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はじめに
1995 年（平成 7 年）の阪神淡路大震災以後，心や精神の臨床にかかわる専
かつとう

門家のあいだに大きな変化が起きた。従来の精神疾患や心理的葛藤の治療や援
助・相談から，被害者のケアへのシフトである。
事件や災害によって人が被害をこうむることは，これまでもよく知られてい
たが，その被害が目に見えない精神や心理にも及ぶこと，それはしばしば身体
ち

ゆ

の傷が治 癒 し倒壊した建物が再建された後も長く残存して，その人の人生に
後々まで影響を与えること，それどころか，時には圧倒し尽くされ再起不能に
陥ることさえあることが明らかになったのだ。
このようにして，数量的に測定可能な「被害」から，その状況を生きる主体
としての「被害者」への注目が始まった。90 年代末に犯罪被害者救済の運動
が起こり，職場や大学におけるさまざまなハラスメント防止が叫ばれるように
なったのもその流れの一環であろう。公共空間・市民社会における多くの被害
者の存在が明らかになることで，心的被害や心的外傷（トラウマ）の治療も
しん ちょく

飛躍的に進 捗 することとなった。PE（Prolongued Exposure）や EMDR（Eye

Movement Descesitization Reprocessing）などのトラウマ専門治療が徐々に臨
床現場でも取り入れられ，実施されるようになってきた。
それに伴って起きた変化が，従来は不可視とされてきた家族における「被害
者」の存在への注目であった。親密圏・私的空間である家族は，「法は家庭に
入らず」という格言のとおり，基本的には成員間の自治能力・自浄作用に任さ
れており，
そこで行われるあらゆる行為は「暴力」と名付けられることはなく，
家族の愛情表現の一つであるとみなされてきた。極言すれば，家族内に暴力は
存在しなかったのだ。

70 年～ 80 年代にかけての日本経済の飛躍的発展と 90 年前後のバブル崩壊に
伴って，しつけと体罰という定義だけでは理解不能な親の養育態度が浮かび上
がった。親から殴られて死亡したり，食事を与えられずに餓死する子供の事件
が表面化し，それらを親の過度のしつけや体罰とする定義への反発が生まれ，
虐待という命名・定義の必要性が高まったのだ。このような新たな定義（再定
義）をとおして，家族内暴力は構築されたのである。
あい ま

上記のような被害者への注目の高まりも相俟って，児童虐待と名付けられた
悲惨な現実はマスコミの多大な関心を招き，テレビや新聞などでも虐待問題は
大きくとりあげられることになった。あたかも急増したかのような誤解を伴い
む

く

ながらも，
世間の関心は無垢な子供を守るというわかりやすい一点に集約され，

2000 年（平成 12 年）の児童虐待防止法制定へと結実した。そして，1 年後に
DV 防止法（配偶者からの暴力の防止および被害者保護に関する法律）が成立
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するに至った。
繰り返すが，家族内で生起する事象を「暴力」と定義しなければ，
「被害者」
や「加害者」という定義も生まれなかったのである。
以上が，
家族内暴力（DV と虐待）の構築されるまでの簡単な歴史であるが，

そこに欠落しているのは，DV と虐待を家族内暴力という視点で統合的に把握
する視点，さらに被害者支援のためには加害者にアプローチしなければならな
いという視点である。本研究会の臨床・研究活動は一貫してその 2 点に焦点を
当ててきた。
警察の介入を部分的に認めるなど，児童虐待防止法の見直しはドラスティッ
クに行われつつあるが，未だ加害者への司法的介入は限定的なものにとどまっ
ている。DV は保護命令だけが加害者への行動制限として機能する。このよう
な政策的な限界を踏まえながら，諸外国の研究成果に学びつつ今の日本で実践
可能な試みを展開すること。これはそれほど容易ではないが不可能ではない。
本研究会の構成員の多くは長年，アルコール・薬物依存症の臨床にかかわっ
てきており，アルコール依存症者の男性が酔って妻を殴り娘を性的対象とする
事実を，70 年代から目の当たりにしてきた。しかし，それらはアルコール依
存症の症状の一つとしてとらえられ，暴力という視点は症状の下位に位置づけ
られてきた。彼らがアルコールをやめればそれらの行為は止まるのであり，治
療がすべてだと考えてきたのである。当時まだ虐待問題はそれほど注目されて
はおらず，DV という言葉すら存在しなかったために，暴力をもっとも上位に
とらえること，つまり家族内暴力という視点では把握していなかった。そのこ
とで多くの被害者を見逃してきたのであった。
しかしながら，アルコール依存症という疾病概念の陰にひそむ「暴力」と臨
床場面で直面してきた我々は，別の窓口から不十分な定義ながらも，家族内暴
力にもっとも早く注目してきたといっていいだろう。そして別の窓口だったか
らこそ，DV と虐待が分離不可能であること，加害者（酔った父，追い詰めら
れた母）への有効なアプローチが不可能ではないことを実感してきたのかもし
れない。
筆者が初めてカナダで DV 加害者更生プログラムを参与観察した時，東京で

DV 加害者プログラムのファシリテーターとして初めてグループの輪の中に座
った時，何ともいえない既視感に襲われたのは，精神科病院のアルコール依存
症者の治療グループにかかわった経験があったからだろう。目の前のその人に
変化への動機がなくても，彼らは変化可能であると信じられること。加害者に
かかわる際に求められるのは，そのようなシンプルなことかもしれない。
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本報告書の基本的姿勢は，DV と虐待が政策面で分断されていること，法律
的基盤によって加害者へのアプローチが不十分なままとどまっているという現
実認識に立ちながら，その限界を少しずつ実践・研究によって突破しようとす
る点にある。DV と虐待の双方にかかわり，被害者保護・支援のために加害者
にもアプローチすること。このような包括的援助が実現してこそ，家族は次世
代を担う子供たちが安心して育つ場として初めて機能するだろう。

2009 年 2 月

RRP 研究会代表
信田さよ子
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Ⅰ

セクション

DV 加害者更生をめぐる現状と課題

Ⅰ -1

加 害 者 は 変 わ れ る か ？
〜 加 害 者 臨 床 の 可 能 性 を 探 る 〜
信田 さよ子
Sayoko Nobuta

RRP 研究会代表
臨床心理士

臨床経験を前提に
本稿は，2004 年以来 DV 加害者プログラム（以

しまうからだろう。

後 RRP プログラムと呼ぶ）にファシリテーター

多くのマスコミ報道において，読者にわかりや

としてかかわりながら，いっぽうで筆者が所長を

すくするためにこのような質問形態をとることは

務める民間相談機関において DV 被害者のグルー

理解できる。ところが，しばしば被害者や被害者

プカウンセリングにかかわってきた臨床経験にも

支援員からこの問いが投げかけられる。これまで

とづいている。DV 加害者と被害者の双方にかか

何回も DV 加害者プログラムについて講演をして

わることでみえてきたものは多いが，本稿では実

きたが，質問で必ずといっていいほど出されるの

際のプログラム内容より，もう少し広い視点から

がこの問いなのである。たとえば「加害者は変わ

DV 加害者について述べたいと思う。

れる可能性がありますか？」という問いであれば，

本稿の「加害者は変われるか？」というテーマ

答えはイエスである。「なんとか加害者に変わっ

は刺激的ではあるが，オープンクエスチョンでは

てほしいのですが，そのために私に何かできるこ

ないために答えはイエスかノーかのいずれかしか

とがあるでしょうか？」という問いであれば，問

許されない。いわば白黒的な閉ざされた質問であ

いを発したひとの立場や職業を聞くことでなんら

る。

かの具体的提案が可能になるだろう。

ふり返ればもう 4 年間も DV 加害者プログラム

問いが発せられたとたんに，回答する側の答え

にかかわっているのに，それを問われたとたん答

のパラダイムはそれに規定される。筆者が答えに

えに窮してしまうのはなぜだろう。なぜ明快にイ

詰まるのは，二項対立的回答（yes か no か）を迫

エス・ノーで答えられないのだろう。

られているからだ。問いを発する側（質問者）は，

たとえば，摂食障害の娘をもつ母親から「摂食
障害は治りますか？」と問われたり，アルコール

回答する側の思考パラダイムを時に決めてしまう
ほどの力を発揮している。

依存症者の妻から「夫は酒がやめられますか？」

いっぽうで，問いの内容は質問者の立場を同時

と問われた瞬間と，それは酷似している。おそら

に明確にする。「加害者は変われるか？」という

く問われた瞬間に，記憶の海の底からアルコール
プに通いながら断酒を継続している男性の顔，摂

0 か 100 かの問いを発した時点で，質問者の立場
も 0 か 100 かのいずれかに分類可能となる。つま
り，DV 加害者の変化の可能性がほとんど信じら

食障害が回復した女性の顔と中年を過ぎても過食

れていないか，もしくは，あまりに苛酷な現実に

嘔 吐 が止まらない女性の顔が浮かびあがること

直面しているが故に，非現実的で過剰な期待を抱

で，白か黒かの二項対立的回答が不可能になって

かざるを得ないかのいずれかなのだ。

をやめられずに亡くなった男性の顔と自助グルー

おう と
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Ⅰ- 1

加害者は変われるか？

筆者の経験からは，多くの被害者支援員からの

な形態・構造でプログラムを実践するべきだと考

質問は前者のように感じられ，多くの被害者から

えている。なぜなら，加害者逮捕を可能にするよ

の質問は後者のように感じられる。変わらないと

うな法体系の変化に向けた展望がなかなか開け

いう前提に軸足を置いているか，とにかく変わっ

ず，いっぽうで加害者にアプローチしなければ被

てもらいたいという願望に軸足を置いているかの

害者の安全が守れないという現実があまりに多く

違いがそこにはある。被害者の中には前者と感じ

露呈されつつあるからである。

られるひともいるが，その違いは夫との関係を継

二項対立的問いに答えるより，「とりあえず」

続する意思があるかどうかにかかっているだろう。

実践するしかないような現実を前にしながら，筆

筆者は，DV 加害者は変わる可能性があると信

者らは DV 加害者プログラムに取り組んでいるの

じており，変わってもらわなければならないと考

だ。その現実とは，現行の被害者支援二つの隘路

えており，変わるか変わらないかという二項対立

を示している。ひとつはシェルターに避難した後

的問いを立てる時間の余裕があるのなら，多くの

のフォロー不足であり，もうひとつは保護命令の

DV 先進国で長期にわたって実施されている DV

空洞化である。

あい ろ

加害者プログラムを参照して，日本でも実現可能

シ ェ ル タ ー 退 所 ，そ の 後
2001 年に制定された「配偶者からの暴力の防
止および被害者保護に関する法律」
（いわゆる

シンポジウムに先駆け 7，8 月に実施した。
全国 100 団体にアンケートを送り，民間，公

DV 防止法）は，3 年ごとの見直し・改正を経て
今日に至っている。2008 年には第 2 回の改正を
経た DV 防止法が施行されたが，そこでは全国の
市町村が DV 防止と被害者保護のために基本計画

