとして入る予定です。
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すけれども、
「子どもがあまりに私のスマホを手放さな
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復するのだけど、修復したときにも、どのつながり方

【図4】

●親になるための実体験・学習機会の欠如

・自分の子を授かるまであかちゃんに触れた経験がほとん
どない

・あかちゃんに何が必要で何が不要かわからない

・あかちゃんとどう対応したらいいかわからない

・あかちゃんとの関わりを教えてくれる人も機会もない

●親の実体験・失敗体験不足、低い問題解決力・自己肯定感
親は子どものころから…

・テレビ・ゲームの映像体験が中心で、実体験が少ない

・常に「人に迷惑をかけないように」「大人しくするよう
に」と言われ続けてきた

・大人が先回りして手を打つ、失敗を補うとして育てられ
てきたので失敗体験が少ない

・自分の失敗を自分でリカバリした体験が少ないので、問

本来は、機器やアプリを提供する企業が安全性を証
明するべきだと思います。特に乳幼児が使う機器、乳
幼児が食べるものに関しては企業が安全性を証明して
います。それが当たり前ですね。もし乳幼児に使わせ
るのであれば、それは当然のことなのです。
ただ、多くの保護者が、先ほどお見せしましたよう
に、よくないと思いながら、でも、
「おとなしくしてほ
しい」といって使っています。なぜか。世間の目が冷
たいわけです。赤ちゃんが泣いたら、ギロッとにらま
れます。子どもが走り回ったら、うるさいなあという
顔をされます。迷惑がかかる、おとなしくしてほしい
というふうに今の親御さんたちは思うわけです。

動画が大人気

は、

代～ 代を言っています。今日は会場に若い方

１９８３年にファミコンが発売されました。生まれ

頼っていますので、人とかかわることがあまり上手で

人とのかかわりが深くなる思春期の時期をケータイに

から、人とかかわるのはあまり得意ではない。特に、

てきているか。自分で失敗したり成功したりした体験

お話しになった、その自己肯定感の低さはどこから出

だから、自己肯定感が低いのです。先ほど前川先生が

いろなことをやってきていない。失敗体験が少ない。

こでもゲームができるゲームボーイが１９８９年。こ

すらそうなのです。子どもによく育ってほしいと願っ

御さんでも、必ずそうです。これは虐待している親で

に思い浮かぶ人がいるかもしれませんが、そういう親

のお母さんも？」
「あのお父さんも？」と、皆さん、頭

子ども時代はずっと大人の目があった。自分でいろ

です。
冒頭の映像の続きをごらんください。

くれる人というのはほとんどいなかったわけです。あ

は泣き止む。スマホ越しに様子を見ていた母親が目頭

ぎこちなく赤ちゃんを抱き上げる。あやすと赤ちゃん

泣き続ける赤ちゃん。見つめる父親。スマホを置き、

る意味、時代の犠牲者なのです。さらに、そうやって

“

を押さえる。

たような赤ちゃんを育てるのに必要なことを知りませ
ん。なぜ？ だって、自分は赤ちゃんにかかわったこ
実は私もそうでした。赤ちゃんが泣くのは、困ってい

とがないから、わかるはずもない。
ることを伝えるためということを知らない。そして、

いうのをつくってくれないかなと思っています（笑）
。

というタイの携帯会社がつくっている
これは、 dtac
コマーシャルです。日本でもそのうち、どこかの携帯

これをちゃんと私たちが伝えていくことがとても重

最初の子育ては、大変です。正直、あんなにうまく

子どもが走り回るのは発達や学習にとってすごく大事

要だと思っています。そして、どんな親でも、子ども

いかないです。私も我が子を抱っこしましたが、泣き

電話会社が、浦島太郎と乙姫が結婚してこうなるって

によく育ってほしいと必ず思っています。
「えーっ、あ

なことなんだということも知らないわけです。

”
Technology will never replace love.
（タイ携帯電話会社 dtac
のＣＭより）

育った親たちは、先ほど、前川先生がお話しくださっ

分の親たちには、これらの悪影響に気づいて注意して

から当たり前だったんだもん」なのです。しかも、自

が生まれたときにはあったんだもん」「生まれたとき

これ、若い親の責任ではないですね。
「だって、自分

ている。だから虐待を、
「しつけ」と言ってしまうわけ

はない方が多いです。

たときから家でゲームができる環境です。ビデオが普

す。実体験よりメディアの間接的な体験のほうが多い

テ レ ビ や ゲ ー ム、 ケ ー タ イ で 育 っ て き て い る の で

た世代です。

れも物心がついたときにはやっていました。中学生、

手っ取り早く落としなくさせるのに効果が高い⇒泣き止み

若い親の現実をちょっと考えてみてください。【表

る」、「ダメな親だと思われる」が気になる

高校生になったときにはケータイをやり放題やってい

子どもが「泣く」、「騒ぐ」を続けると、「周囲が迷惑す

が少ないということです。

見るのが当たり前になっていた時代です。そして、ど

90

題解決力、自己肯定感が低い

【表3】
＜若い親の現実＞

３】にまとめてみました。ここで、「若い」というの

●世間の目が気になる

及したのが 年から 年にかけて。だから、録画して

うふうに思っていただくといいと思います。

も結構いらっしゃいますね。自分たちもそうかもとい

30

85
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18

20

ちらをすごく信頼してくれているなというのがわかり

子どもがかわいいなと思えるし、子どものほうも、こ

でも、そういうことを繰り返しているうちに、本当に

止みません。でも、それを乗り越えて、母親でも父親

ね。

ゃんが大変なことになったなんていうのもありました

わっちゃうんです。実際、ハチミツを食べさせた赤ち

けを選んできます。誤った情報なら子どもの命にかか

結果どうなるかというと、
「自分が信じたい情報」だ

しかも、見るだけでとても時間がかるわけです。この

ます。そこに子育ての喜びがある。そこに親としての
喜びがあると私は感じています。皆さん方が支えるの

さい。子育て情報を得るのにスマホは必要です。今ど

や「簡単」かもしれないというふうに疑ってみてくだ

実は子育てを大変にしているのは、安易な「便利」

慣をつけることのほうが、ずっとずっと自分にとって

日常的なことだったら、親や友達に聞くというその習

容だったら、お医者さんや保健師さん、保育士さん。

子どもから目も心も離れている状態です。専門的な内

情報が必要と思って探すならなおさらです。その間、

き、スマホなしに生活するなんて考えられません。
「そ
楽になります。

はそこだというふうに考えます。

りゃそうだよね」と言っちゃいますよね。本当にそう
聞けばいいんですね――すみません。ときどき九州弁

なぜかというと、わからんかったら「ほんと？」と

特に、子育て情報をネットで検索するというのは実
が出ます。それから、一緒に考えてもらえます。もっ

と、ちょっと思ってみてください。

はとても危険なことです。わからないことを検索した
と大事なのは、本当に困っているなと相手が思ってく

かな？

ら、いっぱい出てきます。山のように情報が出てきま
間だから助けの手を差し伸べてくれるんですよ。ネッ

れたら、助けの手を差し伸べてくれます。リアルな人

それが本当かどうかを見極めるのに、情報を読み解く

言ったら、ちょっと怖いですね。スマホに頼ったら、

トの人が、
「あなた大変そうだから、今から行く！」と

す。どれが本当か、専門家でもわからないぐらい。
力と、子育てに関する「専門的な知識」が必要です。

今の保護者が求めている対応はこういうものです。

どうしても孤立した子育てになってしまうのです。

これはすごい矛盾ですよね。わからないから検索して
いるのに、専門的知識がないと本当の情報がわからな
いのです。

い」が大事なのです。効果もわかりやすくする。自分

ちゃんとわかりやすく説明してほしい。「わかりやす

どんな時代であるかをわかってほしい。意味や理由を

「乳児・幼児のスマホ、タブレット利用は、将来にわた

て伝わります。だから、こう言ってあげてください。

に遠慮して言うと、うまく伝わらないどころか曲がっ

ら、ストレートにズバッと言ったほうが伝わります。変

だから、皆さんが保護者と信頼関係があるのだった

ほしい。

にも子どもにもメリットがあるということを示して、

押しつけはいや。自分の苦労をわかってほしい。今、

信頼できる人だったら、ストレートに言われても聞け

ないんだよ。それはちゃんと知っておいたほうがいい
よ」と。
「じゃあ、本当はどうしたらいいの？」と必ず
聞かれると思います。そのときに、
【表４】のような取
り組みの話をしていただければいいと思います。
最後に、すみません、時間オーバーしておりますが、
この映像をごらんください。
これは、シンガポールの小学生が書いた作文をもと
にした歌だそうです。その小学生、家にただいまと帰
ってくるけれども、お父さんもお母さんも返事をして
くれない。ところが、スマホがプルッと鳴ったらパッ
と反応するんです。遊んでと言うけれど、お父さん、
お母さんは遊んでくれない。何をしているのかなと思
って覗くと、スマホでゲームをやっているわけです。
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った発達や健康に対する安全性の証明は全くされてい

アウトメディアの取り組みについて（かっこ内は本書の参照頁）
１．子育ての「うれしい」「楽しい」を発見する方法（p42）
２．よびかけてみよう！メディアリセットチャレンジ！（p52)
３．２歳以下の乳児に電子メディアは不要(p44)
４．スマホ時代だからこそ必要な家庭での「テレビの約束」(p44)
５．食事時のテレビＯＦＦで家族が変わる！(p44)
６．テレビ・ゲーム・スマホなしでどう過ごすのか？
・体がしっかりしてきたら近所におさんぽ
・幼児期は特に外遊びが必要
・就寝前は穏やかに
・乳児・幼児とも一人で遊ぶ時間を大切に(p50)
・幼児期の「かまって！」は1分間声がけで対応(p50)

るわけです。そして、何が当たり前かちゃんと教えて

【表4】

「時代の流れに流されないことが親と子を守ることで
す」ということで、話を終わらせていただきます。
どうもありがとうございました。

どうもありがとうございました。（拍手）
前川

非常に膨大なデータをもとにして、この問題につい
てのいろいろなことをお話しいただいたと思います。
特に内容でわからないことはございますか。質問は
よろしいですか。
では、これで古野先生のお話を終わらせていただき
ます。
次に、東京女子医科大名誉教授、村田光範先生に「臨
床医からみた乳幼児が育つ基本とスマホへの対応」に

さん、お母さんに好きになってほしい。大事にされた

き、そんなにスマホのことが大事だったら、僕はお父

お 父 さ ん、 お 母 さ ん が、 そ ん な に ス マ ホ の こ と が 好

い先生です。今日は、自分の経験をもとにして、いか

スマホとか、コンピューターとか、そういうことに強

先生が、私の知る小児科医の中では一番、ＩＴとか、

先生と私とは年齢的に１つ違いです。私の年齢では、

ついて、お話を伺います。

いから、どうか神様、僕をスマホにしてください――
にスマホ育児が子どものいろいろなことに影響を与え

Apple な
II どを見たときはもう夢心地で使っていて、

ログラムを組んで動かしてきたわけです。ですから、

ットでその言語をコンピューターに入れて、自分でプ

言 葉 が あ り ま す が、 そ れ を カ タ カ タ カ タ カ タ と カ セ

コンピューターに対して、プログラミング言語という

それでは、先生、よろしくお願いいたします。

どうぞご清聴ください。

ているかということのお話をいただきます。

そういう作文なのだそうです。
ちなみに、日本の中高生で、親がスマホを使い過ぎ
ではないかと思っているのは ％だそうです。
この映像は、啓発のために自由にお使いくださいと
言われています。必要があれば提供できます。

名誉教授

ご紹介、ありがとうございました。

村 田 光 範 先生

東京女子医科大学

臨床医からみた乳幼児が育つ基本
とスマホへの対応

村田

そ れ で、 先 ほ ど 最 後 に、
“ technology will never

我が家にも Apple は
II 保存してあります。そういう状
況でお話をします。

っていますが、私は今ご紹介いただいたように、小児科

自己紹介を兼ねてちょっと宣伝を申し上げたいと思
医の中ではコンピューターにはまってしまった男と言
がありますし、胸
Apple Watch

” と な っ て い ま し た。 そ の と お り だ ろ う
replace love
と思いますが、ただ、注釈を加えたい。
“ smartphone

われています。腕には

”と、私は言いたいですね。スマー
must replace love
トフォンは親の愛にとって代わる、そういう存在だと
いうことを今日はお話ししたいと思っています。
愛着のことについては前川先生がいろいろお話しい
ただきましたので、私としては、スライド４から始め
たいと思います。
心地よい環境の中で形成される親子関係を愛着（ア
タッチメント）と言っています。愛着理論によると、
「子どもは、社会的、精神的発達を正常に行うために、
少なくとも一人の養育者と親密な関係を維持しなけれ
ばならず、それがなければ、子どもは社会的、心理学
的な問題を抱えるようになる」としております。そし
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には
が
iPhone
X ありますし、ここに持っているこれは
の最新型で、しか
iPad Pro
も Apple Pencil
まで持って
動かしているんですね。で
すから、コンピューターに
関することであれば、ここ
の会場にいらっしゃる方々
が質問されても答えられる
のではないかと思います。
というのは、 年前は、組
ターは動きませんでした。

み立てなければコンピュー

40

るのは、生後６カ月から２歳ごろにかけてだと言われ

て、子ども自身がアタッチメントを意識するようにな
愛にとって代わらない。しかし、スマホは親の愛にと

いう表現もしておきたい。テクノロジー自体は恐らく

スマホとの会話ということも話したいのですが、こ

って代わる可能性があるわけです。

スマホは、愛着形成と人と人との会話力の育成を妨

ています。その辺については詳しくお話がありました。
げています。我々は社会生活を行いますが、社会生活
れは外国では“ face to media communication
”という
呼び方をしています。生身の人間との会話は、
“ face to

で一番大事なことは会話ですね。相手の気持ちがわか
で、スマホということで代表しますが、言ってみればス
ら話していきたいと思います。

なります。こういったことを具体的な事実を挙げなが

”と言われていますけれども、ス
face communication
マホとの会話は生身の人との会話より優先することに

り、こちらの気持ちも通じ合える。そういう２つの点
マホはコンピューターですから、コンピューターに置
実はこういう本があります。これはスタンフォード

き換えていただいても一向に差し支えないのですが、
今後、スマホということで話を進めさせていただきま
す。
スマホをコンピューターという意味で話を進めさせて
いただきますが、コンピューターは、乳幼児にとって
保護者と同じ愛着の対象だと認識されてしまいます。
その理由は、コンピューターはバーチャルリアリティ
を生み出すからです。バーチャルリアリティを生み出
すコンピューターは人間になっちゃうんですね。これ
はとても不思議だとお思いでしょうけれども、人間に
なってしまうわけです。
したがって、先ほども言ったように、
“
smartphone
（愛にとって代わるに違いない）
”と
must replace love

原著は日本語の訳とちょっと違って、原著の副題が日

興味があれば、ここに示した本が出版されています。

続けると、スマホの世界（バーチャルワールド）を現

も、バーチャルリアリティという考え方が我々に正し

本では主題となっています。古い本ですけれども、ア

大学の有名な先生が書いている本で、
『人はなぜコンピ

く理解できればすんなり入ってくる話ですけれども、

マゾンなどで探せば買うことが可能です。

実の人や場所として受けとめてしまうわけです。

我々東洋人はバーチャルリアリティという概念がなか

そこで、バーチャルリアリティ（VR）の話をしま

思うわけですが、野生のライオンを見て、あれも作り

ね。誰も驚きません。これは作り物だろうというふうに

りました。例えば、外に出てライオンがいたとします

昔は、目で見た人や場所は、実際に人であり場所であ

この本の中に書いてあることをまとめてみますと、

と違って「現実のエッセンス」です。スマホが現実の

であり、現物であること」であり、VR は仮想や虚構

ではありませんが、本質的あるいは効果としては現実

っています。VR とは、
「みかけや形は現物そのもの

チャルリアリティ入門』という本でこういうことを言

ち すすむ）という東大の工学部の教授ですが、
『バー

す。ちょっと難しいかもしれませんが、舘暲さん（た

物だろうと思っていたら食べられてしまうわけです。

て、スマホが乳幼児の古い脳を引っ張り回して、スマ

界を区別するためのスイッチがありません。したがっ

あります。古い脳の中には、現実の世界とスマホの世

今、我々の脳もそうですけれども、古い脳のままで

現実のお金なんですね。全く現実のお金。そして、現

て、五百何十億円か流出した。あれは仮想ではない。

しています。今、仮想貨幣というのが問題になってい

ん。このため、バーチャルリアリティを仮想現実と訳

欧 米 人 と 同 じ 感 覚 で VR を 理 解 す る こ と は で き ま せ

VR は東洋にはない概念であって、日本人にとって、

エッセンスになるわけです。

ホを介して見た人や場所を現実の人や場所と認識して

実のお金よりも現実味を持って使えるお金という認識

たわけです。これは古い脳のプログラムです。

したがって、見た目、見たものは現実そのものであっ

です。

て、こういう話を聞くと眉唾だということになるわけ

なか理解できないのです。そういう社会的背景があっ

ューターを人間として扱うのか』という本です。これ

ので、正しくは「メディアと人の等式」）
副題：人がコンピュータ、テレビ、そして
ニューメディアを本物の人や場所と同じに扱
う扱い方

しまうことになります。古い脳はスマホの影響を受け
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原題：メディアの等式（Theが付いている

をしなければいけないわけです。
こういう例を挙げてありますが、同盟国と軍事演習
をするとき、相手に「我が国を『仮想敵国（ a virtual
）
』としてこれから合同演習をしましょう」と言
enemy
ったとしたら、彼らは驚いてしまうわけです。 virtual

わ し ま し た。 Ａ Ｔ Ｍ と い う の が あ り ま す が、 こ れ は
“
”と言っています。 teller
は
automated
teller
machine
受付係、人の名前ですね。 tellin g machine
とか何か言
えばいいのですが、 teller machine
と彼らが言っている
ところに大きな意味がある。ＡＴＭというのは単なる

機械のように思っていますが、彼らは、これを人と同

するということですが、視線が合って、微笑みがあっ

そして、触れ合うこと。触れ合うというのは操作を

から 年くらい前、東京駅の総武線から下りていく地

ちなみに、ここに示しているスライドの写真は、今

るわけです。

じ認識で使っているわけです。ところが、我々はそれ

ホというのは人間になる要因に満ちているわけであり
ます。人とスマホとのつき合いは、人と人とのつき合

シミュレーションシステムが「微笑む」に通じるのはシミュレーションシステム
は付き合っている人に、必ず気に入った（微笑む）情報を返すからである。
人がワープロを使うのは、いつも思い通りの（微笑む）情報を返すからである。

いそのものであります。VR が出てくるのは、感覚提

日本バーチャルリアリティ学会編 「バーチャルリアリティ学, 2010」より引用

示というのがありますね。画面、スクリーンにものが
あらわれるわけです。人と人とのつき合いは視線が合
うという行動と同じです。ここで人とのつき合いが始
まるわけです。
それから、シミュレーションのシステムが動き出し
ます。シミュレーションのシステムは決して我々に不
皆さん、ワープロを使っていらっしゃいますね。な

人とスマホとの付き合いは、人と人との付き合いそのものだ

それを前提として次にお話ししたいのですが、スマ

て、触れ合う。これは、みんな人とのつき合いをする

“virtual”銀行窓口係
“virtual”銀行窓口係
“real”銀行窓口係
“real”銀行窓口係

と は ど う い う 意 味 か と い う と、 敵 に は 見 え な
enemy
いけれども、実際には敵であるという意味です。そう
いうことを軍事演習のときに言ったとしたら、相手は
ういうふうにびっくりしてしまうわけです。だから、

「おまえたちは、味方の振りをした敵国なのか！」、こ
という言葉を使わなければいけない
supposed enemy
わけです。
舘さんは、こういう概念を我々は間違えて外国人に話
をしたり、コンピューターが織りなす世界を間違えて
理解することが、これからコンピューターが大いに普
及していく世界において、日本は恐らく立ち遅れる、
あるいは、負けてしまう原因の一つであろうと言うわ
けです。現実に我が国はコンピューターの世界に先頭
を切っては入れません。機械類にしても、台湾である
とか、そういったところのほうが優勢になってきてい
るわけです。

ATM
ATM

ができないのです。
「人とはとても思えない」というわ

ATM

最初の行動ですね。人とつき合って微笑んで握手をす

そ こ で、 Ｖ Ｒ が 仮 想 現 実 で な い 事 実 を こ こ に あ ら

“virtual”銀行窓口係
“real”銀行窓口係

けです。

ATM

スマホは人間になる要因に満ちている
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“virtual”銀行窓口係
“real”銀行窓口係
人付き合いの基本要素
視線があう
微笑む
触れあう
対応

VR生成のための基本要素
感覚提示
シミュレーションシステム
操作

利になるような状況を醸し出さないわけです。
ぜワープロを使うのか。
「きょうは」と打ったら「あす
は」と出てきたり、
「どこへ行こうか」と打って「何を
買いますか」と変換されるようなら、誰も使いません
ね。自分が思ったとおりに変換してくれるから使って
いくわけです。こういう状況をメディアのシステムは
醸し出すわけです。

30

人とのつき合いと全く同じ状況を醸し出しているわけ

ってきたものです。この写真の状況というのは、人と

下のところに、千葉工業大学が出していた宣伝からと

びでの想像力を働かせることが重要である。

使うこと。子どもは戸外の遊び、読書、趣味、自由遊

にすることを約束し、しかも、質の高い内容のものを

と。子どもと娯楽用メディアを１日１時間から２時間

結論として、テレビや娯楽メディアは、２歳以下の

であります。
そこで、まずアメリカの紹介をしますが、こういう
子どもには避けるべきである。子どもの脳は最初の１
年間で急速に発達するし、幼い子どもは、スクリーン

ことを言っています。
「米国小児科学会は両親と小児科医に勧告する。
である」。

ではなく人々と交流することによって最もよく学ぶの

どもがメディアをどのように使っているかを知らなく

子どもたちが上手にメディアを使うには、両親は子
てはならない。

これを“
”あるいは、いろいろな実物を
live
person
与えるのは“ real presentation
”という言葉を使って

研究は、メディアを過剰に使っている子どもは、注
そして我が国では、我々、日本小児医療保健協議会

います。

つながる。これに加えて、インターネットと携帯電話
という組織が提案書を出しておりますが、それを引用

意、学力、睡眠、食事に問題が生じ、また、肥満にも
は違法な、そして、危険な行動の基盤をつくることを
するには長いので、こちらに、日本小児科医会が出し
ている「スマホに子守りをさせないで！」というもの

示している。
スクリーンタイムを制限し、教育的なメディア、本、

によって、メディアの使い方を教えることができる。

のを与え、また、子どもと一緒にメディアを見ること

やったりするものです――のような電子形態でないも

いじゃないか」「スマホ子守りの親もいいじゃない？」

論やめて！」と。
「そんなこと言ったってやってられな

一部を読んでみますと、
「スマホ子守りやめてという正

ところが、これに大きな反論が出ているわけです。

を選びました。

両親は子どものいる部屋にテレビ、パソコン、ビデ

「医師がするそもそもの議論は」というようなことで、

新聞、ボードゲーム――これはいろいろ野球ゲームを

オゲームを置かないこと。夕食中はテレビを見ないこ
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というのは、一緒にいるようでてんでんばら
Together
ばら、そういう世界です。ラインでつながっているよ