営の計 60 団体が回答。07 年 4 月から 1 年間

を策定することと，支援センターの設置が努力義

前向きに家庭に戻る人もいるが，出入りを繰

務化された。しかしながら，小規模の自治体にお

り返すなど心配なケースもあるという。
（略）

いては「相談が寄せられない」などの理由で及び

2 月 9 日午後 7 時から，福山市本町の市民

腰になり，上記の対策の実施が進んでいないのが

参画センターで全国シンポジウムの報告会を

現状である。

開く。全国調査の結果も解説する。

の入居者は，計 3047 人だった。

退去後の行き先は，元の家庭が 19 ％，賃

貸住宅が 18.3％，実家が 15.4％の順だった。

このように，被害者支援そのものがいまだに全
国の自治体に行きわたっているとは言い難い現状

この記事が明らかにしているものは，被害者が

において，DV の加害者にアプローチすることに

シェルターに逃げて保護されたとしてもその後の

は大きな障壁が予測される。しかし，次のような

人生は経済的に過酷であり，生活ができないとい

事実を関係者はどのように受け止めるのだろうか。

う理由で夫のもとに戻らざるを得ない女性が多い

以下は，2009 年 1 月 28 日付けの中国新聞の記

という事実である。思い切ってシェルターに逃げ

事からの引用である。
夫や恋人の暴力（DV）を受けた女性たち

て保護されても，約 20 ％の女性が夫のもとに戻

り，おそらくその後も DV を受けながら家を出入
りしているのだ。

が一時避難するシェルターへの入居者の 2 割

果たして今後 DV 被害者に対する経済的保証が

が元の家庭に戻っている実態が，福山市の特

十分になされる見通しはあるのだろうか。日本経

定非営利活動法人（NPO 法人）
「ホッとるー

済がこのように逼迫している中で，生活保護を受

むふくやま」の全国調査で分かった。経済的

給する条件も厳しくなる一方である。

ひつぱく

自立の困難さが背景とみて，課題を示した。

夫の側は，妻が逃げたという事実による衝撃か

調査は昨年 11 月にあった全国シェルター

ら再同居開始直後は DV をふるわないように努力
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するのかもしれないが，おそらく DV という言葉

ててしまうことである。自分さえ DV を耐えてい

すら理解していない夫であれば元の状態に戻るの

ればとりあえず家族は壊れず生活にも困らないと

も時間の問題だろう。もしくは，以前とは異なる
方法で DV をふるうようになるかもしれない。
き

ぐ

もっとも危惧されるのは，被害者があきらめ果

思うことによって，子供たちはそれ以後も DV を
目撃し続けることになるだろう。それが子供に与
える影響は本報告書のテーマのひとつである。

保護命令違反による「徳島県吉野川DV 殺人事件」
2006 年 12 月 21 日，徳島県吉野川市において，
40 歳の看護師の女性が別居中だった夫（41 歳）

ば DV 防止法において唯一加害者から被害者を守

に日本刀の脇差しで腹部を刺されて死亡した。夫

る生命線のようなものであるにもかかわらず，本

は妻と別居中であり，同年 11 月 8 日に保護命令

事件はそれがなんの抑止力にもならなかったこと

を受けていた。10 月下旬から被害者は夫の DV を

接近禁止と退去命令から成る保護命令は，いわ

を証明した。おまけに被害者が子供たちの眼前で

逃れて家を出ており，離婚調停中であった。親類

殺害されるという凶暴な残忍さは，全国の DV 被

に付き添われて自首した夫は，妻の帰宅を待って

害者たちに恐怖を与えると同時に，保護命令への

玄関先で刺したという。そこには妻といっしょに

信頼を揺るがしてしまったのだ。

逃げた 3 人の子供もいたといい，夫は子供も殺す

この事件に衝撃を受けたのは被害者たちばかり

つもりだったがやめたと証言している。殺害され

ではなく，被害者支援員たちも同様であった。保

た妻は DV 相談を受けており，新しい住居は夫に

護命令の信頼が揺らぐということは，被害者保護

は知られないようにしていた。逮捕後の警察の取

だけの限界が露呈されたことを表しているだろ

り調べで，夫は探偵を使って妻の居場所を探し出

う。しかし，このとき多くの被害者支援員は加害

したと証言した。

者へのアプローチの必要性を痛感したのだろうか。

DV 加害者像にまつわる「神話」
上記のような現実は，
「加害者は変われるか？」

具体的に挙げてみよう。DV 加害者は「凶悪で

という問いを超えて，
「とりあえず」わずかでも

ある」
「いざとなったら何をするかわからない」
「理

彼らを変化させる方策を探らなければならないと

不尽な暴力をふるう」といった認知をベースとし

いう切迫感を抱かせるのではないだろうか。少な

た加害者像が，全国津々浦々に行き渡っているよ

くとも筆者らは，DV 加害者への直接的対応・プ

うだ。新規に DV 相談の部屋を設置したある地方

ログラムを可能な範囲で実践するしかないだろう

自治体は，三方に脱出できる特別な出口を設営し

と考えている。

たという。おそらく加害者の襲撃から相談者（DV

RRP プログラムを実践する筆者らだけがその

被害者）と相談員を守るためだろう。

ような切迫感をもっているだけではなく，おそら

保護命令の空洞化，シェルター出所後の不安定

く被害者支援の現場でも同じ現実に直面しながら

な状況が，よりいっそう加害者像を凶悪化し忌避

同様の感覚を抱いている多くの人たちが存在する

すべき存在へと追いやっているとすれば，筆者ら

だろう。しかし，その感覚が加害者対応を実現す

と正反対の方向に思える。

る方向に向かわないのはなぜだろう。おそらくそ
こには DV 被害者支援の現場を支配している暗黙

き

ひ

2008 年 11 月，筆者らは視察と研修の目的で 1
週間カナダを訪れた。オンタリオ州ロンドン市

の共通合意（それを「神話」と呼びたい）が存在

において，DV 加害者更生プログラム（PAR プ

しており，それが加害者にかかわることを妨げて

ログラム）実施団体であるチェンジングウェイ

いるのではないだろうか。
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（Changing Way）を訪れた際に，代表のティム・
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ケリー氏はこう語った。

加害者は変われるか？

たしかに，「理不尽な暴力＝ DV」という夫の

「パートナーに甚大な暴力をふるって逮捕された

行為に対する強烈な再定義が行使されなければ，

DV 加害者の調査によれば，彼らはその犯行の直

なかなか夫の言葉の呪縛からは逃れられないかも

前まで誰かに助けを求め，誰かに話を聞いてほし

しれない。凶悪であると評価されることで，自ら

いと思っていたということが明らかになった。彼

の経験が悲惨なものであったことの自覚が生まれ

らを凶行に追いやったのは彼らが凶暴な存在だか

るかもしれない。加害者は変わらないという断定

らではなく，孤立的状況が引き金になっているの

も，彼女たちが現在の生活に見切りをつけて逃げ

だ。彼らが援助を求めて話を聞いてもらえる窓口

るしかないという動機づけに役立つこともあるだ

があれば，それらの犯行を防ぐことはできたと思

ろう。

う」

じゆばく

しかし，ここで問題は循環し，シェルターと保

また，バンクーバーで RRP プログラムのスー

護命令空洞化の問題に直面することになる。つま

パービジョンを求めたハリー・ステファナキス氏

り「神話」は，強固であればあるほど出口なしの

は，長年ブリティッシュ・コロンビア州で DV 加

状況を固定化する機能を果たしていることにな

害者更生プログラムにかかわってきた経験に基づ

る。さらに付け加えれば，加害者像が凶悪化され

いて，
「加害者の人格を否定しないでかかわらな

るに伴い，被害者像がイノセントで無力化された

ければ，彼らの変化は望めない。人として尊重さ

存在へと固定化されることにつながるのである。

れることをとおして，
初めて自己洞察が生まれる」

このことは，時として被害者権力を行使する欲求

と語った。
いずれも，裁判所命令によって実施される DV
加害者更生プログラムに長年かかわってきた経験

（私たちをこんな目にあわせた夫に復しゅうし痛
めつけてやりたい）を彼女たちに喚起するのかも
しれない。

を踏まえた言葉のように受けとめられた。日本と

RRP プログラムを実施していると，被害者か

比較すれば遠く及ばない政策を背景にしてはいる

ら「自分の手先となって夫を痛めつけ厳しく反省

ものの，臨床的態度・基本的認知という視点から

を迫ってほしい」という主旨の要望を受けること

は深く共感する言葉であった。

がある。時には，筆者らが夫の陣営の人間だとい

とすれば，現在の被害者支援員たちを覆ってい

う二項対立的反感を向けられることもある。いず

る加害者像の「神話」は，むしろ彼らを孤立させ

れも加害者＝悪，被害者＝イノセントという白黒

て不信と否定のまなざしで忌避することを強化し

的図式を内面化しているから起こる言動だろう。

ていることになる。被害者の安全を守るための被

加害者像にまつわる「神話」がこのように大き

害者支援が加害者を孤立させ凶悪化するリスクを

な影響を被害者にも与えていることは，注目す

高めているとすれば，これこそ最大のパラドック

べきだと思われる。被害者支援の一環としての

スではないだろうか。

RRP プログラムであるが，新たな対立図式をも

その「神話」は，支援活動をとおしてそのまま

DV 被害者にも伝達されることになる。

ちこむことは決して加害者の変化を促進するとは
思えない。

加害者臨床で必要とされる態度
加害者にかかわる必要性について被害者支援の
立場から述べてきたが，実際の臨床場面でどのよ

は十分有効だが，実際の臨床場面では実に応用が
難しい。

うに他の臨床と差違があるのかについてはそれほ

筆者はもともとアルコール依存症のグループカ

ど多く言及されていない。たとえば，
「二重の責

ウンセリングにかかわっており，男性アルコール

任性（目の前にいる加害者とそこにいない被害者

依存症者をとおして DV 加害者のグループと相似

への責任）」
「行為は否定するが人格は尊重する」

の体験を得たと考えている。

「真のクライエントは被害者だ」などという比喩

変化の動機の乏しい男性をどのように動機付け
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していくかについては，すでに動機付け面接の技

あるがゆえに，ファシリテーターとの関係におい

法に詳しく述べられている。

ても，しばしば見上げる立ち位置（権力者におも

それに加えて，筆者は「厳しいけれど処罰的で

ねる）を取りがちである。
意識するとしないとにかかわらず，筆者らファ

はない」
態度，
「相手を尊重するが巻き込まれない」
態度が必要だと考えている。実際場面ではなかな

シリテーターは彼らに対して権力的立場にあるこ

か困難な態度とも思えるが，時にはユーモアを交

とは疑いがない。厳密な意味での対等性はそこに

えることによって，心理教育的グループの課題で

はない。しかし，彼らがファシリテーターを仰ぎ

つきつけられる厳しい内容が，より抵抗少なく学

見ることによる学習効果は大きいのではないだろ

びとられていくのではないかと考えている。

うか。それはファシリテーターが権力行使をして

さらに DV 加害者たちは，その場の力関係に敏

いることと同義ではない。

感であることも指摘しておかなければならない。

そのように見られていることを認めながら，だ

絶えず被害者との関係において，自らの権力的立

からこそ可能になる学び落とし（unlearn）がそ

場が脅かされる被害者意識に満ちていた人たちで

こには展開するのだと考える。

相談機関が果たす疑似コミュニティ的役割
カナダ，ロンドン市の DV 被害者・加害者・そ

れ に 加 え て， 被 害 者 の グ ル ー プ（AG=Abused

の子供たちを包括的に支援する実践から多くのこ

Women’s Group）の担当者，さらに RRP プログ

とを学んできたが，中でも繰り返し強調されたコ

ラムでのファシリテーター担当者も含まれる。さ

ミュニティ・ベースト（community based）とい

らに電話受付専従の事務スタッフ 2 名が外部との

う言葉を最後に取り上げたい。

接触を行っている。

人口 35 万人のロンドン市で誕生した先駆的プ

これらの役割分担は，わずか 15 名のスタッフ

ログラムは，一団体，一研究所だけではなく，コ

によるものだが，細かくとらえれば，被害者支援

ミュニティのさまざまな職種のひとが月 1 回委員

員，被害者グループ担当者，加害者担当者，加害

会を開催することから出発している。

者グループファシリテーター，事務担当者に分類

1990 年にスタートした委員会は現在も継続さ

できる。時には DV を目撃して育ち，薬物依存に

れ，警察，シェルター，加害者プログラムのファ

なった息子や娘がクライエントとして来所するこ

シリテーター，児童相談所，女性センター，不動

ともあり，その場合はさらに娘と息子担当者が加

産業者などが一堂に会することでさまざまな取り

わる。いってみれば児童相談所的役割といえよう。

組みとそれを支える先進的プログラムを生み出し

これらの役割をになったスタッフが，ひとつの

てきた。

家族をめぐって時間があれば情報交換をし，今後

ここで RRP プログラムの実践の場所を提供し

の対策を練ることを繰り返す。昼食時や帰宅前の

ており，人的にも臨床的にもバックアップしてい

わずかな時間でも，狭い空間ゆえに効率的な意見

ると思われる民間相談機関

（註 1）

の臨床活動を簡

略化して紹介しよう。

交換やディスカッションが可能である。もちろん，
受付業務担当者は被害者支援を基本姿勢としなが

しばしば DV 相談では，加害者（被害者の夫）

ら，加害者と被害者のカウンセリング時間がバッ

の相談は受けないとしている機関が多い。それは

ティングしないように操作し，加害者への情報コ

被害者の安全を守るためには当然かもしれない。

ントロールに細心の注意をはらっていることはい

しかし当機関では現在に至るまで加害者のカウン

うまでもない。もともとアディクション問題でつ

セリングも実施してきたが，これまで大きな問題

ちかっていた医療機関や地域精神保健福祉事務所

が発生したことは一度もない。その理由は，
13 名

との層の厚いネットワークが，その外周に広がっ

いるカウンセラーが，被害者と加害者を別個に

ていることも心強い限りである。

担当するというシステムにある。その中にはそ
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このようにして当機関があつかった DV 関連の
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事例数は，
2008年だけで全体の約6分の1を占める。
民間相談機関のこのような臨床活動の果たす役

加害者は変われるか？

プログラムを開発されたベーカー，カニンガム両
先生，DV 加害者の父親業のプログラムを開発さ

割や機能は，人口 35 万人のロンドン市に比べる

れたカトリーナ・スコット先生，先述のティム・

までもないが，疑似コミュニティと呼んでもいい

ケリー氏，チェンジングウェイのスタッフ，女性

のではないだろうか。

センターのスタッフ，児童相談所のスタッフなど

加害・被害の対立の双方を抱え込み，綿密に練
り上げた介入を行い，必要であれば弁護士や病院
を紹介し，グループと個人カウンセリングの重層
的効果を確認しあう。子供への影響については大
学の児童臨床機関と連携を行い，RRP プログラ

が集まっており，アットホームな雰囲気で筆者ら
を包んでくれたのである（下写真）。
そこに現前したネットワークこそが community

based なのであり，その中でこそ加害者は変わっ
ていけるのだろうと思われた。

ムとも緊密に連携する。このようなコミュニティ
的機能を果たす相談機関の存在があって，初めて

DV 加害者プログラムの効果も生まれるのかもし
れない。
「加害者は変われるか？」という問いがもつ問題
点はすでに述べたが，プログラムの効果はそれ自
体に内包されているのではなく，どのようなコミ
ュニティに立脚して実施されるかによって大きく
左右されるだろう。
ロンドン市訪問の最後の夜，日本から訪れた
我々を歓迎するパーティーが開かれた。そこには
市の検察官，シェルターの責任者，コンカレント

おわりに
2001 年に DV 防止法が制定されて以来，各地
で DV に関する基礎的知識，支援方法の習得をめ
ざした研修が行われつつある。しかし多くの DV

が早急に改善されなければならないことはいうま

被害者支援の理論的モデルが，加害者像に対する

でもないが，もっと積極的に他職種と被害者支援

「神話」を再生産しており，それは被害者像のス

員とが交流する必要もあるだろう。ともすれば，

テレオタイプ化をも生み出している懸念がぬぐえ

被害者をかくまう（秘匿する）あまり，被害者支

ない。
「神話」は，DV 防止法の不備によって浮

援員自身も外部に対して防衛的になってしまうと

かび上がっている悲惨な現実を，加害者を敵視し

すれば，それは逆効果ではないだろうか。

言及しないことによって，かえって強化してしま
っているのではないだろうか。
筆者らは RRP プログラムの実践を通じて「と

ためには，もっと開かれた支援が必要であること
も強調したい。児童虐待支援者との連携の乏しさ

ひ とく

多くを被害者支援員に望むことは，現在の彼女
たちのおかれた非常勤，時間制限的雇用，およそ
専門職として尊重されていない待遇，結果として

りあえず」の DV 再発防止に向けて 4 年間の実践

の研修機会の乏しさを考えるとき，いささか酷か

を積み重ねてきた。このことで，実は被害者支援

もしれないと思う。

にも役立つ多くの情報や体験を得られたことを強

しかし，長年臨床にかかわってきた立場からは，

調しておこう。DV 加害者プログラムは，裏返せ

「とりあえず」今できることを実践することから

ば被害者にとってもこのうえない心理教育的教材

変化は始まると考えている。そして，民間相談機

になりうるのだ。

関が果たしている臨床的コミュニティとしての機

さらに，コミュニティに立脚した被害者支援の

能が，もし今後の日本における DV 被害者支援，

15

さらには加害者臨床に役立つのであるならば，そ

とたちを対象に，筆者らの臨床経験を伝達する必

れらの経験を公開し，研修の機会を設けることも

要があるのではないかと考えている。おこがまし

必要になるだろう。

い言い方になるが，それは一種の責任なのかもし

それと並んで RRP プログラムも参加者実数が

れないと思う。

37 人（2009 年 3 月の時点）に達したことを考え
ると，今後日本の DV 被害者支援員，児童相談所

このような RRP 研究会の活動が，日本の現状

に立脚した DV 被害者支援や DV 加害者プログラ

スタッフ，家庭裁判所のスタッフ，さらには警察

ム，さらには加害者臨床の発展に寄与できればこ

官などのコミュニティを形成している多職種のひ

の上なく幸いである。

（註 1）原宿カウンセリングセンター
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D V 加 害 者 更 生 の 意 味 と
わ が 国 に お け る 課 題
妹尾 栄一
Eiichi Senoo

東京都精神医学総合研究所
精神科医

DV 加害行為と銃器
最初に個人的な話から始めることをお詫び申し
上げる。

2001 年 8 月に警察庁の調査研究の一環で，ア
メリカ・カナダの諸都市を巡った。目的は，銃器
の許認可のシステムを探ることにある。2001 年

をよく覚えているのは，ちょうど 1 ヶ月後に 9.11

イ ン Bowling for Columbine』（2002） で 正 面 か

ら取り上げている。潜在的な事例も含めて，DV

加害者への銃器所持の認可が厳しく査定されるべ
きこともまた，言うまでもない。
後日談になるが，最近になって日本でも，衝撃
的な事件が起きた。猟銃の許可を得た男性が実は

テロが発生したからである。オタワでカナダ連邦

DV 加害者であり，妻は耐えかねて逃げたが，子

政府の銃器対策の専門官に面接したときに，銃器

どもたちが仲介する形で自宅に戻って別れ話を切

保持者の各家庭で，冷蔵庫に貼り付けるマグネッ

り出したところ，加害者が逆上して銃を持ち出し

トシートを見せていただいた。
「銃器のことで困

立て籠り人質事件となり，110 番通報で駆けつけ

ったことや質問があればいつでもこの電話番号に

た交番警官が銃で撃たれて重傷，さらに加害者が

どうぞ」という銃器 110 番のようなシステムであ

乱射した銃の流れ弾が SAT 隊員の首にあたって

る。このようなシールが各家庭に配付される契機

死亡という結果であった。

となったのは，当時ショッピングモールで妻子に
逃げられた DV 加害者が，報復の意味で不特定多

DV 被害者による相談先も，猟銃の許認可も所
轄警察署の担当課で行っているゆえ，管内の DV

数の市民に乱射して大量殺人を犯した事件が契機

事例について日頃から署内で綿密に対応できてい

となっている。

れば，このような加害者に所持の許可を与えるこ

DV 加害行為のリスクと，銃器の所持が密接に
関連している（致死率を高める）ことは周知の事

こも

とは考えられない事態である。同じ署内の管轄業
務でも，これほど連携に落差がある。
めいふく

実であるが，当時はカナダ連邦政府の DV 問題へ

殉職された警察官の方のご冥福を祈ると共に，

の取り組みが，さまざまな領域に及んでいる事例

おそらくは銃器による威嚇や恐怖を味わった被害

として，新鮮に記憶している。なによりも，銃器

女性の恐怖感も想像を絶するほど，痛ましい事件

の所持が憲法で保障された権利であるアメリカ

であった。もし，カナダ政府に倣って，銃器相談

と，犯罪データベースとリンクして規制を図って

ホットラインが設置され，連絡先がこの家庭の冷

いるカナダとで，DV 加害の致死性に大きな差異

蔵庫に貼ってあれば，違った展開になったであろ

があることは言うまでもない 1）。

い かく

なら

は

う。

本テーマは後にマイケル・ムーア監督がドキュ

このようなエピソードが印象に残っていたた

メンタリー映画『ボウリング・フォー・コロンバ

め，2002 年から内閣府男女共同参画局に DV 加
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害者更生のための研究会が組織されたとき，銃器