「勝手なことを言っている」という理由の反論がたくさ
ん載っています。
うだけれども、そうではないということです。
「この

年間の研究成果として私が発見したことは、

これをちょっと読んでみます。

「スマホに子守りをさせないで！」はエビデンスが
ないという意見は、私に言わせると、スマホが
virtual
ポケットに入ってしまうこの小さな携帯が、私たちの

同じものというふうに、少なくとも２歳から３歳くら

が理解してしまうわけでもあります。要するに、親と

”であることについて理解がないと
world-the Internet
いうことなのです。その世界を現実の世界だと子ども
はさらに孤独を深めているのです（ Alone Together
）
。

は孤独な人達を結びつけているように見えますが、実

させるほど心理的に強い影響を与えることです。携帯

をつくり出すコンピューターであり、また、スマ
world
ホが誘うインターネットの世界は、独立した“

いの子どもは認識してしまうということであります。
人対人の関係（ face to face relationship
）を深めるた
めには会話が必要です。会話では話したことを変える

行動を変化させるばかりでなく、私たち自身をも変化

アメリカでは、

あなたは私を知らない。
要するに不特定多数に話しているわけです。
あなたは私を見ることができない。
直接触れ合っていないわけですね。あなたは私を

これはゲームだよ。
いざとなると、これは単なる遊びですよという感
私たちは対等だよ。
不特定多数と話していますから、上下関係である

すべては私の考えにある。

則だろうと思いますが、その後になってくると、子ど

までは、こういった機器には一切触らせないことが原

すことはできません。結論から言うと、２歳から３歳

そうは言っても、この世の中、スマホなしでは過ご

いう効果を生み出してくるわけです。

トを介しての会話は、相手に対する配慮が欠如すると

って、ラインでの会話とか、いろいろなインターネッ

は成り立たないことになってしまうわけです。したが

い」が日常化すると、人と人が面と向かってする会話

要するに equal
な関係です。
人 は ス マ ホ を 介 し て こ の よ う な「 気 楽 な 人 づ き あ

とか、人間関係に何の配慮もない。

⒍

覚がある。

⒌

で済む。

いやになったら、ハイさようなら、
“ See you later
”

⒋ 好きなときにさようなら。

省をする能力（スキル）は発達の基盤です。

大きな問題です。成長期の子どもにとってこの自己内

することは自己内省をする能力を損なうことになり、

と会話をするかを学ぶことになります。会話から逃避

お互いに会話することは、自分達がいかに自分達自身

まうか、気にしなくなるのです。

てしまい、しかも、時間が経つとそのことを忘れてし

が思うように編集したり書き直して、自分をごまかし

トメールやメール、インターネットへの投稿は、自分

ことができず、それで終わりです。ところが、ショー

と
Sherry Turkle

⒊

を使うときには、経済的負担を理由に２つの基本的な

もがニューメディア（という言い方をしていますが）

見ていない。

⒉

⒈

このことから、次の６つの特徴を挙げています。

手に対する配慮の欠如）効果が起こるのです。

が Face to face communication
media communication
に優先する理由ですが、オンラインによる脱抑制（相

のか。こういうことを言っている人がいます。 Face to

では、スマホを介しての会話はどのような特徴がある

なければいけない。

』と
Conversation The Power of Talk in a Digital Age
いう本を書いています。この時代こそ会話を重要視し

ということで、『 Alone Together
』
の後に、『 Reclaiming

います」。

所をつくるかについて、前向きに考えることを望んで

つかい、お互いがしゃべることに真剣に耳を傾ける場

人々が家庭や職場でいかにしてお互いにもっと気を

い う 人 が、“ Connected, but alone
” と い う こ と で、
』 と い う 本 を 書 い て い ま す。 Alone
Alone Together

『

学 者 が い ま す。

言っている心理

れるということを

とによって損なわ

がスマホを使うこ

ンの大切さ、これ

コミュニケーショ

virtual

15

全てを私の頭の中、私の考えることだけを進めて
一向に差し支えない。

29
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Sherry Turkle

約束を交わすべきです。

スマホを使う経済的能力は、今の子どもたちには絶

でゆっくり読んで

版 で「 母 か ら 子 へ の
、 の約
これは
Kindle
iPhone
束」というのがありますし、我が国の出版物でも、
『イ

いただいたら、我

対ないはずです。したがって、携帯電話やスマホの購

それから、インターネットやメールにかかわるプロ

が国の子どもにも

ンターネットのお約束』というのが出ています。

バイダ、メールアドレス、SNS などの ID とパスワ

みんな当てはまる

入費と維持費の決済方法について、きちんとした約束

ードを保護者に公開することを約束する。小さい年齢

と思います。
「アダ

をするということです。

ですと、これは親の考えだけでできますが、小学校高

ノは禁止」とか、

学年ぐらいになってくると、きちんとした約束をしな

「他人にあなたの

ルトサイトやポル

これは皆さんご存じかと思いますが、アメリカのお母

大事なところの写

18

ければいけないと思います。

さんが子どもに iPhone
を与えたときの「 の約束」と
いうことで、世界的に有名になりました。これを一々

真（要するに裸の

13

説明しているとちょっと大変なので、要旨だけ言いま

iPhoneを渡すこと

す。

④学校がある日は7:30pmに、週末は9:00pmに、そして翌朝7:30amまではパパかママに

「あなたは立派な、そして責任が持てる 歳の男の子

③これは電話です。パパかママの電話には必ず出ること

てはだめ」
、こうい

②iPhoneのパスワードはお母さんに報告しなさい

です。だからこの贈り物がもらえるのです。次に示し

①これはお母さんのiPhoneです

いてあります。

18の約束

ていることが守れなかったら、あなたの iPhone
所有権
はなくなります。私の希望は、あなたがこれらの項目

 こどもがメディアを使うときの約束について学校教育や有識者からの提言
はあるが、母親がこどもと約束を交わしたことが重要な点である。

だけに当てはまるものではなく、人生にも当
iPhone

Massachusetts Mam has Son Sign18-point Agreement for iPhone

について同意できることです。ここに示した教訓はこ

の

母から子へのiPhone、18の約束

⑤学校に持っていってはいけないが、特別の事情があれば相談にのる

⑪公共の場では電源を切るかサイレンとモードにする

18

⑫他人にあなたの大事なところの写真を送ったり、貰ったりしてはだめ
⑬むやみに写真やビデオを撮らないこと
⑭ときどき家にiPhneを置いて出かけるようにしなさい
⑮みんなが聞いているのとは違う素晴らしいあなただけの音楽をダウンロードしてね

18

⑯ときどきワードゲームやパズルや脳トレ系のゲームで遊んでね
⑰グーグル検索だけに頼らず、ちゃんと周りの世界を自分の目で見てほしい
⑱この約束を破った場合は、お母さんはiPhoneを取り上げます。そして何がまずかったか、
一緒に考えて、また一からスタートしましょう。

わが国の出版物の１例

32

日本語訳

31

Kindle 版

18

てはまるのです」。

⑩アダルトサイトやポルノは禁止

ここに挙げておきました「 の約束」というのは、後

⑨友達の親の前で言えないことをiPhoneを使って言わないこと

写真です）を送っ

⑧相手に面と向かって言えないことはiPhoneを使って言わないこと

たり、貰ったりし

⑦iPhoneを使って人を傷つけないこと

うことが 項目書

⑥自分のせいで壊したときは、修理費は自己負担

一番最初に、「 iPhone
のパスワードをお母さんに報
告しなさい」と書いてあります。これは一番大事なこ
とです。
まとめですけれども、スマホは本物そっくりの人間
になるために、乳幼児にとって愛着障害の原因になり

す。
どうもありがとうございました。

ご清聴ありがとうございました。
（拍手）
前川

違った面から、バーチャルの問題とか、スマホの問
題を新しく解説していただきました。

活にとって最も大事です。会話によって人と交流する

スマホに子守りをさせてはいけない。これは社会生

乳幼児の生活環境を、「生身の人間（
）
live
pearson
と触れ合うこと」と「実物（ real presentation
）を提
供すること」に徹するべきです。

いこと、わからないこ

に、３人の演者を含め

入りますので、この間

これから休憩時間に

特に今の先生のお話で、わからないことはあります

（ face to face communication
）力がうまく育たない。
日本小児医療保健協議会、日本小児科医会、米国小
とを書いて届けてくだ

やすい。

児科学会などは、乳幼児に制限なしでは、テレビ、ビ
さい。
〔休
開〕

憩〕

次は、
「触れ合いは五感の刺激が多いほど効果がある

のことです。

〔再

て、いろいろ質問した

先生、どうもありがとうございます。

か？ 質問をしてください。大丈夫ですか。

デオ、パソコン、スマホ、タブレットなどに触れさせ
ないことを勧告しております。
子どもにスマホを持たせるときは、しっかりした約
束を取り交わしましょう。
スマホは、母親の愛情に代わり得る要素を持ってい
ます。したがって、小さな年齢ではよほど気をつけて
触れさせなければいけない。
これを、私の締めくくりの言葉とさせていただきま

総合討論

が、男性、父親のにおいによって違ってきますか」と

といいます。嗅覚として、女性のにおいとありました
前川（座長） たくさんの質問をいただきました。順番

いう質問です。

親が子どもに長く接触し

園に預けないでので、母

これは、子どもを保育

ります」という質問です。

よって、愛着障害を起こす子が増えるかどうか気にな

「ゼロ歳児から母親が保育園に子どもを預けることに

にも育児性があると。これはまた議論ですけれども、

このことを以前は「育児性」と言っていました。男

いによって子どもが拒否することはないと思います。

もはだんだんなつくというか、父親でも、においの違

からでもその父親が意識してかかわってくれば、子ど

赤ちゃんは父親を受け入れません。しかし、もし途中

クをやったりとか何かは全部お母さんがしますので、

これは、生まれて間もなくは母親が抱いたり、粉ミル

に答えていきたいと思いますけれども、幼稚園の方か

ているから普通に育つか

子どもを育てる上では、母親的な人と父親的な人の２

らの最初の質問です。

というと、そういうわけ

人が必要だということになっています。

障害は起こりません。い

十分にすれば決して愛着

間を、むしろ触れ合いを

までは、前川先生がお話しになった、特定の養育者と

えないといけないと考えています。首がすわる３カ月

ども、ゼロ歳児期に関しては、何カ月単位で分けて考

古野

古野先生、今のことで何かありますか。

ではないのです。保育園

くら一緒にいても、かか

の密着した関係というのがすごく大事だなと、私は乳

に預けて帰ってからの時

わり方が悪いと愛着障害

児のプログラムをやっているので、そう思います。

先ほどの質問の「ゼロ歳児保育の件」ですけれ

は起こします。それだけ

33
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いも、我々の小さいころはみんな子守りをしておった

そこで、先ほど来申し上げている非常に特殊なスマ

それから、首もすわっ

ホの持っている特徴から言うと、これはもう避けて通

わけですね。お兄ちゃんが妹を育てる。そういうこと

親だとか、そういう人た
れない、どうしようもない状況だというふうに理解す

てお座りができるくらい

ちがかかわることがかな
ると、では、どうすればいいのかということですが、

がなくて１対１になってしまったら、どうしようもな

り上手にできるようにな
少子化という現象が解消されない限り、私としては、

に な っ て く る と、 第 二

ってくる。保育園のよう
この問題はついて回って、どうにもならない問題だろ

いという現実はあるかと思います。

に、１日離れておくとい

者、第三者、言ったら父

うのができるようになる
うと思っています。
時間いるなんて、異常な世界ですね。しかし、そう

いつも思うのですが、親子２人が顔と顔を合わせて

のは、せめてハイハイ、できればたっちができるよう
ありがとうございました。それでは村田先生へ

になってからかなというふうに私は思っています。
前川

の質問の回答をお願いします。

せざるを得ない。そういう状況ですから、我が国の対
策としては、少子化をどう解決するか。スマホの問題

質問をたくさんいただいていますが、大きく分

村田

言うことも大事ですが、やはり社会全体、特にスマホ

に関しては、皆様方にこうしなさい、ああしなさいと

一つは、
「いろいろなことを言うけど、スマホなしで
を売っている業者が、子育てに対してきちんとした理

けると２つになると思います。
どうやってやればいいのか」
、そこに共通点があると思

解を持って、それなりに対応できる社会をつくり上げ

すから、人が一番偉いという感覚。しかも、神に選ば

るように我々は努力していかないと、この問題をお父

れたもの、エリートです。これが一番偉いという感覚

例えば、今のような少子化の時代に親子関係だけで

います。

したがいまして、発達障害もどき、という言葉を使

がありますけれども、東洋人はそういう感覚はないで

さん、お母さん、家族に投げても本質的な解決はなか

っていいかわかりませんけれども、今、私は大学にい

す。自然と同化してしまう。世の中にあらわれる現象

やっている。昔は、大勢家族がいて、子どもが泣いて

ますが、人づきあいができない学生さんがいっぱいで

全て、自分と同じレベルで同化してしまうという感覚

なか難しいのではないかと思っています。宿命的に少

きてしまうんですね。これは私どもの大学そのもので

いれば、それぞれ世話をする誰かがいたし、きょうだ

はなく、いろいろな大学が、人づきあいをどうしよう

があるから、バーチャルリアリティという概念はなか

至上主義なんですね。絶対神で、人は選ばれたもので

かと。例えば、お弁当を一緒に食べられるようなこと

なか浮かんでこないのではないかと思っています。

子化であればこれは仕方がない状況。

を大学でもやったりしていますが、今の少子化社会で

来ても、結局、 YouTube
をやっているという現状

います。率直に言いまして、孫が私のところへ遊びに

ともっと現実味をもってやっていただきたいと思って

が一番の被害者ではないか。ぜひ、少子化対策をもっ

はそういうものをつくって平気でいます。こういう感

絶対にこういうことはあり得ないですけれども、我々

とは絶対ありませんね。乃木神社、東郷神社なんて、

神を全て受け入れる特に日本人（東洋人も一般的にそ

れども、一神教を信じる西洋人は、多神教であり自然

ルという言葉は非常に深い意味合いを持っていますけ

キリスト教の教義も、バーチャリティー、バーチャ

になってしまうことは告

はこれはどうしても避けて通れない。だから、子ども

白しておかなければいけ

覚が、コンピューターが生み出す世界も同化して受け

それから、バーチャル

ついての深い理解を欠いてしまうことになる、そんな

入れてしまって、コンピューターが持つ特殊な状況に

ういう傾向がありますが）と違い、人を神様にするこ

ないと思います。
リアリティの問題ですけ

ふうに思っています。
ら無差別殺人もするのかということですけれども、私

それから、こういうバーチャルリアリティがあるか

れども、恐らく西洋人の
感覚というのは、ヒュー
マニズムというか、人間
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24

はこれはかなり影響があるのではないかと思っていま

ければと思います。
以上です。
古野先生への質問は、どうでしょうか。

す。ゲームは、人が死んでも死んでもリセットすると
前川

一つは、コンピューターやスマホを使わないわけに

生き返りますよね。物すごい勢いでぶん殴っているけ

はいかない時代になっているから、それをどうしたら

どこからいきましょうか、というぐらいたくさ

いう経験が今は全くないので、人を殴るとどういう痛
いいのかというお話があります。子どもに関して考え

古野

みがあるのか、人が死ぬとどうなるのか、ということ
るときは、まず保育園関係の皆さんはちゃんと知って

れども、痛いも何も感じない世界です。我々の小さい

がわからない。「妹が欲しいから赤ちゃん買ってきて」
いるはずの子どもの発達段階の話を、きちんとベース

んいただきました。

という実話があるくらい、今、そういう世界に暮らし

ころはケンカをしました。殴り合いもしました。そう

ているので、ゲーム等が与える影響は私は非常に大き
に置かないといけません。これが吹っ飛んじゃってい

も、非常に優れたシミュレーションができ上がってい

ジェット機を操縦したのでは墜落して大変ですけれど

から２歳まではテレビを見せないほうがいいですよと

す。例えば、アメリカや日本の小児科医会が、１歳半

おおよそ発達段階を基準に考えると答えが出てきま

「何歳だったらどういうメディアを？」というのは、

ている過程で見せることはＮＧ。ということは、仮想

に悪影響があるということなのです。それらが発達し
んですね。

ムをやらせているか、な

えると、いかに早くゲー

ットは？」です。私は、

たい空想の世界、ファンタジーの世界がサンタさん。

と言っています。子どもにとって最後までとっておき

は、私は、サンタさんをやたら疑う歳、あれが境目だ

ゲームをやっていいかどうかというわかりやすい区別

論調でした。しかし、それはインターネットの本質を

れども、そういうことをきちんと規制すべきだという

題です。この間、新聞にも取り上げられていましたけ

エロ・グロに変わっていくわけです。これは内容の問

う一見子ども向けに動画が始まるのだけど、途中から

37

いのではないかと思います。

ます。そのシミュレーションというのは、シミュレー
言っているのは、それこそ仮想と現実、画面の中の出

るわけです。どうせスマホは使わせるのだから、早く

ションをやった次の段階に現実世界があるという状況

来事と現実の区別がつくかどうか。この区別がつくよ

コンピューターがゲーム的なものをやることの本質的

があって初めて意味を持つわけです。現実社会がある

使わせたほうがいいでしょうといって、０歳、１歳か

という現実がなくてシミュレーションがあるだけとい

うになっていないと、テレビの中で何が起こっている

な意味は、私はシミュレーションだと思っています。

うのは、これはまた非常に大きな問題だろうと思って

かわからない。単なる光の刺激でしかないわけです。

ら使わせていることがまずいわけです。

いますが、お答えになりましたか。また質問をいただ

ら 歳なのです。そう考

例えば、ジェット機を操縦するのに、最初から本物の

見せる意味もないし、さらに、目の発達や認知の発達

的に見るものに関しては全部ＮＧになります。結果、
もう少し進んで、
「ではゲームは？」となると、ゲー

「社会の大人のドロドロ

で は、
「スマホとかネ

ムというのは今度、現実と空想の世界の区別がつく段

した世界を見せてもいい

スマホやゲームも全部ＮＧになってくるわけです。

階ということ。これがはっきり区別されていないと、

と思える年齢」と言って
います。実際そうですよ

使ってはいけない。
もう一つは、ゲームは依存性が非常に高いです。やり

ね。ネットに触ると社会のドロドロしたところがいっ
最近の話題で言うと、
「エルサゲート」というのをご

始めるとやめられなくなるという依存性が高いので、
ない。それは、自分でちゃんとお約束をして、自分の

存じですか？ 「アナ雪」のあのエルサというキャラク

ぱい見えます。

お約束を守ろうという努力ができること。それは恐ら

ター、要するに、ディズニーのアニメだとか、そうい

それを我慢できるだけの自制心が育っていないといけ

く８歳から 歳ぐらいです。

それをいよいよあきらめるのが、サンタさんを疑うあ

初からそんなものが混在している社会なんだというこ

理解していないです。インターネットというのは、最

ゲームをやらせていい年齢というのは、本当は８歳か

10
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10

の歳なんですね。それは８歳から 歳です。だから、

10

つもない。使わせていいことは一つもないです。

る。運動機能にも影響が出るということが、じわじわ

操作をするということで、指先の発達にも悪影響が出

さらにスマホには、操作が入ります。指先を使って

吟味して見せることができます。 YouTube
はそれがで

と。だから、 YouTube
を見せることとビデオを見せる
ことは、全く意味が違うのです。ビデオは親が内容を
きないのです。

て責任が負えるような年齢。見るだけなら大人のドロ

が生じるのです。それを考えたときには、社会に対し

社会に対して働きかけができます。社会に対して責任

す。「でも、子どもの発達段階から言ったら、それは

が問題なのです。流れ、風潮を変えないといけないで

社会ではそれが当たり前だから」と言ってしまうこと

に、そのことを知っている皆さん方が、「いや、でも、

そういう発達のことを考えれば当たり前のことなの

データが出てきています。

ドロした世界をわかる年齢。これは多分、中学校３年

まず、見ることだけでもそうなんですね。ましてや

か高校１年ぐらいだと思います。さらに責任がとれる
やっぱりおかしいんですよ」と、発達を知っている私

ていろいろな面に悪影響が及びます。今日お話があっ

う「あり得ない」でいいのです。とにかく発達に対し

てことはあり得ない話なのです。それに関しては、も

そういう意味で言うと、スマホを乳幼児が使うなん

もコンピューターのアプリをつくりましたからわかり

っています。すごく良い人たちがつくっています。私

くっている企業はどう考えているのか――善意でつく

ている企業はどう考えているのか。ベビーアプリをつ

くるかということをちゃんと勉強している人はいない

ただ、残念なことに、子どもがどのように発達して

ますけれども、一生懸命考えてつくっています。

ものの見方、大人に対するものの見方、そういったあ

です。製品が子どもに対してどんな影響を及ぼすか、

子どもたちは必ず一次情報というものに厳密に接す

りとあらゆるところが歪みます。見せていいことは一

はほとんどいないです。もしいたとしたら、辞めて人

る必要がありますけれども、インターネットを介して

ネットを介しての情報という問題があります。

前でその問題点をしゃべっていると思います。私のこ

収集する情報というのは、何が一次情報なのか、二次

さんが、
「家事の忙しいときに、 YouTube
、どうしても
欠かせないんだよね」と言ったときにどう答えるか。

さんから出てくる言葉が違ってくると思います。お母

うことにまず土台を置いてください。そうすると、皆

だから、ちゃんと発達のことを考えて話をするとい

その情報の質を理解できるようになるというのは、相

「質」がインターネットを介したときにはわからない。

けです。フェイクニュースとか、今、盛んにアメリカ

もって悪意のある情報を流していく場合もあり得るわ

流しているのは非常に困ることですけれども、悪意を

情報なのか。それから、善意をもって間違った情報を

「そうだよね。しようがないよね」と言うか、「いや、

当トレーニングを受けた後でなければ難しい問題なわ

で問題になっていますが、一番大きな問題は、情報の

それは赤ちゃんには悪いんだよ。でも、大変なのは本

けです。
それともう一つ、インターネットで集める情報の問題
点は、いいとこ取り。悪いところは全部捨てていくわ
けです。気に入った情報だけを集めるという傾向があ
情報収集という問題について、もう少し基本的な教育