ステムの調査地でも，トロント（カナダ・オンタ

規制の調査地と全く同じ地域で制度を勉強してみ

リオ州），オタワ，バンクーバー（カナダ・ブリ

わ

たいとの気持ちが湧いてきた。また銃刀法の時の

ティッシュコロンビア州），シアトルの 4 地点を

調査で，ニューヨーク，オルバニー（ニューヨー

選び，アメリカ，カナダの両国での制度の共通点

ク州の州都）
，オタワ（カナダ連邦の首都）
，オリ

と相違点，さらにはカナダ州政府間での相違，カ

ンピア（カナダ・ブリティッシュコロンビア州の

ナダ連邦政府での方針などを比較検討する機会を

州都），シアトル（アメリカ・ワシントン州）を

得た。

候補地として訪れていたため，DV 加害者更生シ

DV を目撃する子への影響
つる

たた

平成 16 年の加害者更生プログラムの試行を経

オンタリオ州では「バラの蔓で叩いただけでも

て，引き続き原宿カウンセリングセンターに会場

逮捕する」ほどの，厳罰主義の立場で臨んでいる。

をお借りして，かれこれ 5 年間にわたり任意参加

結果として，多数の加害者がチャージされて検察

による加害者更生プログラムを実施してきた。男

官のもとに送られてくる。オンタリオ州のユニー

性グループの実施過程で，強く印象に残るのは，

クな点は，「ダイバージョン」と呼ばれる司法制

我々の主宰するグループでは，パートナーと同居

度で運用されており，正式の刑事裁判へかけるま

している事例が比較的多い点にある。海外でも非

えに，DV 専門コートで方針が決められることに

公式に「ワイフ・オーダー」という用語があるら

ある。

しいが，妻からプログラムに通わなければ離婚す

Victim Advocates と呼ばれる専門スタッフは，

ると言われ，いやいや重い腰を上げて相談に来所

検察官のもとで被害者側への情報提供を行う。こ

する加害男性がいるのも事実である。

れとは別に，シェルターや女性相談センターにも

そのような事例では，当然のことながら妻と共

スタッフがいる。裁判所での協議に加害者プログ

に子どもも同居している場合が多い。家族の中で

ラムのスタッフも加わって対象者への面接を行っ

父から母への暴力を目撃している子どもは，どの

てレポートを提出し，DV コートのカンファレン

ような影響を受けているだろうか，気になってい

スで協議される。対象者が DV 加害行為を認めて

た。また別居となったケースですらも，プログラ

おり，面接したプログラム・スタッフが受け入れ

ムに通い始めと並行して家庭裁判所の調停手続き

可能と判断している場合に，DVコートが命令し，

が始まり，子どもの面接交渉権を巡る争いが発生
していた。そうした問題意識を起点に，DV 対策

パートナー・アソールト・プログラム（PAR プ

ログラムと呼ばれる）への参加を義務づける。

と児童虐待対策がどのような連携体制にあるの

講師の一人ティム・ケリー氏が主宰するチェン

か，モデルとなる試みは実施されているのかいろ

ジングウェイは，このプログラムの実施団体であ

いろ勉強を重ねることにした。

る。長年にわたる DV 加害者プログラムの実績の

そうした中で，たまたま 2003 年に調査地とし
て選んだオンタリオ州のロンドン市で，進んだ取
り組みがあることを知り，実際に 2 年前に訪ねて

上に，今回紹介するケアリングダッドのプログラ
ムが築かれている点を強調したい。
もう一つの側面として，離婚が成立した後にも，

調査を行った。ロンドン市での試みの先駆性とし

多くの DV 加害者は子どもとの定期的な面会を続

て二つの柱を挙げることができる。

けるので，被害母子はいずれかの時期に加害者と

第一は，
「アビューズされた母子へのコンカレ

再会していくことになる。非常に恵まれた環境で

ントプログラム」が実施されており，開発者のお

は，専門家が同席して父子面接を重ねるので，直

二人を昨年 3 月に招聘したことである。

接の脅威とはならないが，専門家が立ち会わない

しようへい

第二のユニークな試みは，加害男性に対するケ
アリングダッドのプログラムである。
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面接もまた多く行われている。
多くの被害母子にとって，やっとの思いで加害
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男性から逃れているので，父子の面接を避けたい

的には譲歩する。すなわち母子が別居を決意して

ところではあるが，一切の面接交渉権を認めない

逃げたとしても，調停場面でさまざまな困難さに

ことは，離婚調停を停滞させてしまうので，現実

遭遇している。

D V 防 止 法 の 現 状 と 課 題 —— 児 童 虐 待 援 助 機 関 と の 連 携 を 図 る た め に
以上のような相談者の現状を踏まえるならば，

各種の臨床疫学調査で DV と児童虐待の併存

現行の配偶者間暴力防止法に規定された支援策に

（重なり合い）が繰り返し確認されているにもか

とどまらず，より長期的な支援を考えていく必要

かわらず，伝統的に DV の被害者支援に携わる援

がある。被害者が避難している場合でも，同居し

助職と，児童虐待の援助職の間には微妙な緊張関

ている場合でも，加害者と子どもとの関係はほぼ

係があったとされる。その背景は複雑であるが，

途切れることなく続いている。

被害を受けている母親が子どもを連れて逃げよう

RRP 研究会としては現状への適切な対応策と

と決心するまでには，長い試行錯誤の期間があ

して，世界的な動向を踏まえつつ二つの基本プロ

り，もし子どものみを児童支援機関が引き離して

グラムの導入や推進に力を入れている。その一つ

一時保護した場合には，夫からも暴力をうけ，か

が平成 18 年と平成 20 年に 2 回ワークショップを

つ子どものことを守ってあげられない母親との批

さら

実施した「DV に曝される被害母子のための同時

判が，母親側に集中することになる。もし，母親

並行プログラム」である。これについての詳細は

が逃げないままに介入をためらった場合でも，な

別原稿にゆずる。

ぜ母親は子どもを守ってやらないのだと，非難は

もう一つが，今回のワークショップの眼目であ

被害者である母親へと集中する。結局どちらを選

る，DV 加害者が子どもとの関係を見つめる「ケ

択しても，いずれかの専門家側からもう片方の専

アリングダッド」のプログラムである。ケアリン

門家側への非難の応酬となる。

グダッドは，オンタリオ州ロンドン市で，DV 加

そのような文脈で，DV に曝される子どもに関

害者のための更生プログラムを実施してきた「チ

して，ちょうど支援機関間の谷間に転落する現象

ェンジングウェイ」で実践され，発展したプログ

で，見落とされていたテーマであった。

ラムである。

被害者支援の連携が取りにくかったこともこ

DV に曝される子どもをテーマにした研究は，
2000 年以降に活発に発表されるようになったが，

の問題への取り組みを遅らせていたが，1990 年

もっとも古くからこの問題に着目してきたのが，

て，数多くの研究論文が発表され蓄積してきてい

Peter Jaffe 博士である。Jaffe 博士はロンドン・フ

るので，もはや今日の時点で，DV 加害者はパー

ァミリーコート・クリニックに所属しておられた

トナーへ与えた影響に対して洞察することのみで

当時から，DV がその子どもへどのような影響を

は不十分であり，子どもへの影響に関しても無視

代以降には DV が子どもに与えるダメージに関し

与えているか，
「child witness」をキーワードに

し得ない責任を有している。実際，海外で実践さ

詳細な報告を論文化してきた

。ロンドン・フ

れている加害者更生プログラムのカリキュラム構

ァミリーコート・クリニックはその後名称を「The

成を検討してみても，数回分は子どもへの影響と

2,3,4）

Centre for Children and Families in the Justice
System」に変更しているが，現所長のリンダ・
ベーカー博士を中心に，DV に曝される子ども，