って、世の中、それでは情報の偏りがあるのですが、

今、お話があったように、やはり２歳までは、どう

をしていかなければ、子どもたちに、インターネット

補足させていただいていいですか。

いうことがあっても私はこういうメディアに触れさせ

今の村田先生の、どうして２歳までかというこ

ないほうがいいのではないかと思います。それから先
の問題は、いろいろ複雑な社会的状況があるので問題
だと思いますけれども、例えば、 YouTube
やインター

前川

の問題、 YouTube
の問題、いろいろ本質的な問題を扱
うのに難しいところがあると思っています。

村田

ことだと思います。

皆さんが土台をどこに置くか、そこがとても重要な

うよ」と言うか、という違いになってきます。

当だよね。その大変なのをどうするか、一緒に考えよ

いうことなんですね。

とですが（笑）
。やってられなくなっちゃいました、と

そこに対して意識があるコンピューター技術の開発者

実の認知のこともそうです。それから、社会に対する

た愛着のこともそうです。視力のこともそうです。現

もう一つの質問で、例えば、
「鬼から電話」をつくっ

す。

たちがそれを言わなかったら、誰も言ってくれないで

歳以上ですよ。だから、本当にネット

となったら、
助してというところまで制限をつけても、 歳前後ぐ

をちゃんと使えるというのは 歳以上です。大人が補
18

らいまで下げられるかどうかというところです。

10
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の保護から表へ出る時期なんですね。それまでは、い

との答えですけれども、２歳というのは、ちょうど親
保育をしている、子どもを育てているお母さんの声に

それから、赤ちゃんは耳が聞こえます。それで、最も

大概のお母さんは、生まれてすぐ赤ちゃんを見せる

反応するわけです。それから、生後５日以上たつと、

と、抱きしめたり、さすったり、母乳を与えたりしま

わゆるバーチャルなスマホとか、ビデオとか、そうい

す。バーチャルのスマホにしろ何にしろ、子どもはそ
す。それに対して赤ちゃんも、一方通行じゃないんで

お母さんのにおいがわかって、声がわかって、そっち

れを勘違いしてやってしまうので、子どもが育つのに
す。そこで初めて親子の触れ合いが起こるわけです。

うものは子育てには必要ではないのです。何が必要か

弊害があるから、２歳なのです。だから理屈から言え
それによってお母さんの育てる力と、赤ちゃんの育つ

に抱きつくようないろいろな行動をする。

ば、見せても、害にはなっても益にはならないという

というと、愛情を持って親との触れ合いが必要なので

ことが２歳だと思います。
力にスイッチが入るということになっているのです。
に育てられて愛着形成が

それからもう一つ、これは僕への質問です。
さい」。先ほど、妊娠中の母親には育てる力が遺伝的に
十分な母親とか、支援が

スイッチが入るのですけれども、過去において、大切

組み込まれて、赤ちゃんにはいわゆる育つ力が組み込
ある母親はスイッチが入

「同調する能力とありましたが、詳しくお聞かせくだ

まれているということを話しましたね。それはお産し
りやすいのです。過去に
待とか何かされた親たち

ただけではスイッチが入らないのです。それがまず一

はスイッチが入りにくい

そういうことがない、虐

ボールビーという人の、どうしてそういうものがう
のです。

つの問題。
まくいくかという研究の一環だと思いますけれども、
そういう能力がありま

赤ちゃんは生まれて間もなく目が見えますね。その見
える距離が、ちょうど母乳をやっているときのお母さ

泣いたって何かというのはわからないですよね。どう

親になるかというと、赤ちゃんというのは泣きますね。

すよ。子どものことをじっくり見るということをやれ

多くの親が、自分の子どもをほとんど見ていないんで

どんな関わり方がいいのかということですけれども、

すと、今度は、どうして

していいのか。だけど、愛着を持って育てられた親た

るような、何かうまい手段を考えるといいです。
【参考

んの目と赤ちゃんの目なのですね。

ちは、何だかわからないけれど、同調する能力にスイ

１参照】
保育園、幼稚園では連絡帳があると思います。それ

ッチが入って、わからないけどオムツを替えたり、母
乳を与えたり、抱っこしたり、それで快の状態にする
というのが、この同調する能力です。
これが、例えば否定的な妊娠とか要支援家庭の親だ
と、最初のスタートから同調する能力が入らないわけで
す。それから、過去においてスマホ育児で育てられた親

41
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というのは、どうしていいかわかりません。逆に言う
と、スマホでほとんど育てられて自分も今スマホを使っ
ている親たちは、生まれたときからふれあいが不十分で
養育不全をおこすのだと思います。人生のスタートから
いろいろなことにマイナスに残るのではないかと思いま
す。これは非常に難しい問題だと思います。
以上です。
古野 先ほどの、
「では、スマホやメディアがだめだっ

たらどうするの？」とか、
「どうやったら子どもたちに
いいメディア習慣がついていくのか」というところの
質問がたくさん来ているので、まとめてそれにお答え
しようと思います。

【参考1】

でもこんなことができるかどうか、見ていて」といっ

もができるようになったことなどを教えて、「おうち

よく見ていて」というお話をする。園で見つけた子ど

ことができるようになっているみたいだから、今日、

るのではないかと思います。そういうときに、
「こんな

から、お迎えのときにちょっとお話しをする時間があ

こからなのです。直接コンタクトを取れる親御さんの

が依存状態の場合も同じです。依存状態の親もまずそ

テップに進みません。ですから、そこを十分やる。親

が十分受け入れられたという体験をしないと、次のス

が十分かまってもらえたという体験、あるいは、自分

ね。親自身がかまってもらっていないのです。親自身

もいるでしょう。そのときは、
「子どものことをよく見

場合はそれができますから、そこから入っていく。多

たらわかるようになるよ」と伝える。非常にシンプル

て、とにかく「子どもを見る」こと自体を親にやって
その次に、これは支援センターのように親子一緒に

分、
「子どものことがよくわからない」と言っている親

来るところではやりやすいのですけれども、子どもが
な話です。

もらう。これがまず一つです。

今、何を感じているか、何を考えているか、「どう思

得る方法は、前川先生のスライドにありましたが、全

親から信頼を得ていないといけません。親から信頼を

できるようになるためにとても大事なことがあって、

その前段を話すのを忘れていました。そういう話が

す。親が必ずそこにチェックを入れる。しかも、年齢

ットにつながる機器は、子どもだけの約束ではだめで

をつくって、子どもが守るようにしていいのです。ネ

ださい。ネットにつながらない機器は、子どもが約束

つながる機器とつながらない機器をはっきり分けてく

それから、メディアとの関わり方ですが、ネットに

部受け入れる。スマホを触りながら子どもを迎えに来
的には、親が一緒でも 歳ぐらい以上です。社会とい

う？」と聞いてみる。

るという親も受け入れる。それから、子どもにスマホ
をすぐ渡して YouTube
を見せてしまうような親も受け
入れる。
「まず、今はそれでいいよね」というふうに受

ば、ネットにつながらない機器で、なかでも一番最初

うものが少しわかるようになってからですね。

ことを、私の資料に書いています【参考 2 参照】。
「ス

今、スマホ時代だからこそテレビの約束が大事という

「どんなものを見せているの？」と聞いてもいいです

その番組が見たいのかという理由を大人も子どももち

単に「この番組が見たい」だけではなくて、どうして

テレビの番組決めで家族会議を開くのです。それも、

に取り組むのはテレビです。テレビの約束から入る。

今、皆さんが対応しているお子さんの年齢から言え

け入れていく。

マホ時代だからこそ必要な家庭での『テレビの約束』
」。

「お父さんにはこの野球中継を見せて。何せこのチー

ゃんと言うわけです。
ムの動向がわからなかったら、お父さんは仕事も手に

先ほど村田先生がおっしゃったように、今、情報を
どう選ぶかということがすごく大事なのです。情報の

つかないんだから」と説明をする。子どもは子どもで
言う。それが情報を選んでいくときの基準をつくるわ
けです。
もっと大事なのは、見終わったら消す。要らない情報
は遮断する、という習慣をつける必要があるのです。
それがこれです。テレビを見終わったら消す。これ、
幼児はできるんです。できないのは大人です。頷いて
いる人、そうですね？ だから、まずは自分が試して
それから、食事中は消す。これは直接情報を大事に

みるといいです。
するということです。直接的な人間関係、目の前にい
る人のほうを大事にすることです。テレビをつけてご
飯を食べていたら、ご飯とか、目の前にいる人の会話
よりも、テレビのほうを優先しているわけです。そう
いう方に限って（
「親御さん」と言わずに、あえて「方
（かた）
」と言いますが）
「子どもが食事中にスマホを使

43
44
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選び方の土台をつくるのは、テレビの番組決めです。

【参考2】

うもん」という話です。直接情報のほうを大事にする

って困る」と言うわけです。
「あんたも、テレビ見よろ
ないといけません。先ほど言った、親は子どもを観察

者が、しっかり保育園側の話を聞ける態勢ができてい

ゲームですが、ゲームは手ごわいですよ。これは保護

しよく見ることが大事です。保育園側は親の年齢など

という習慣を家族の中でつくっていくこと。
「夜、早くやめる」。「朝、つけない」。朝、つけない
ればいけないことがたくさんありますね。それを優先
をさせないほうがいいです。保育園、幼稚園の年代で