責任に関するセッションが組み込まれるようにな

あるいは母子を対象とする懇切丁寧なハンドブッ

側が説明責任を追及する制度が曖昧なままでは，

クを発表し続けており，それら全てがウェッブペ

加害男性が子どもに対して与えた影響を洞察する

ージに掲載されている。このページは参考資料の

ようなプログラムは発想されにくいのも事実であ

宝庫となっており，なんと年間で 26 万 5000 件の

る。

アクセスが寄せられている。

っている。
しかし，それにしても，加害者に対して社会の
あいまい

もとより DV 加害行為への説明責任をとばし

19

て，子育て（ペアレンティング）の課題として責

化に差異はないとのコメントであった。

任を追及するのは本末転倒であるが，どのような

「DV に曝される子ども」への援助が中心テーマ

機関が加害男性に対して説明責任を引き受けさせ

になったことの反映として，DV 被害者への援助

るべきか，
施策のあり方として論じる必要がある。

専門家ならびに児童虐待の援助専門家が相互に研

その場合，日本では公式の制度として DV 加害者

さん

鑽を深める，クロス・トレーニングが活発化して

が自らの暴力行為を反省し更生していく道は用意

いる。その流れに合致して，児童虐待の専門家達

されていないのだから，児童虐待の専門機関が子

が母子を虐待する DV 加害者に対してどのように

どもを虐待にさらした父親に対する指導助言の一

アプローチすべきか，懇切丁寧に解説したマニュ

環として，今回紹介するような「ケアリングダッ

アルも発行されている（Medeous5））。

り

ド」のプログラムを用意することも，ある種の里
ていひょう

けん

それによると，児童に与えた被害を根拠に父親

程標としては意義がある。

を専門機関に呼び出してヒアリングを行う手はず

DV コートに代表されるような裁判所命令が，
海外の DV 加害者プログラムではほぼ標準化して

となるが，その際，過度に直面化的な態度で接す

いるのは明らかである。しかし，日本では刑事裁

られるように，「動機づけ」の視点を重視するこ

判の判決の中に（刑罰の一環または代替措置とし

とが強調される。

るのではなく，今後の面接プロセスに参加し続け

て）特定の在野プログラムの受講命令を組み込む

母子双方への暴力が問題となるケースなので，

ことは，刑法の規定にないために導入不可能とな

本マニュアルによると，児童相談所から DV 加害

っている。刑法の規定自体を，DV 加害行為への

者更生プログラムへの参加をいかに促進すべき

処罰規定のみ改正することもまた不可能なので，

か，具体的ノウハウが盛り込まれている。また，

日本では DV 加害者プログラムが司法制度として

初期面接の時点で，具体的な指導指針を押し付け

導入される蓋然性は極めて低い。

るのではなく，まずは加害暴力行為に関する幅広

がいぜん

さえぎ

しかし法制度の壁に遮られて DV 加害者更生へ

いリスク評価を行うよう強調している。とくに加

向けての端緒すらも開かれないことは，被害者支

害者本人からの主観的な陳述を鵜呑みにするので

援の観点からはまことに歯がゆい事態である。そ

はなく，警察とのやりとり，格闘技や武器など致

の意味では，児童相談機関からの助言で DV 加害

死性を一気に増加させる要因のチェックなどの見

者が動機づけられることは，変則的ではあるかも

落としがないよう，警告している。

しれないが，永久に道が開けない現状よりは一歩
前進とも言えよう。

う

の

本マニュアルでは，児童相談機関自身が DV 加
害者を更生プログラムに受講させる命令権限は有

DV 加害者への効果的動機づけという観点で，

していないことも明記しており，社会的役割分担

講師のカトリーナ・スコット博士ならびにティム・

を踏まえつつ有機的な連携をはかるための有益な

ケリー氏に尋ねたところ，DV コートからの紹介

参考資料である。

経路と，児童相談機関からの紹介経路で，更生変
へんぼう

D V 加 害 者 プ ロ グ ラ ム へ の コ ミ ッ ト メ ン ト —— 変 貌 す る 被 害 者 支 援 体 制
DV 加害者プログラムへの取り組みにかなりの

性への暴力を終息するための同盟として」をテー

実績を有する国，あるいは地域を例にとっても，

マに集中討議を行っている。また，RRP 研究会

被害者支援の専門家集団との間にはなお緊張感が

が調査した海外の加害者プログラムのいくつかで

存在する。ただし，それもここ数年で大きく変貌

は，大学で被害者支援のためのソーシャルワーク

してきている。

を修めたスタッフが，被害者支援の経験と実績を

例えば，平成 20 年 9 月に開催された第 1 回国際

女性シェルター会議のプログラムを見ると，3 日

間の日程中の 1 日を通じて，
「男性との共同：女

20

踏まえた上で，意図して加害者更生プログラムの
スタッフメンバーを志す例に出会っている。さら
には，被害者支援のシェルターを運営している女
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性団体自身が，直接に男性プログラム（例えば本

れる懸念はぬぐえない。日本での面接交渉につい

ワークショップで学んだケアリングダッド）の実

ては文献 6），海外での動向は文献 7）に詳しい。

施主体になる例も見られている。

もとより，調停でまとまることは義務ではなく，

被害者支援員自身が側面的援助ではなく，直接

制度的に調停作業から離脱して審判や抗告審まで

に加害者へのソーシャルワークを担い始めている

進む選択がないわけではない。しかし，調停を回

契機として，監護権・面接交渉権を巡る援助の必

避して審判に移行したほうが，面接交渉をより厳

要性を挙げることができる。

しく査定してもらえるという保証は，すくなくと

シェルターに母子が避難し，次のステップとし

も公にはない。調停が制度的に前置されている以

て自立支援の段階に移行するが，その段階ではい

上，被害者の心情として「速く調停でまとまりた

よいよ離婚調停の困難な交渉が始まる。一般に

い」との気持ちが湧いても誰にも非難できないし，

北米では DV カップルへの調停手続きは禁忌とさ

諦めないで審判場面まで拒否の態度を貫くべきと

れ，裁判で監護権・面接交渉権が示される。被害

要求するのは，被害者に対して過酷すぎる。

きん き

母子に対して保護命令が担保されている時期に，

逆に，調停で妥協しないで審判までたどり着け

加害男性とその子との間に面接交渉が許可される

ば，加害者への面接交渉が本当に制限されやすい

ことはないであろうが，それでも切迫した暴力が

蓋然性があるのならば，当然そのようなポリシー

なくなって年単位で経過した場合，家庭裁判所で

は公表されるべきであろう（階梯を登るほうほど

の繰り返しの審議を経た後に，面接交渉が認めら

福音が届きやすいのであれば，
『虹の階梯』
〈中沢8）〉

れる場合もある。その場合でも当初は「監督下」

とでも名付けるであろうか）。

での面会設定で行われ，慎重なモニタリングを行
った上で次第に自由な面会へと移行する。

かいてい

また調停員を含めた全てのスタッフが，DV に
曝され続けた子どもの長期的影響に精通している

ここで重要なことは，監督下での面接交渉のス

とは言いかねるため，DV 加害者に対する面接交

テップを含めて，被害女性が直接加害者と対面す

渉権を全て足並みそろえて厳密に査定していると

ることはないにせよ，子どもについては面接交渉

は言えないであろう。換言すれば，調査官，調停

の枠が拡大していく蓋然性はある。したがって，

委員，裁判官の組み合わせによって，対応にばら

よしんば DV によるパートナーへの脅威がなくな

つきが生じることは避けがたいであろう。

っていてもなお，子どもに対して男性がバタラー
として振る舞う蓋然性は残っている。
こうした中で，女性支援者達は被害母子への息

これらの点を考慮すると，たとえ被害女性自身
は加害者と別居して安全な生活を志向しようとし
ても，元の加害男性がきちんと説明責任を果たさ

の長い支援を心がける一環として，バタラーとそ

ないまま，子どもと定期的に面会している限りは，

の子どもとの関係改善に焦点を当てた「ケアリン

いつ母子の居場所が知られるか安心できないこと

グダッド」プログラムについて，自らファシリテ

になる。また面接交渉の場面で，加害男性が子ど

ーターの役割を担おうとし始めている。家庭裁判

もに対して有害な対応や振る舞いを繰り返すこと

所における「監護権・面接交渉権」の課題は，結

も，被害者にとっては懸念材料である。したがっ

果として草の根レベルでの被害者支援の体制を大

て，直面している懸念材料としては日本も他の国

きく変貌させ始めているのである。

と大きく異なる点はなく，むしろ調停前置主義を

ひるがえって日本での監護権・面接交渉権の問
題はどのように取り扱われているであろうか。

採用している分，被害者側に偏って，生き延びる
ための対処行動が要求されている。

家庭裁判所の内部事情に精通しているわけでな

被害者のみへの対処行動の押しつけを回避する

いが，DV の加害者に対して，
「子どもへの脅威」

ためには，シェルターを出た後の自立支援体制を

としてどれだけリスク管理がなされているのか，

踏まえた射程で考えると，被害者支援の一環とし

いくつか疑問を感じることがある。その要因とし

ての加害者更生プログラム，なかんずく父子の関

ては，
日本ではかならず調停作業を前置するので，

係性へ焦点を当てたプログラムがいかに重要か，

調停案を手際よくまとめること（妥協案）を念頭

ご理解いただけると思う。

に置くとなると，被害者側は不本意な譲歩を迫ら
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まとめにかえて
以上のように有志のレベルで継続的な加害者プ

際には問題先送りのエクスキューズとして用いら

ログラムを実践してきた RRP 研究会としては，

れているため，本来のあるべき姿として「加害者

当初 DV 防止法の改正を射程に入れて海外の先進

更生プログラムは被害者への安全性に資する限り

的プログラムを学んできたにもかかわらず，その

で実査される」との責任主体が明白にされていな

後 5 年以上経過してもなお，加害者対策が全く進

い。危険性はあくまでも加害者にあるのだが，そ

展していない現状には，正直「啞然・呆然」の気

れをあたかもプログラムのはらむ危険性へとすり

持ちをぬぐい去ることができない。試みに，過去

かえ，被害者の安全のために導入を躊躇している

2 ～ 3 年間に相次いで決定された都道府県レベル
での DV 被害者支援基本計画の報告書をできる限

かのような論法はやめてほしい。

り入手し，とくに加害者更生に言及した部分をピ

グラムを利用する可能性は確かに存在するが，そ

ックアップして表にまとめてみた
（p.24～29の表）
。

のような陥穽を避けるための，被害者支援と一体

基本計画の該当箇所を一覧表にまとめることで

となった指導体制を築く責任は，行政側にあるこ

浮き彫りにされた共通性は，一言で述べるならば

とを明記してほしい。まっとうな市民であれば，

あ ぜん

ぼうぜん

「国や他の都道府県の取り組みを調査することで，

ちゆうちよ

加害者が被害者を引き留めておくために，プロ
かんせい

言説にたぶらかされることはないであろう。

相談体制のあり方について検討する」というライ

もう一つの問題は，ごく少数の自治体で男性向

ンでほぼ全国の足並みがそろっている点である。

けの施策をかろうじて実施する場合でも，なぜか

それぞれの自治体が，相互に他の自治体の動向

「男性の悩み相談」という看板に落ち着いてしま

を調査研究すると，施策の実現は一体どのような

うことである。DV の加害者更生プログラムにつ

方向に動いていくのだろうか。特に国の調査研究

いて，少しでも調査してみればすぐにわかること

の動向が一様に注視されているが，もし国による

であるが，心の悩みに耳を傾けることで DV 加害

調査研究が進展しない場合には，国民の福祉は永

行為から回復することはできない。

遠に向上しないままで放置されるのであろうか。

なによりも，相談事業を行うに際して，被害者

例えば，クラスの生徒に「自分の学習目標を立

の声に耳を傾ける被害者支援員の役割が等閑視さ

てましょう」と尋ねたところ，それぞれの生徒が

れているのは致命的である。おしなべて，日本の

「先生やお友達の学習目標の動向を調査研究して

DV 加害者対策は「他県の動向の調査」にとどま

から決めます」と一様に答えたら，冗談ではすま

るか，または「心の悩み相談」でお茶をにごすか

ないであろう。それとも各都道府県が，各都道府

の二つの選択肢に終始している。

県あてに，
「参考までにおたくの施策を調査した

それにしても，各自治体がおのおの独立して基

いのでご教示願いたい」とアンケートを発送した

本計画を策定したにもかかわらず，これほど記述

ら，
「これと同種の調査アンケートを実施しまし

が一様で足並みがそろうのはなぜなのであろうか。

9）

た，
お互い様」と「郵便的」
（東 ）に回答するのか。

当然のことながら，被害者の安全を向上させる

加害者更生プログラムへの言及で，もう一点，

一環で加害者更生のプログラムを実施する責任

常套的に用いられる言説として，「加害者更生プ

は，地方自治体に課された重要かつ不可欠の課題

ログラムの実施がかえって被害者の安全を脅かす

であり，にもかかわらず国や他の自治体の動向を

新たな危険性」という記述があり，頻出する。し

調査研究するのみでは，被害母子の人権は永遠に

かし，加害者の巧妙さにたぶらかされずに，被害

無視され続けることになる。

じようとう

者の安全を脅かさないプログラムをいかに実施す

例えば児童虐待の防止で，「親への指導がかえ

べきか，あくまでも責任ある実施体制の中で論じ

って被害児の安全性を脅かすことになる」なら，

られなければ，意味がない。

親指導を躊躇するであろうか。性犯罪者への教育

これらの記述の問題点は，あたかも被害者への
配慮として言及しているように見せかけつつ，実
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プログラムが性犯罪を巧妙化させるなら，実施を
思いとどまるであろうか。
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また，メカニズムや確定的な改善効果が実証さ