本来、保育園、幼稚園に通っている年代ではゲーム

も意識し親子ともよく見ておく必要があります。

するようになる。そして、「１日の総時間を決める」。
は、私たちの基準から言うと、テレビの約束で終わり

のは、行動を優先することになります。朝はやらなけ

こういう約束を子どもと話し合って決めるということ
ます。スマホはもっとずっと後の話なので、使うこと

覚えさせる。守れたらすごく自己肯定感は高まります

ていく。「お約束」というのをつくることに楽しみを

すのに大切な約束を園児と先生と一緒になってつくっ

園でやっていただくといいと思います。園の中で過ご

ら４歳さんぐらいのクラスから、お約束づくりをぜひ

を、保育園、幼稚園の間につける。しかも、約束する

とても重要な力です。この約束する力、約束を守る力

ます。これがゲームにおいても、スマホにおいても、

分でやめるということができる子ども」に育っていき

も書いてありますけれども、
「自分で約束を決めて、自

テレビの約束ができるようになると、この質問の中に

が論外です。

し、守れなかったら、もう一回やればいいというのを
こと自体が自分にとって有意義なんだと子どもたちが

では、園でどうアプローチするかというと、３歳か

を家庭でやっていく。

学ぶわけです。

村田 私の結論から言えば、今、いろいろな社会的な状

ればと思います。

思えるように、アプローチをぜひしていっていただけ

いて、家庭にはお便りで、
「ぜひ、テレビの約束に取り

「約束するのはいいことだよ」と子どもに仕掛けてお
組みませんか」という仕掛けをしていきます。そこか

性というのが出てくる。社会性ができるというのは、

も３歳になってからというのは、３歳を過ぎると社会

テレビの約束がクリアできるようになったら、次は

ノボ、それともチンパンジー？』という本があります

そのためには、非常に面白い本があって、
『あなたはボ

だということを頭にたたき込んでほしいと思います。

とした愛着関係をつくり上げておく。幼稚園に行くの

況が難しいわけですから、ぜひとも２歳までにきちん

自分と他人の区別ができるようになるということです

けれども、これを読んでいただくと、社会関係の中で

ら始めていきます。

が、その間にきちんとした親子関係、愛着関係ができ

どうしてヨーロッパの人たちがなかなか日本の研究

人というのはどのように行動したらよいのか。特に日

を受け入れられなかったかというと、その原因の一つ

本の霊長類学というのは、初期のころ、ヨーロッパの

初期はこれらの研究が非常に攻撃されました。サルの

に、ヨーロッパにはサルがいないのです。ですから、

ていれば、その後、少々のことがあっても大きな問題

研究をして何の役に立つのかということなのですが、

研究者はみんなアフリカへ行ったり、アジアへ来たり

は生まないのではないか、そのように思っています。

今や遺伝子の関係から、大きな出来事というのは、生

する。日本はサルの北限ということで有名ですけれど

学者たちに攻撃されたんですね。ですが、今はそれが

物の分類学上、ヒトがチ

も、そういう意味で、もう一歩、別の原点に立ち戻っ

それから、ちょっと話がおかしなほうへ飛んでしま

ンパンジー、オランウー

て、我々はどういう行動をしたらよいのかということ

受け入れられて、サル学から学ぶべきものは非常に多

タン、ゴリラの仲間にな

いますが、我々もサルですが、高崎山などから始まっ

り下がったんですね。同

を考えていただくのもいいのではないかと思っていま

いと言われています。

じ仲間におりてしまっ

す。

て、我が国は霊長類の研究が非常に進んでいますが、

た、そういう状況にあり

前川

では、僕のところへ来た質問です。

ます。

も担当を決めて特定したほうがよいか。担当を決めず

「０～１歳の子どもを預かる保育園で、保育士の子ど

社会的な関係を考えると

に、複数の保育士が１人の子どもにかかわってもよい

ですから、子育てとか、
きに、やはり我々はサル

45
46

これは私たちがやっているタッチケアのことで、子
た。眼科とか、体の運動器のほうの整形の先生だとか、

それから、産婦人科のほうの産科医会も入ってきまし

児科医だけではない、日本医師会が入ってきました。

どもに乱暴したり、昼寝をしない子どもにタッチケア
そういう先生方も入ってきています。それから、もう

か」という質問です。

を昼寝前にやるわけです。そうすると、子どもの寝つ
少し後の世代になりますが、イヤホンを長時間つける

医療分野の方たちががっちり手をつないでいく。今

きとか乱暴が少なくなる。これ、面白いんですよ。そ

はまず、お互いがどういう認識をしているかという事

と耳が悪くなるんですね。耳鼻科の先生方も入ってき

じだと思うので、特に必要な、そういう問題行動のあ
実確認から始めているようです。ここからどう動いて

れで、そういうのは同じ保育士のほうがいいです。で

るお子さんは、むしろ特定の人がかかわって、タッチ

ています。

ケアなり触れ合いを重点的にやれば、自然とよくなり
いこうかというのはまた次の段階になってくると思い

すが、そういう問題行動のない人たちは誰が見ても同

ます。だから、これはケースバイケースです。

その点からも日本小児科学会などはもっと親たちに訴

るなどの悪影響は、明らかに証明できると思うので、
として一緒に動いていってください。そういうことを

みをそろえるようにしていますので、ぜひパートナー

保育士さんとか幼児教育の方々とも、私たちは足並

ますけれども、そういった動きは始まっています。

えていくことはできないのか。産婦人科などとも連携
ご紹介しておこうと思います。私たちのＮＰＯも実は

それから、「スマホを長時間使うことで視力が弱ま

し、親へ今日のような話をする機会はつくっていけな
それから、先ほど、サルの話が出ました。実は私た

それに陰ながらご協力しております。
ちは先々週、全国フォーラムを開いたばかりで、そこ

いのか。幼児教育者だけに任せるのではなく、もっと
医学の世界から発信していくべきではないかと思うの

に京大の総長、山極壽一さんというゴリラの研究家を
お招きして、サルと類人猿の違いなどをお話ししてく

ですが」と。これは我々、やっているんですよね。で

古野

ださったんですね。サルは、子どもと目を合わせない

すけど、なかなか……。
から取り組んでいますけれども、ここ２年ぐらいで、小

に人間の体はなっているわけですから。

日本小児科医会がこのメディアの問題は随分前

んです。サルはもう目を合わせた瞬間に、「どっちが

ね。サルになっちゃっている。そういうことなのです。

それから、赤ちゃんと目を合わせなくなっています

ゴリラは家族をつくりますし、目を合わせるんです。

その辺が人間としての育ちにすごく大事です。そこから

上、どっちが下」しかないのです。
ただし、目を合わせるのは基本的に ㎝くらいのこの

集団の中で子どもが育つというのが当たり前になった

まいます。とっても不思議ですよね。人間は、どうも

ちゃんを、なぜか背中をベタッとつけて床に置いてし

人間がむしろおかしいのです。人間はあれだけ弱い赤

ちゃんを下ろさないです。１年間ずっと抱いたまま。

距離です。至近距離なんです。それから、ゴリラは赤

ろしくないというのは、多分そこからなんですね。で

必要な環境。母子密着の母子カプセル状態がどうもよ

周囲にそれを支える人たちがたくさんいるというのが

らしいということです。安定した第一養育者の次は、

ろな人に顔を覗き込まれながら育つようにできている

言うと、人間の赤ちゃんというのは、どうも、いろい

ところが、今、お母さん方が、サルだとかゴリラに

前川

く考えていってあげないといけないのだと思います。

に対してどうしたらいいかというのを、私たちはうま

も、現実は、母子カプセルになっていますよね。それ

なってきているんですね。子どもが泣いたら、どうし

１年間、ずっと離さないんですよね。それで、人間だ

サルの一種のようです。

ていいかわからなくてずっと抱いている。腱鞘炎にな

けは対面育児といって、いろいろな人が顔を見て面倒

赤ちゃんを人間のお母さんがずっと抱いている。それ

りしていますし。ところが、３キロ以上もあるような

だから、１年間抱いていても大丈夫です。体もがっち

に、赤ちゃんは５００グラムぐらいしかないそうです。

いのだから、無理。あんなにゴリラは体がでっかいの

ん？

が自分の子どもだろうが育てるという関係が人間の対

さんの人がかわりばんこに行って、人の子どもだろう

同で子どもを育てたわけです。そういうことで、たく

部族と争ったりする。女性は、家庭、部落にいて、共

というのは、昔は、男は表へ行って狩りをしたり、

を見るわけです。それが人間たるゆえんなわけです。

そうですね。今の古野先生のお話で、ゴリラは

実際、ずっと抱いているんです。ゴリラじゃな

ってしまったというお母さんを見かけたことありませ

はおかしくなります。もともと床に置いて育てるよう
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面育児です。親だけではなく、いろいろな人が見てい

性はあると思います。

それによって人類は進歩しているのですが、今は、お
少なくとも業者に対しては、私が今日お話ししたよう

ムの最後に、提言を出そうということになりました。

それと、私たち子どもとメディアがこの間のフォーラ

じいさん、おばあさんが周りにいない。父親とせいぜ
な、
「安全性は保証されていません、証明されていませ

るというのは人間の特徴だと思います。

い母親ぐらいなので、そういう風習が少し欠けてきて
タバコは書かれていますよね。あれはエビデンスが

ん」という文言を書くようにしてと。

対面育児、すなわち共同育児が本来の人間の特徴だっ
ないときから書かれていました。エビデンスがなくて

いるというか、廃れてきていますが、原理としては、
たわけです。だから、対面育児というのは決して悪い

ないです。だって、スマホを赤ちゃんが使って企業に

も、書いておくことは企業側として自社を守るために必

それから、いただいた質問で恐縮ですが、
「母子手帳
何かメリットがあるかというと、全然ないわけです。

要なのです。企業側にとって、それはデメリットでは

に、メディアについて、スマホについて書かれていま
だから、私は、書いてくれる公算は結構あるのではな

ことではないんですね。でも、なかなかそれができな

すでしょうか」
「保健所や病院の取り組みなどはどのよ
いかと実は思っています。そういう働きかけを、いろ

い。

うになるのでしょうか」ということです。
います。

いろなところから声を上げていかないといけないと思

れども、業者とか、いろいろな利害関係があるわけで
村田

これは、明らかに悪いとか何とかというのは別ですけ
す。母子手帳に、２歳まではスマホは見せないとか、
りませんで、大きな団体としては、日本小児科学会、
日本小児外科学会という４つの団体が日本小児医療保

日本小児科医会、日本小児保健協会、それから、今は

我々小児科医も全く何もしていないわけではあ

どうですか、古野先生、こういう働きかけが……。
古野

こ れ も、 特 に 乳 児 に 対 し て の 働 き か け は 重 要 な

ので、今、テレビなどは見せないようにというのが母

健協議会というのをつくりまして、そこで、スマホや

いということを、皆さん方が上手に親御さんに伝える

子手帳に書かれるようになっています。だから、そこ

ことが必要です。観察していると、それがわかるんで

ニューメディアに対する問題の提言も今から３年ほど

日本小児保健協会のサイトへ行っていただければ、

すね。赤ちゃんがこんな状態のときは楽しんでいると

にさらに踏み込んで「スマホは」というのも入る可能

今の４つの団体が、こういう問題に対してどういうふ

きで、そのときは触らないほうがいい。そうすると、

ずっとかまっていなければいけないという存在ではな

うに我々は考え、今後、どういう働きかけをするかと

前にしていますが、この発信がどういう形で広がりを

いう提言を載せていますので、参照していただければ

結構自分で遊んでいる時間があります。まずそれを見

いのです。赤ちゃんでもひとりで遊んでいる時間が多

ありがたいと思います。この提言に実効性を持たせる

つけてもらうことです。

見せるか。

ようにする努力も、もう少ししなければいけないと思

どもは育つわけです。ですから、そこらのことはケー

前川

３歳とか、ある程度大きい子だったら、
「かまって」と

て」のときは、本当に 100％かまう。特に２歳とか

ます。その「かまって」のときにどうするか。
「かまっ

それでも、かまってと言ってくるタイミングがあり

スバイケースで、なかなか一概に書けないんです。そ

言ってきたときはちゃんとかまって、言いたいことを

っています。

の辺を単純に書いてしまうと差し障りがあるので難し

ちゃんと聞いて、同意して、共感してあげたら、大体

そ れ か ら、 親 と 子 ど も の 組 み 合 わ せ に よ っ て 子

いけれども、しかし、いずれは、アメリカ小児学会で

１分ぐらいで離れていきます。
子どもがそれだけ遊び込めるような遊びを準備して

もやっていますから、そこらのことぐらいは行くんじ
ゃないですかね。

マホなどがないときにどうやって過ごすか」というお

は い。 質 問 は ま だ た く さ ん あ る の で す が、「 ス

いのではないかと思います。子どもが一人で黙々とや

が書いてありました。これは私より皆様のほうが詳し

は、どんな遊びが遊び込める遊びですか」ということ

おいてあげるとよいということです。質問の中に、
「で

話で、その一つが、子どもを観察するということでし

りたがるような遊びを、ちょっと保育の現場の中で思

まだ質問が残っていますね。

た。それから、先ほどの床に置いて育てる種族なんだ

い出してみてください。何かを引っ張るとか、何かを

古野

ということにもつながりますが、子どもというのは、
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類いです。あと、もう少し大きくなってくると、グニ