ままで，いたずらに時間が推移しているように思

れていないことを導入しない理由にしているが，

える。別の視点から検討するならば，現行の DV

それならば加害者更生プログラムが成果を上げる
ことを，外国の研究者が発表するまで，じっと待
つのであろうか。
児童虐待でも，性犯罪でも，飲酒運転でも，す

防止法は，DV を防止する方策としては決め手に

欠ける法律であり，DV の深刻な被害者に対して，
必要最小限の措置を講じている「DV 被害防止法」

にとどまっている。

べて問題を引き起こしている責任主体，すなわち

人道的な救済措置が不可欠な制度であることは

加害者への対応を欠いたままの対策はあり得な

言うまでもないが，もし真に，実効的に DV を防

い。これらの問題について，海外で確定的な改善

止したいのであれば，加害者への更生措置を盛り

効果の報告が成されるまで，調査研究を行い続け

込まないままでは，永遠に未解決状態が続くであ

ると言ったら果たして通用するだろうか。

ろう。

結局のところは，被害母子の人権が軽視された
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都道府県における加害者更生への取り組み
（都道府県が策定したDV 被害者支援基本計画の報告書より抜粋）

都道府県

内

容

〔加害者更生の取り組み〕
■加害者更生に関する調査研究等の促進
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための関連施策を実施する上で，加害者が更なる暴力を繰り返し，新
たな被害者を生み出すことのないように，加害者の更生のための指導等が必要です。
国においては，これまで諸外国における加害者の更生のための指導に関する制度やプログラムについて，被害者の
保護を図る観点から，調査研究等を行っています。
しかし，加害者更生については，現在のところ，有効な指導方法が確立されているとは言えず，加害者についての
実態の把握も十分に進んでいるとは言い難い状況にあります。
現在のところ，民間団体等で実施している加害者更生プログラムを受けた加害者が，そのことを免罪符として被害
者に対して復縁や帰宅を求めるなど，被害者を連れ戻す手段にされたり，被害者を支配することにたけている加害者
北海道

が，被害者に更生したと錯覚を与え，支配関係を継続させるおそれがあるなど，場合により被害者にとって非常に危
険なものとなることにも留意する必要があります。
加害者の中には，アルコール依存や薬物等の乱用も原因と考えられる場合が想定されることから，この分野におけ
る研究も進める必要があります。
◦加害者更生のための指導方法についての調査研究を進め，効果的なカウンセリング・プログラムの開発等の有効な
具体的手法の開発を進めることについて，引き続き国に要請します。
◦アルコール依存や薬物等の乱用と配偶者暴力の関係についても，専門的な研究を行うよう国に要請します。
◦加害者更生プログラムの受講について強制力を持たせる仕組みなどについても，併せて，研究，検討を行うことを
国に要請します。
◦被害者の安全を第一に考えた加害者更生の調査研究の方法や進め方について，情報収集や関係団体との意見交換な
どを行い，研究検討を進めていきます。
〔配偶者からの暴力（DV）に関する調査〕
県内における配偶者からの暴力 (DV) に関する意識とその実態を把握するため，配偶者からの暴力 (DV) 実態調査を
実施するとともに，加害者更生のための指導方法に関する取り組みについて，調査や情報収集を実施します。

岩手

加害者相談窓口の設置の検討や，加害者の更生のための指導方法について国や民間支援団体等の取り組みを調査す
るなど，DV 加害者の更生に向けた施策のあり方を検討します。
〔主な取り組み〕
◦加害者に対する相談の実施
◦指導方法に関する調査等の実施
〔DV に関する調査・研究の推進〕
■現状と課題
DV と関連が深いとされるアルコール依存症などの嗜癖問題についても，今後，調査研究を進める必要があります。
さらに，加害者更生に関する取り組みとして，男性相談窓口の設置の検討や加害者更生プログラムについて，国及

秋田

び民間団体等の取り組みを調査するなど，加害者の更生に向けた施策のあり方について検討する必要があります。
■男性相談及び加害者更生プログラムの研究
DV 防止の視点から，男性が暴力に至る前に，悩みやジェンダーにとらわれたゆえの生きにくさなどを話すことが
できる男性相談体制を検討します。また，加害者更生プログラムについては，
「加害者と言われとまどっている男性」
等の相談のあり方も含め，国の調査研究の動向を把握するとともに，他県及び民間機関における取り組み状況等を研
究します。
〔調査研究の推進〕
■現状と課題

宮城

加害者更生のための指導や被害者の心身の健康の回復の方法等の研究が求められていますが，加害者の更生につい
ては，まだ未解明部分が多く，指導の具体的なプログラムの開発が課題となっています。
■加害者更生への研究の取り組み
現在，国で行われている加害者更生のための指導方法の研究動向を注視し，県への反映等について検討します。
〔加害者再教育のあり方検討〕
■現状と課題
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◦ DV 防止法第 25 条は，国及び地方公共団体は，加害者の更生のための指導の方法等に関する調査研究の推進につい
て努めるよう規定しています。男女共生センターにおいて，加害者更生プログラムを実施している民間支援団体を招

究します。
〔調査研究の推進〕
■現状と課題
宮城
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加害者更生のための指導や被害者の心身の健康の回復の方法等の研究が求められていますが，加害者の更生につい
ては，まだ未解明部分が多く，指導の具体的なプログラムの開発が課題となっています。
■加害者更生への研究の取り組み
現在，国で行われている加害者更生のための指導方法の研究動向を注視し，県への反映等について検討します。
〔加害者再教育のあり方検討〕
■現状と課題
◦ DV 防止法第 25 条は，国及び地方公共団体は，加害者の更生のための指導の方法等に関する調査研究の推進につい
て努めるよう規定しています。男女共生センターにおいて，加害者更生プログラムを実施している民間支援団体を招
いて講演会を実施しました。
◦加害者更生プログラムは，アメリカでは刑法と連動しており，罪の重い者は刑罰を受け，ごく罪の軽い者が刑罰の
代わりにこのプログラムを受ける仕組みとなっています。こうした背景を踏まえ，加害者更生プログラムのあり方の

福島

検討においては，刑法との連動性や受講対象者の選定について熟慮するとともに，被害者の安全確保を最優先させる
ことが必要です。
◦加害者には，アルコール依存症を抱えた加害者も多いことから，精神保健福祉センターや各保健福祉事務所等との
連携も検討する必要があります。
■加害者再教育の効果的な実施方法の検討
加害者再教育については，国の施策の状況や先進国の例等について情報収集を行い，実施における問題点や課題に
ついて研究を行います。
■加害者からの相談に対する対応
DV により被害者が避難した時，加害者が警察や相談窓口等に相談や問い合わせをすることがあります。
〔配偶者からの暴力に関する調査研究の推進〕
■現状と課題
加害者更生については，加害者を更生するための指導としてどのようなものが有効であるかについては未解明な部
分が多く，場合によっては非常に危険なものとなりうることを十分認識しつつ，引き続き国等の調査研究の進捗状況

群馬

を注視し，県としての取り組みについて検討する必要があります。
■加害者更生に関する取り組み
被害者の安全確保や配偶者からの暴力の再発を防止する上で，加害者を更生させるための教育，指導，カウンセリ
ングが求められています。
しかし，加害者更生については未解明な部分が多く，国が実施する調査研究や他国の取り組み内容，他県及び民間
機関における研究内容等の情報収集を行い，県としての取り組みを検討していきます。
〔加害者更生に関する取り組みの検討〕

神奈川

◦再生の意思のある加害者からの相談の実施について検討します。（県）
◦加害者更生に関する調査研究の充実及び必要な法整備について，引き続き国へ要望します。（県）
〔加害者更生等に係る調査研究の情報収集及び加害者の意識啓発〕

新潟

◦国等の調査研究の状況について情報収集を行うとともに，対応策について検討します。
◦関係機関と連携を図りながら，加害予防の意識啓発を図るための講演会等を実施します。
〔暴力防止のための取り組み〕
■現状と課題
被害者を保護し自立のための支援を行っても，加害者が暴力から脱却できなければ，再び暴力が行われる危険性や
新たな被害者を生み出してしまう可能性があります。
加害者が，暴力をふるうことは人権侵害であるということを理解し，暴力に頼らない人間関係を築くことができる
ようになるための取り組みが必要です。
本県ではこころの健康センターにおいて，加害者が暴力の責任を負い，自らの暴力を抑止できるようになるための
相談を受け付けて，専門カウンセラーが対応する体制を整えています。

石川

しかし，加害者の暴力の再発防止を図る各種の教育プログラムについては，未だ確立されたものは無いのが現状で
す。被害者支援の立場から加害者の更生も重要な課題であるとの認識の下，調査研究を推進していく必要があります。
■加害者に対する暴力抑止相談の体制の充実
加害者に対する暴力抑止相談を通して，加害者が暴力を必要としない人間関係を構築できるように，また，離婚や
親権喪失などによる精神的な問題を受け入れることができるように働きかけていきます。
■加害者に対する暴力抑止相談員の養成
加害者に対応する際は，加害者の特性を熟知した上で行う必要があります。こころの健康センターを中心に加害者
が更生するための相談に，適切に対応できる相談員の養成に努めます。
■暴力抑止に関する調査研究の推進
暴力の抑止に関する情報収集に努めるとともに，施策をより有効なものとするための調査研究を推進します。
〔加害者対策についての検討〕
■現状と課題
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石川

す。被害者支援の立場から加害者の更生も重要な課題であるとの認識の下，調査研究を推進していく必要があります。
■加害者に対する暴力抑止相談の体制の充実
加害者に対する暴力抑止相談を通して，加害者が暴力を必要としない人間関係を構築できるように，また，離婚や
親権喪失などによる精神的な問題を受け入れることができるように働きかけていきます。
■加害者に対する暴力抑止相談員の養成
加害者に対応する際は，加害者の特性を熟知した上で行う必要があります。こころの健康センターを中心に加害者
が更生するための相談に，適切に対応できる相談員の養成に努めます。
■暴力抑止に関する調査研究の推進
暴力の抑止に関する情報収集に努めるとともに，施策をより有効なものとするための調査研究を推進します。
〔加害者対策についての検討〕
■現状と課題
被害者を一時的に保護し生活再建のための支援を行っても，加害者自身が暴力から脱却することができなければ，
被害者の不安はいつまでも取り除かれることはありません。
また，
新たな被害者を生み出してしまう可能性もあります。
配偶者暴力防止法では，「加害者更生のための指導の方法を調査研究する」との規定を盛り込み，一部の自治体や
民間支援団体で取り組みが始められているところですが，更生のための指導方法等が確立されておらず，その評価に
ついは未知数です。
被害者が安全に安心して生活するために，また，新たな被害者を生み出さないためにも，加害者に対し，配偶者へ
の暴力は犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であることを認識させ，暴力から脱却させるための取り組みが必要

岐阜

です。
◦加害者更生のための情報を収集（男女参画青少年課）
加害者更生のための国の調査研究や，民間支援団体等による取り組みについての情報を収集し，今後の対策につい
て検討していきます。
◦加害者向けキャッチコピーによる啓発（男女参画青少年課）
従来，被害者向けに「あなたは悪くない」「ひとりで悩まないで」といったメッセージを発信してきましたが，加
害者向けに「妻を殴ることは犯罪です」「あなたの暴力をみて子どもたちは泣いています」などといったメッセージ
を発信することによって，社会の DV を許さない共通認識を高めることが期待できますので，加害者向けキャッチコ
ピーによる啓発を検討していきます。
〔加害者更生への取り組み〕
■現状と課題
DV 問題の解決を図る上で，被害者の保護，自立支援はもちろんですが，一方，加害者に対する施策を進めることは，
DV の再発防止からも重要な課題です。
現在，愛知県においては，加害者に対する具体的施策は，一部民間において更生のための相談がされている以外は
実施されておりません。国においては，加害者更生のためのプログラム作成にあたって最低限満たす必要のある基準

愛知

や，プログラム実施にあたっての留意すべき事項の検討がされているところです。
なお，DV の効果的な再発防止には，加害者の責任を明確にし，何らかの強制的な手段を含んだ加害者更生プログ
ラムの検討が必要です。
〔今後の取り組み〕
①国の情報を収集し，加害者更生のための効果的施策の研究
②民間団体の行う加害者更生についての状況調査の実施
③加害者からの相談，加害者とならないための予防についての研究
〔加害者更生プログラムへの取り組み〕

兵庫

未だ有効な加害者更生プログラムは確立されていないが，被害者の安全を確保するためにも加害者に対する教育・
カウンセリングが必要であるため，国が実施する調査研究や他府県，民間機関における取り組みを調査する。
〔配偶者からの暴力に関する調査研究の推進〕
■現状と課題
加害者の更生のための指導については，諸外国で取り組まれている更生プログラムを含め，どのような方法が有効
であるか明確な結論は得られていませんが，引き続き，国等の調査研究の進捗状況を注視していく必要があります。
また，アルコール依存症と DV との関連性など，DV の防止及び被害者保護に資する嗜癖対策の調査研究を進める必
要があります。
◦「アルコール依存症」「暴力依存」等の嗜癖対策の充実
DV とアルコールや薬物などとの関連性はかねてから指摘されていますが，それらへの嗜好のみならず，加害者に
暴力への依存が見られる場合もあるといわれています。

岡山

これらについては，従来から，精神障害として，岡山県精神保健福祉センターや県下の保健所で相談を受け付けて
いるところです。また，地方行政独立法人岡山県精神科医療センターでは平成 16 年 3 月から依存症治療入院棟の開設
や，リハビリテーションプログラムを実施し，専門的な治療を受けられる体制を整備しました。
今後，相談体制については，民間医療機関と連携し，より一層の充実を図ります。
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◦加害者の更生のための指導
自立生活を営もうとする被害者の安全の確保や，暴力が次世代へと連鎖していくのを防ぐためには，加害者更生の
方法が確立される必要があります。

また，アルコール依存症と DV との関連性など，DV の防止及び被害者保護に資する嗜癖対策の調査研究を進める必
要があります。
◦「アルコール依存症」「暴力依存」等の嗜癖対策の充実 Ⅰ -

2

DV 加害者更生の意味とわが国における課題

DV とアルコールや薬物などとの関連性はかねてから指摘されていますが，それらへの嗜好のみならず，加害者に
暴力への依存が見られる場合もあるといわれています。
岡山

これらについては，従来から，精神障害として，岡山県精神保健福祉センターや県下の保健所で相談を受け付けて
いるところです。また，地方行政独立法人岡山県精神科医療センターでは平成 16 年 3 月から依存症治療入院棟の開設
や，リハビリテーションプログラムを実施し，専門的な治療を受けられる体制を整備しました。
今後，相談体制については，民間医療機関と連携し，より一層の充実を図ります。
◦加害者の更生のための指導
自立生活を営もうとする被害者の安全の確保や，暴力が次世代へと連鎖していくのを防ぐためには，加害者更生の
方法が確立される必要があります。
しかしながら，加害者の更生のための指導については，いまだどのようなものが有効であるか未解明な部分が多く，
場合によっては，加害者が更生のための指導を受けているという事実をもって，被害者やその関係者に事実に反し加
害者が更生したとの錯覚を与えるなどといった危険性があることも指摘されています。
こうした点を踏まえて，国において引き続き行われる調査研究の動向を把握する。
〔加害者更生〕
■現状と課題
加害者自身が暴力から脱却することができなければ，再び DV が行われる危険性や新たな被害者を作り出してしま
う可能性がある。このため被害者支援と併せて加害者への対応が必要である。
DV 防止法では「加害者更生のための指導の方法を調査研究する」との規定があるのみで具体的な加害者対策は示

鳥取

されておらず，一部の自治体や民間団体で取り組みが始められたところである。
本県では，加害者対策に関するフォーラムの実施や加害者電話相談を実施しているが，電話を受けた後に継続的に
対応できる機関がなく，また加害者更生のプログラムの国レベルでの研究も緒についたところであり，根本的な対応
ができていないのが現状である。
〔今後の取り組み〕
◦加害者更生のための国の研究や民間団体等による取り組みについて調査し情報を収集する。
◦更生の意志を持つ加害者等の相談体制，自助グループについて検討する。
〔加害者更生等の調査等に係る取り組み〕
■現状及び課題
◦ DV の再発防止するためには，被害者を保護するだけでなく，加害者に自らの責任を認識させ，更生させるための
指導が重要であり，今後，加害者更生の取り組みを進めていくことが必要であるが，現状では，有効な指導方法等が

島根

確立されていない。
◦国において，加害者の更生のための指導についての「ドメスティック・バイオレンス (DV) の加害者に関する研究」
等が行われている。
◦本県においては，これらの国の調査状況等を注視しつつ，DV の再発防止の取り組みの参考にする必要がある。
〔情報収集及び取り組みの検討〕
国等の状況について情報収集を行い，効果的な実施方法を検討する。
〔配偶者からの暴力に関する調査〕

山口

◦加害者更生に関する調査
国における調査研究の把握，他県や民間団体等における取り組み状況等の情報収集を行います。
■現状と課題
配偶者に対する暴力を繰り返さないためには，加害者自身が相談を受けられる体制と，加害者が自分の怒りの感情
をコントロールできるようになるための継続した支援プログラムが必要と言われています。

香川

加害者更生については，現在のところ支援プログラムが確立されているわけではなく，国などにおいて調査研究が
進められているところであり，今後の取り組みが課題になっています。
〔加害者更生プログラムへの取り組み〕
◦被害を繰り返さないためにも，実効性のある加害者更生プログラム（加害者へのカウンセリング，教育方法等）に
ついて，国の調査研究の動向等や他県・民間機関の情報収集を行い，効果的な実施方法を調査します。
配偶者暴力防止法では，国及び地方公共団体は，配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に資するため，被害者
の心身の健康を回復させるための方法，加害者の更生のための指導の方法等に関する調査研究の推進に努めるものと
されています。

徳島

国においては，配偶者からの暴力の被害の実態把握や被害者の自立支援に寄与するため，各種の調査研究を行って
います。
〔加害者更生のための指導に関する調査研究〕
国や民間団体等が進めている加害者更生のための指導に関する調査研究について，情報収集・提供に努めます。
■現状と課題
暴力の防止のためには，被害者の保護の充実と同時に，今後は加害者が暴力を振るわないようにするための対策も27
必要になります。

ついて，国の調査研究の動向等や他県・民間機関の情報収集を行い，効果的な実施方法を調査します。
配偶者暴力防止法では，国及び地方公共団体は，配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に資するため，被害者
の心身の健康を回復させるための方法，加害者の更生のための指導の方法等に関する調査研究の推進に努めるものと
されています。
徳島

国においては，配偶者からの暴力の被害の実態把握や被害者の自立支援に寄与するため，各種の調査研究を行って
います。
〔加害者更生のための指導に関する調査研究〕
国や民間団体等が進めている加害者更生のための指導に関する調査研究について，情報収集・提供に努めます。
■現状と課題
暴力の防止のためには，被害者の保護の充実と同時に，今後は加害者が暴力を振るわないようにするための対策も
必要になります。
こうしたことに総合的に対応していくためには，それぞれの関係機関が協力，連携して情報収集を推進していくこ

愛媛

とが重要です。
◦加害者の更生に関する情報収集
加害者の更生のための指導としてどのようなものが有効であるかについては，未確認な部分が多く，場合によって
は被害者にとって危険なものとなり得ることも指摘されているので，被害者の安全を第一に考え，当面，国の取り組
み等について情報を収集します。
■現状と課題
加害者の更生については，加害者が自分の怒りの感情をコントロールできるようになるための継続した支援プログ
ラムが必要といわれており，現在，国において支援プログラムの調査研究が進められています。しかし，更生のため
の指導の有効性については未解明な部分も多く，場合によっては，被害者にとって危険なものとなるとも言われてお