ですが、あれ、すごく楽しそうにやりますよね。その

か、私はどうしてもそういうことしか思いつかないの

すとか、ティッシュを全部こうやって引っ張り出すと

台所に行って戸袋をあけて皿を１枚ずつ引っ張り出

積んだり壊したりとか、そういうことが好きですね。

ういう形の基本的な問題ではないかと思います。

まれてしまって、これがスマホ依存症であるとか、そ

る、そういう世界でだけ生活する、そういう状況が生

しまうと言ってもいいのですが、自分の考えを肯定す

て対応しない。反対は避けてしまうわけです。逃げて

ると思います。要するに、反対するということに対し

へ入り込んでしまうという、一番大きな問題が出てく

そういう世界に入り込んでしまうと、今度は現実の

ュグニュ指で操作する類のものだとか、その辺は、す
みません、私よりも皆様のほうがお詳しいかなと思い

ということです。全て自分の考えていること、自分の

ていることは、自分の安易な世界に逃げ込んでしまう

をいただいています。共通していろいろな研究が言っ

況が一番マイナスの影響と考えられるか」という質問

になってしまう。それがもし定着すると、どういう状

村田 私宛に、
「バーチャルリアリティが、現実の世界

を、皆さん方がきちんと伝えてくださればと思います。

どもの発達にとってはあまりよろしくないということ

っていなくてもいい。むしろかまいすぎるほうが、子

ぶ時間が長くなりますから、そんなしょっちゅうかま

えあれば、子どもはどんどんそっちのほうで一人で遊

ポイントは、そうやって子どもがはまり込む遊びさ

いうのは、ゲーム障害の診断基準に当てはまるぐらい

てしまうとか、親の生活自体が狂ってしまっていると

をしているとか、子どもがゲームを邪魔すると乱暴し

うも依存がひどい。例えば、お父さんがずっとゲーム

古野

だと思います。

世界の中に生活するようになることが一番大きな問題

況になっていませんが、自分だけを受け入れてくれる

醸し出していまして、まだまだ我が国ではそういう状

があるとすぐ強制入院までさせます。そういう状況も

大きな問題にはなっていません。中国なんかは、問題

は大問題になっていますが、まだ我が国ではそれほど

どくなると大変大きな問題になります。中国や韓国で

生活ができなくなってしまうということで、それがひ

しようとしていること、それを受け入れてくれる世界

かというのを認識してもらうところから始めることに

ます。

の状態です。今、中国と韓国ではというふうにおっし
なります。

もう一つ、今の依存症のお話です。保護者がど

ゃいましたが、日本では、まだその辺が表面化してい
そうなんですね。

ただくと、どういうアプローチが必要なのかというこ

ム依存症』という本を出されています。それを見てい

その治療の専門家です（脚注１）。最近、
『スマホゲー

神奈川県の久里浜医療センター長の樋口進さんが、

村田

代、 代にすごく多いですから、皆さん方がか

潜在的には１００万人以上いると思います。そ

ないだけです。

古野

態は結構ひどいけれど、

症までいかない、依存状

が多いのです。まだ依存

自身も気にしている場合

ろから始めていく。本人

ら、
まずは味方になるとこ

できるという状態だった

手に手が出せないです。そこまでではない、まだ話が

なり高いです。それがかなり深刻な状態だったら、下

かわられている親御さんたちがなっている可能性はか

つように、子どもがちゃんと育つ家庭環境をできるだ

ではないと思います。皆さんは、子どもがちゃんと育

当に難しいです。それはもう皆さんの立場ですること

ってもらわないといけないのですけれども、それは本

と思います。お父さんはお父さんで治療に向かってい

て影響が出ないようにしてもらうという考え方になる

が問題というのだったら、そのご家族で何とか頑張っ

思います。ご家族がしっかりしていて、お父さんだけ

どもをいかに守るかということを考えたほうがいいと

ベルの人には手を出さないほうがいいです。まず、子

とがわかると思います。もう手が出せませんというレ

れが

まだ人に相談できるぐら

もっと軽い方に関しては、試しにやめてみる「メディ

けいい状態でつくれるように、ということを考えるわ

るということをする。そ

アリセット」をやってもらう。そのためには、まず、

いのレベルだったら、協

のためには、まず、自分

皆さん方が１週間、スマホを「通話のみ」にしましょ

けです。

がどのくらい使っている

力して頑張ってやめてみ

30
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ください。どれだけ苦しいかがわかると思います。そ

「見ない」にしてみましょう。試しに１週間やってみて

う。テレビは「見ない」にしてみましょう。ビデオも
て、きちんとした行動を起こさなければいけないと思

ってきていない。我々もそういうことにも関心を持っ

お聞きしますけれども、なかなか社会的な動きにはな

子どもがかまってほしいというサインを出しま

っています。
前川

こからやってみるのがいいのではないかと思います。
もう一つは、そういった話を皆さん方からだけする
結婚なさっている方、何人ぐらいいる？（挙手あり）

すね。でも、１００％かまえないです。

話せる人間が何人か関東にもおりますし、私も呼ばれ
ご主人が帰ってきて、
「おい、ビール」と言ったとき

のは難しいと思います。よかったら、私たちのように
れば行きますので、来て話をしてもらって、「あのと
回言って何回で出したらご主人は満足すると思

いますか。 回言って５回ならご主人は満足する。４

に、

ことを言っていただくと話しやすいでしょう。一度、
回、６回……あまりやったことないですか。

きにあの先生、こんな話しよったやろ」というふうな
外部の講師から保護者にガーンと爆弾を落としてもら

10

敵としてぜひ呼んでください。ちゃんと敵になります

う。そのためには敵をつくっておくほうがいいです。

ならないほうがいいです。保護者の味方になってもら

って、その後、皆さんがフォローする。皆さんが敵に

して、いくら泣いても、かまってもらいたくても、全

だめなんですね。人間の子どももすごく適応がありま

とになるんですよ。それが６割の法則です。５割では

大体、気がついたときにやれば、よい女房というこ

にやれば、ちょうど子どもが満足して育つ具合にでき

部やることないんです。普通の親は、気がついたとき
万人以
ています。これは、エリクソンの心理社会的発達理論

我が国の中・高校生のスマホ依存症は

上いるという厚労省研究班の報告が、今から５年ぐら

そ れ か ら も う 一 つ、 母 親 は い ろ い ろ な こ と が あ っ

によるものです。

ひょっとしたらそれよりももっとよくないのではな

て、もちろん、保育園などに預けている母親は疲れて

いかと思うのが、
「アンパンマン」
。あれ、正義の人は

児科の外来をやっていても、「ゲームをやっているの

て、褒めるか何かするんです。
「お母さん、さっぱりし

暴力を振るっていいという意識を作りかねないです。

いて、あまりかまってもらえないとおっしゃっていま

たものを着てますね」とか、「元気そうですね」とか、

もう少し学年が上がると、
「名探偵コナン」
。あれは始

で、２時３時まで起きている」ということをたくさん

何でもいいんです。こっちが相手の状態を認めている

まってからもう何百人も人が死んでいますね。それを

かなと思います。

ということさえ満たす。これを共感と言いますが、そ

小学生の登場人物たちが目撃し、その後、笑いながら
ハンバーガーを喰っているわけです。異常な世界です

いです。悪いことでかまってもらってはまずいけれど

す。だけど、人にかまってもらって怒る人は誰もいな

人間というのは、意外と自分のことはわからないんで

た人がいるんです。そういう人に頼んでもいいです。

いものとして推奨されています。それから言うと、
「ク

う見方で見てもらうと、かなり異常なコンテンツが良

子どもたちにどんなメッセージを送っているのかとい

るときにちょっと視点を変えてみてください。これが

そんなふうに、皆さんがコンテンツというものを見

よね。

も、褒めてもらうというか、そういうことも今の問題

レヨンしんちゃん」がお尻で歩いているのはかわいい
ものです。あれは優良画像だと思います。

うと思います。暗い話しか基本的にないですね。しか

て一番よろしくないコンテンツは、実はニュースだろ

とか、医療系ものだったらどうなのか。子どもにとっ

古野

質というものを見極めないとよくない。ゲーム論も大

とか、そんな本もいろいろ出ていますし、ゲームの本

ています。例えば、
「うちの子どもはゲームで育った」

か、ゲームの本質的な問題というのが深く議論をされ

村田

ゲームに関しても、今、リアルゲームであると

も現実の世界の話なので、特に現実の社会がまだよく

変難しい展開を示していることも事実です。

それからコンテンツ、中身の話です。殺人場面

ます。

を解決する一つのきっかけになるのではないかと思い

てくると……。むしろ園長先生とか、保育園には慣れ

いかに親と会話するか、そういうテクニックに慣れ

ってくるわけです。

うすると、いろいろなことがだんだん話せるようにな

したね。そのときは、こちらから親のいいところを見

が、なぜかあまり大きく表面化してこないですね。小

い前に出ていますから、我が国も深刻な問題なのです

村田

ので。

10

わかっていない幼児にあまりよろしくないコンテンツ
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うことを大人は考えて、

る情報が何であるかとい

報 の 質、 そ こ か ら 得 ら れ

繰り返すようですが、情

での間は、共感力がすごく高まっています。共感する

ものだと思えない。赤ちゃんが生まれて半年ぐらいま

図的に環境としてつくり出さないと、それが心地よい

合う、それから、よその子どもを見るということを意

ってきています。つながってちゃんとお互いが関わり

親自身が、今、つながるという体験がすごく薄くな

ンパワーメントセンターＢｅｅが開発した「親育ちプ

子どもには必ず一次情報
能力が高い時期にそういうプログラムをやってもらう

し か し、 子 ど も に と っ

を与えるように考えなけ

ログラム」で、生後 2～4 か月の親子が一緒に参加で

ればいけない。要するに、
と、人生観がガラッと変わります。今まで、人とかか

て何が大事かというと、

現実をまず情報として与
わるのが苦手だったとか、いやだったとかいう人がガ

きるお出かけのきっかけにもなるプロフラム）

えることを基本にしなけ
ラッと変わる可能性もあります。仕事中心で、子ども

私 と し て は、 同 じ こ と を

ればいけないと思ってい
のことより自分の生活、自己実現と言っていた人がガ

また、親同士がちゃんと話し合える環境を、例えば

ます。

支援センターなどでつくり出してやっていくことがす

ラッと変わる可能性があります。そういうプログラム

「ＩＰＰＯ（いっぽ）
」というプログラムを紹介します。

ごく大事で、そういうファシリテーション（会話の支

古野 スマホに依存していたり、自己肯定感が低い親へ

これは、第１子６カ月未満の乳児母子対象の愛着形成

としてやっていますので、ご興味のある方は古野まで

のプログラムです。先ほどの顔を見ながら世話をする

援、活動の促進者）の力を身につけるというのも、支

のアプローチで、「認めるということから始めたら？」

というような、そういうグループのプログラムです。

援センターのスタッフトレーニングとしてやるといい

ご相談ください。

（ＩＰＰＯは、ＮＰＯ法人 北九州子育ち・親育ちエ

もう１点は、今、これだけ乳幼児期の大切さが損傷

ということを挙げました。もう一つ、私がやっている

と思います。そういったものも対応いたしますので、

され、育ちにくい世の中になっているということです

伺いできればと思います。

すが、その点を改めてお

うふうに私は思えるので

の大きな役割になるとい

トシンは、今回のテーマ

オキシトシンを中心にお話をお伺いしました。オキシ

このセミナーに出させていただいております。昨年は

埼玉の保育園の園長をしております。何回か

脳の部分がどう働いていて、その働き方が通常の状態と

技術的に研究しようとすれば、どういう状況を与えれば

私、十分な知識を持っていないのですけれども、今後、

ではないかと思っています。その後の進歩については、

というと否定的な意見のほうが強い形で終わっているの

るという状況で終わっている。賛否両論で、どちらか

の真偽のほどについてはサスペンド（決定の保留）であ

とです。ただし、ゲーム脳はいろいろ検討した結果、そ

一番最初に大きく問題になったのが、ゲーム脳というこ

村田 後の質問、私の名前が出ましたので答えますが、

以上です。

もお伺いできればと思います。

かと私は考えますけれども、前川先生、その辺のこと

お気軽にお声がけください。だんだん何か宣伝になっ
分ほど余っていますので、こうい

ね。これはもっと社会的にも広げていくべきではない

あと時間が

てきましたね。
前川

うことを聞きたいという方がいらしたら、どんなこと

それから、村田先生、

でも結構です。手を上げて質問してください。

脳（ブレイン）のことで、

どう違うのかというのは、かなり鮮明に見ることができ

質問者

テレビゲームやスマホで

ただ、成長段階の乳幼児期にそういうことを実験的

るように技術的にはなってきています。

いうことも聞いています

に対応できるかどうかということが、非常に大きな問

脳に損傷が起きていると
けれども、その辺も少し

題です。これからは、技術的・理論的にはかなり実証
性をもって、どういう影響を与えるのか、それから、

触れていただければと思
います。
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いうことは、かなり鮮明に解析できると思いますが、

ても脳のどの部分にどういう影響を与えているのかと

小さい子どもの発達年齢によって、同じゲームを与え

てきている。

見られるということが、脳の形、脳の画像からわかっ

が頭に思い浮かぶかという話で、そこに発達の遅滞が

次認知――要するに、リンゴと言ったときに、リンゴ

https://www.tohoku.ac.jp/japanese/2016/01/press20160105-

【参考3】

質問者

しかし、先生、それは乳幼児にはないのでは

の研究として発表されています。

ことが起きているということが、少なくとも東北大学

り、定型と違うような発達の仕方が見られたりという

損傷ではないですが、発達に対しての遅滞が見られた

だから、先ほどの「損傷か」ということについては、

うことを、これもやはり論文発表をしています。

小児の脳のいろいろなところに悪影響が出ているとい

それから、ゲームに関しては、２０１６年１月に、

対象が対象だけに、実証的な証拠が上がってくること
は難しいのではないかと考えています。

2016年1月東北大学加齢研究所竹内光准教授発表

古野先生、間違いがなければ、ゲーム脳はどうなっ
たのでしょうか。補足
ちょっと補足し

していただけますか。
古野

ます。【参考３参照】
子どもの脳イメージ
を撮ってその画像解析
をするということを、
これは、対象としている年齢が８歳～ 歳です

ないでしょうか。
古野

私もそう思います。その研究は私も知っていま

はい。乳幼児を対象にした研究は多分ないと思
乳幼児はないですね。

質問者 すみません。ゲーム脳についてですけれども、

前川

います。おっしゃるように、難しいと思います。

古野

んですね。

すが、乳幼児にはそういう研究をやっていないと思う

村田

18

東北大学が非常に熱心
にやっています。川島
隆太教授、それから、
ここに名前が出ていま
す竹内光准教授などで
月

す。テレビの影響に関
して、２０１３年

言語性知能に及ぼす悪影響を発見」

ざっくりは間違いではないです（笑）
。

https://www.tohoku.ac.jp/japanese/2013/11/press20131118-02.html

古野

ゲーム：「長時間のビデオゲームが小児の広汎な脳領域の発達や

長くやっているとよくないということで、冬休みに入

2013年11月東北大学加齢研究所竹内光准教授発表

先ほどのオキシトシンの関係ですけれども、少

言語性知能に悪影響を与えることを発見」

前川

テレビ：「長時間テレビ視聴が小児の高次認知脳領域の発達性変化や

る前に子どもたちに、「 分やったらやめようね」と、

す。言語脳だとか、高

に論文発表をしていま

11

終業式の日にみんなで約束したんですよ。それで、み

なくとも今のスマホによって愛着形成に障害がありま

くないです。やる日を決めることが大事です。やる日

ゲームをしないと不安が増し、依存症になるといわれ

は、前頭前野の報酬：ドパミン回路の側坐核が関係し、

これは、スマホ育児ではありません。ゲーム依存症

とやらない日をつくる。依存性が高いんですよ。幼児

ております。

ゲームに関して言うと、毎日やるというのはよ

かと思います。

すので、オキシトシンの活性は落ちていくのではない

分では長過ぎますか。

んな、
「守れたよ」という声が返ってきてうれしかった

30

期は結構 分でやめられるのです。これが、毎日やる

古野

のですけれども、
30

ておく。週に３日～４日はやらないようにと言ってい

んどん延びていきます。やらない日をたくさんつくっ

習慣のまま小学校低学年から進んでいくと、時間がど

激に経済の発展した国と比べて、問題の発生はどうで

スマホの利用の対策の違いはありますか。中国など急

けれども、いただいた質問に「他の先進国と比べて、

村田

すか。親と一緒に問題に取り組まれますか」というの

あと、古野先生に補足していただきたいのです

ます。やる日とやらない日をはっきり区別をつけると
いうことです。

が あ り ま す。 先 ほ ど、 古 野 先 生 の お 話 に あ っ た よ う
に、アメリカの精神医学会がこういう問題に取り組ん

そのような指導のほうが大事ですか？
はい。そして、やる時間は、小学生ぐらいにな

質問者

で、それを臨床的なカテゴリーとしてどのようにしよ

古野

ると、かためて１時間とか２時間でもいい。ただし、

から、日本語、英語、５つぐらいの言葉の質問の仕方

うか、依存症をどう提示しようかと。質問も大変です

っています。

も、答え方によって変わらないように……。英語をベ

１週間でトータル３時間というふうに私は基準をつく
「ゲーム
質問者 ありがとうございます。でも、私は、

ースにしているけれども、日本語に翻訳するときに、
英語を読んだ人と日本語を読んだ人が同じに考えられ

をいっぱいやっていくとおバカな脳になるよ」と言っ
ています。

57
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ですが、どうしても話がまとまらなかったことがある

るかというような細かいことをやって、定義をしたの
詳しく読んでみると、今申し上げたような疑問を感じ

が米国精神医学会の診断基準を決める委員会の決定を

今後、考えていかなければいけないと思いますが、私

ながら、どこか、我々と彼らのこういう問題に対する

んですね。
結局、どういう形でまとまったかというと、ゲーム依

う形で決着がつきました。スマホとかこういう問題に

細かくやったのですが、最終的にはゲーム依存症とい

員で出て（日本はオブザーバーだったかな）
、いろいろ

中国であるとか、日本からも先ほど言われた先生が委

ブレットとか、コンピューターの依存症という形で、

す。私がアメリカの精神医学会の議論をずっと読んだ

思うので、補足していただければありがたいと思いま

ですが、この辺に関しては古野先生のほうが詳しいと

ッグニュースになるように、ちょっと違う点があるの

れども、それも初めてアメリカでできたというのがビ

ゲーム依存症などを治療する病院ができていますけ

アプローチの違いがあるのではないか。

ついての感覚と、彼らが感じている感覚と、ちょっと
結果は、今申し上げたようなところです。

存症ということでまとめたわけです。スマホとか、タ

違うんです。

大勢の人を取り込んでやるロールプレーというのがあ

方も問題があって、個人で遊んでいるのではなくて、

古野

村田

アメリカの精神疾患のマニュアル、ＤＳＭ―５

そうです。

今おっしゃったのは、ＤＳＭ―５ですね？（脚注２）

すみません。私、アメリカは詳しくないです。

るんですね。あれが非常に大きな問題だとか、それと
というのが２年ぐらい前に出て、それには予備項目と

古野

発達障害があったり、いろいろそういうバックグラウ
して入りました。今度、ＩＣＤ― （脚注３）という

どうしてそういう形でやったかというと、ゲームの仕

ンドもあるということで、私の認識としては、欧米が

ギャップがあります。

特に中国、韓国、日本などで感じている感じ方に若干

こういう問題についていろいろ感じている感じ方と、

注１）が大きくかかわっていらっしゃいます。この二

害」というので入ります。これは日本の樋口先生（脚

ＷＨＯが定義している病気の一覧の中に、
「ゲーム障

つの診断基準はだいぶ違います。

います。どうしてかというと、その２つの国の依存が

どこにそういうギャップを生ずる背景があるのかは、

村田

深刻だからです。

ているような問題とは別の時点で問題になっているわ

村田

古野

そこが問題で、スマホなど、今ここで議論をし

そうです。

いうことで、治療する病院ができたのはたしか４、５年

要な症状の人たちが表にだいぶあらわれてきていると

たのが、先ほど先生がおっしゃったように、治療が必

ですから言いたいことは、ゲーム障害という形

で入るわけですね。

けです。そこが僕は非常に不思議に思っているわけで

前でしたね。それくらいの大騒ぎになってきたわけで

欧米は、今まではそんなに大きく扱われていなかっ

す。

欧米とアジアでは依存に関しての度合いが違うよう

す。日本もそんな状態です。

のゲームが一番はっきり出ます。オンラインのゲーム

です。どうもアジア系のほうがルーズですね。特に子

そうなんですよ。疾患としては特にオンライン

は薬物中毒と同じぐらいの症状が出てくるので、やは

どもに対してルーズで、子どもを依存症にする傾向が

古野

り急を要するということが一つです。

もともと強いのかなと思います。要するに、それだけ

ただ、欧米も今、すでに崩れてきています。急激に

それから、ゲームはまだ利用制限ができます。ゲー

崩れてきていると思います。ですから、これから大問

子どもに対する規律が効きにくいような社会になって

限が、少なくとも大人に関してはとても難しい状態で

ムは１００％制限しても生活には支障は出ない。とこ

す。それから、機能が非常にたくさんあるので、分類

題に発展していくのではないかと思います。

いるのではないか。

しきれないのです。そういうことで、はっきり入らな

村田

ろが、インターネットやスマホとなると、１００％制

かったみたいです。ただ、その他の障害の中には、一

ットを考えたら、地球の裏側と通信しなければいけな

いると言われています。それから、中国も軍隊が一緒

あと、治療に関して言いますと、韓国が一番進んで

とがあって、考えれば考えるほど解決がつかない問題

ったのでは地球の裏側の人とは交信できないというこ

いわけですね。そうすると、昼間だけやりなさいと言

それから、時間制限ですけれども、インターネ

応、ネット障害というのは入っています。

になって、軍隊的な訓練に取り込んでいると言われて
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をいっぱい抱えているわけです。そういう認識もして

ことがありましたか。得ることがあった人、手を挙げ

樋口 進：独立行政法人国立病院機構久里浜医

ＤＳＭ―５：米国精神医学会が発行する「精

ＩＣＤ―

村田光範

への

：国際疾病分類ＩＣＤは、現在Ｉ

（むらた みつのり）先

生

「ネットに奪われる子どもたち～スマホ社会とメディア依存へ
の対応」清川輝基・山田眞理子共著（少年写真新聞社）

著書

が、 ノ ー メ デ ィ ア の 取 り 組 み で 劇 的 に 改 善 し た こ と
から、子どもとメディアの問題に取り組み始めた。
ＩＴ技術者、ゲーム製作者の経験も生かして、スマホ、イン
ターネット、ゲーム等が子育てに与える影響を、講演会、ワ
ークショップで広く啓発している」

改定を検討中

ＣＤ― が広く活用されているが、ＩＣＤ―

脚注３

障害の診断と統計マニュアル」の最新版

神

脚注２

予防・治療・研究が専門の一つ

療センター長、インターネット依存等の行動嗜癖の

脚注１

しくお願いします。（拍手）

ンポジウムを終わりたいと思います。これからもよろ

短時間で恐縮ですけれども、これをもって本日のシ

です。

てみてくれる？（挙手）わあ、うれしいですね。感激

まだまだご質問があると思いますけれども、そ

おいていただきたいと思います。
前川

ろそろ時間が来ましたので、締めの言葉にさせていた
だきます。
子どもに対するメディアの影響については 年以上
前から言われておりますが、依然として解決しており

生

ません。今回は、子どもが育つ本質、原理からこの対
応について述べさせ
ていただきました。
スマホ子育ての対応
は 千 差 万 別 で、 個 々
の事例によって異な
ります。それから、
両親や子どもたちに
対して愛情を持って
接することが大切で
す。正解はありませ
いかがですか。今

ん。
回のシンポジウムに

（まえかわ きへい）先

出 席 し て、 何 か 得 る

【講師ご紹介】

前川喜平

主な著書

生

学会活動

「子どもの肥満 医歯薬出版」
「子どもの健康とスポーツ 医歯
薬出版」「子どもの成長障害 医師薬出版」「小児成人病（共
著） 金原出版）

主な著書

日本小児科学会名誉会員、日本思春期学会名誉会員、日本小
児内分泌学会名誉会員、日本小児栄養消化器肝臓病学会名誉
会員、日本臨床スポーツ医学会名誉会員、日本臨床栄養学会
評議員

12

東京慈恵会医科大学名誉教授
神奈川県立保健福祉大学名誉教授
日本小児保健協会名誉会長
日本タッチケア研究協会名誉会長
小児科と小児歯科の保健検討委員会長
第１００回日本小児科学会会長
東京慈恵会医科大学卒業後、同大学小児科教授
神奈川県立保健福祉大学教授を経て、2010 年より衣笠老
健施設長
１９９６年より（公財）母子健康協会主催のシンポジウム統
括を努める、同協会理事。

よういち）先

「小児の神経と発達の診かた」（新興医学出版社）
「乳幼児健診の神経学的チェック法」（南山堂）
「小児の神経と発達の診かた」（新興医学出版社） など

古 野 陽一 （ふるの

11

11
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昭和 年3月 千葉大学医学部卒業
昭和 年3月 千葉大学大学院医学研究科小児科学修了 医学博士取得
昭和 年4月 千葉大学医学部小児科学教室入局
昭和 年7月 東京女子医科大学附属第二病院小児科 講師
昭和 年8月 同教授
平成6年4月 同病院院長（平成 年3月まで兼任）
平成 年4月 東京女子医科大学名誉教授、和洋女子大学客員教授
平成 年4月 和洋女子大学客員研究員
平成 年４月～ 児童育成協会こどもの城小児保健クリニック院長
平成 年３月 同院長退職
平成 年３月 和洋女子大学客員研究員辞任 現在に至る
58 43 40 40 35

23 26 20 18 12

20

ＮＰＯ法人 子どもとメディア 常務理事
ＮＰＯ法人北九州子育ち・親育ちエンパワメントセンター
Ｂｅｅ ＩＰＰＯ事業担当理事
子ども・子育ての学びの場を作り出す喜楽学舎代表
「社会人３年目の長男、大学２年次男が家を出て、中学３年の
娘と美しく賢く優しく頼りになる妻の３人で、北九州市若松
区の自然あふれる里で幸せな日々を送っている 歳。
次男誕生のころから子ども･子育てのさまざまな活
動 に か か わ り、 特 に 当 時 ビ デ オ 漬 け に し て い た 長 男
56