高知

り，国の研究結果を見極める必要があります。
〔加害者が相談しやすい環境の整備〕
県は，精神保健福祉センターや民間支援団体，こうち男女共同参画センター「ソーレ」と連携し，悩んでいる加害者
が相談できる場を確保するとともに，相談しやすい環境を整えていきます。また，県は，加害者が医療機関や企業内
でも相談が受けられるように，医師会や産業保健推進センター等に理解と協力を求めていきます。
◦男性の自主的な取り組みへの支援
DV 等女性に対する暴力の問題に関して活動を行っている民間団体は，これまでは女性が中心でした。しかし，DV

佐賀

防止のためには，男性が自主的に暴力のない社会つくりを進める必要があります。性別によって不利益が生じないよ
うな社会，男女がともに尊重される社会づくりを進めることが，DV 根絶につながります。
男性が中心となって，DV 等女性に対する暴力の根絶に主体的に取り組むことを支援します。
■現状と課題
DV の再発を防止するためには，被害者を保護するだけでなく，加害者への教育，カウンセリング等の加害者対策
が課題になっています。
加害者の更生のための指導に関するプログラム等については，国が調査研究を行っていますが，どのようなものが

長崎

有効であるか未解明な部分が多く，場合によっては，被害者にとって危険なものになり得ることに留意する必要があ
ります。
〔加害者更生のための支援方法等の研究〕
国の加害者更生プログラム等の研究成果を踏まえながら，更生の意思を持つ加害者に対する相談体制や支援方法等
についての研究を行います。
■現状と課題
DV をなくし，誰もが安心して暮らせる社会をつくるためには，被害者を保護・支援する対策だけではなく，加害
者に対する取り組みも必要です。しかし，加害者の更生のための指導については，国や一部の地方公共団体，民間団
体等で調査・研究がなされているものの，その方策や効果については未解明な部分が多く，今後，更なる調査・研究
を行う必要があります。

大分

◦加害者に関する調査・研究
国等の調査・研究の情報を収集し，加害者対策のあり方について検討します。
◦加害者からの相談の受け皿づくり
自らの暴力行為に悩み，
問題意識を持つ加害者に対して，
カウンセリング等を行う相談の受け皿づくりを検討します。
精神保健福祉センター（ハートコム）や県民保健福祉センター，保健所において，加害者の暴力の背景に何らかの
精神的要因があると思われる場合は，配偶者暴力相談支援センター等関係機関と連携を図りながら，加害者からの相
談に応じます。
〔加害者カウンセリングの充実〕
■現状と課題
平成 15 年度に加害者に対するアプローチに関する研究を行ったところです。その結果，加害者に関しては，カウン
セリングの場にいかに本人を導くかが課題であると認識されました。
しかしながら，加害者が暴力から脱却できなければ，再び DV が行われる危険性や新たな被害者を作り出してしま
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う可能性があります。
DV 被害者が自立し，安全に，安心して平穏な生活を送るために，また，新たな被害者を生み出さないためにも，
加害者が暴力から脱却するための根本的な取り組みが求められます。

自らの暴力行為に悩み，
問題意識を持つ加害者に対して，
カウンセリング等を行う相談の受け皿づくりを検討します。
精神保健福祉センター（ハートコム）や県民保健福祉センター，保健所において，加害者の暴力の背景に何らかの
精神的要因があると思われる場合は，配偶者暴力相談支援センター等関係機関と連携を図りながら，加害者からの相
DV 加害者更生の意味とわが国における課題
Ⅰ- 2
談に応じます。
〔加害者カウンセリングの充実〕
■現状と課題
平成 15 年度に加害者に対するアプローチに関する研究を行ったところです。その結果，加害者に関しては，カウン
セリングの場にいかに本人を導くかが課題であると認識されました。
しかしながら，加害者が暴力から脱却できなければ，再び DV が行われる危険性や新たな被害者を作り出してしま
う可能性があります。
DV 被害者が自立し，安全に，安心して平穏な生活を送るために，また，新たな被害者を生み出さないためにも，
加害者が暴力から脱却するための根本的な取り組みが求められます。
国においては，加害者の更生のための指導の方法等調査研究がなされていますが，具体的な加害者対策は示されて
おらず，一部の自治体や民間団体で取り組みがなされているだけです。
今後，国等の状況について情報収集を行い，効果的な実施方法を検討する必要があります。
①カウンセリングの周知と実施
熊本

DV被害者が安全な状態で自立できるようにするためには，加害者に対する何らかのアプローチが求められています。
本県では，自己の暴力性に悩み，援助を求めている人に対して，カウンセリングを実施してきました。そのような加
害者がカウンセリングを受ける機会を確保するとともに，カウンセリングの存在を加害者に知ってもらえるよう，広
報していきます。
②アルコール・薬物等依存症対策の充実
加害者の中には，アルコール依存や薬物依存がきっかけで暴力をふるう人がいます。そのような加害者が暴力をふ
るわなくなるには，依存症の治療が不可欠です。加害者に対する取り組みの一環として，依存症への対策の充実を検
討するとともに，現在アルコールや薬物依存の家族ミーティングを実施している県精神保健福祉センターとの連携の
強化を図ります。
③加害者更生プログラム確立に向けた取り組みの検討
本県では，加害者に対するカウンセリングを実施していますが，加害者の多くは自身を加害者と認識しておらず，
カウンセリングを受ける姿勢をもつ人は少ないのが現状です。国では，加害者の更生のための指導について調査研究
が進められていますが，本県としては国に加害者更生プログラムの確立を要望するとともに，国の動向を把握し，他
都道府県等の取り組み状況等について情報収集を行い，取り組みを検討していきます。
■現状と課題
国や一部の自治体，民間レベルで加害者更生プログラムの研究が行われています。加害者向けのプログラムによっ
て，自ら自己改革する意思のある加害者に，暴力について理解し，暴力的・支配的な態度を取ることなく，人と接す
る方法を学ぶ機会を提供することは，被害者の安全を高めるために必要なことですが，場合によっては，被害者にと
って非常に危険なものとなることについても十分留意する必要があります。加害者が，プログラムを受講していると
いう事実を持って，被害者に対し加害者が更生したと錯覚を与えたり，職務関係者が加害者の危険性を軽視しがちに

鹿児島

なるおそれがあります。また，受講したことで，保護命令制度の知識を得て，その対象とならない暴力を選んでふる
うようになることも考えられます。そのため，加害者更生プログラムの研究成果を把握し，被害者の安全の確保を第
一に考えた実践のあり方について検討を行う必要があります。
〔加害者更生のあり方の検討〕
加害者向けの更生プログラムについて，その限界や危険性を十分留意しつつ，被害者支援の視点に立った実践のあ
り方を研究します。
①国・他の自治体，民間団体等の研究成果の把握
②加害者更生プログラムの研究・実践
（註）内閣府男女共同参画局のホームページに掲載されてい
る，各都道府県の基本計画のリンク集（http://www.gender.

go.jp/e-vaw/law/index_kihon.html）からたどって情報収集を

行ったが，一部の都道府県でリンク切れが生じていた。
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D V を 行 う 父 親 に 対 す る 働 き か け
森田 展彰
Nobuaki Morita

筑波大学大学院人間総合科学研究科

児 童 を ま も る た め に 必 要 な ，DV 加 害 男 性 に 対 す る 介 入
子どものいる家庭内で男性による女性に対する

ある。

暴力がある場合，30 ～ 70 ％の事例において母親

◦暴力的な家族関係やそうした価値観が子どもに

を殴る男性は子どもを直接的に身体的，または性

もインプットされてしまうこと。

的な虐待を行っていることが報告されている

1,3）

。

こうした狭義の「児童虐待と DV の重複群」で

なくても，DV が家庭に生じている場合には，子

◦ DV 男性は家族関係を葛藤的なものとしてしま
い，安心できる場としての家庭を奪ってしまう。
き れつ

兄弟姉妹を含めた家族員間に大きな亀裂を残す。

どもは，心理的に大きいダメージを受け，身体的
虐待を受けている子どもと同レベルの心身の症状
や問題行動を生じることが指摘されている

1,2,4）

以上のことから，こうした家庭に育った子ども

。

は，安定したアタッチメント関係を持てず，常に

この心理的なダメージには，以下のような多重の

身の安全や安心ということに気持ちのほとんどを

経路を通じた影響が含まれる。

奪われてしまい，年齢に応じたその他の発達的な
課題に取り組むことができなくなる。

◦ DV 行為を目撃することによる衝撃。

これがその後，うつ病，自殺，不安，発達の遅れ，

◦男性が子どもに直接的に母親としての女性につ

物質乱用，学校における不適切な行動，学業不振，

いて「ダメな母親だ」などと侮辱することにより

学校における健康問題，攻撃など，さまざまな問

母子関係が破壊されてしまうこと。

題行動を生じる可能性が指摘されている 1,2,4）。そ

◦男性が女性にダメージを与えることで，女性が

うした環境で育った子どもが，今度は DV 加害者

母親としての機能が低下してしまい，子どもに十

となってしまう可能性が高まることも報告されて

分な養育ができなくなる。

いる。

◦男性が行った虐待の影響により母親が感情的な

一方で，配偶者暴力相談支援センターをはじめ

問題をもつに至り，それにより母親から子どもへ

とする DV 被害援助機関では，被害を受けた女性

の虐待を行ってしまう場合がある。また父親が殴

や子どもを加害者から分離して保護することに中

るよりはということで，必要以上に母親が子ども

心があり，DV 加害男性への働きかけはなされて

に厳しく接するようになり，それが虐待に結び付

いない。むしろ児童相談所を中心とする児童福祉

く場合もある。

機関のほうが，子どもの保護の時点で父親と接触

◦ DV 男性から女性が離れることは心理的にも社

する場合があり，施設で子どもを保護している状

会経済的にも非常に難しいが，そうした DV 問題

況をもとにカウンセリングなどへの導入を図って

の困難性が児童の保護を難しくしてしまう場合が

いるが，こうした対応は母親が中心で父親につい
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てはあまり接触することができないままにいる場

もいいのかと考えると，そうではないという根拠

合が少なくない。

が以下のようにあげられる。

児童を帰すかどうかにおいても，母親など介入
できる養育者がある程度養育できる状況がくれば

（f）DV 加害男性を切り離してしまうことで，子

家庭復帰させてしまう場合も多く，あまり登場し

育てや経済的な面もすべてのことが母親の責任に

てこない父親が内縁の夫の DV についての査定や

すべてかかってしまうという点を指摘し，父親に

介入は積極的ではない面がある。

も責任をおわせ，関与させる必要があるとしてい

以上のように，父としての，加害男性への働き
かけは，これまで十分にされてきていないといえ
る。
どうして，加害男性＝父の問題が扱われないの
かということを考えてみると，

る 5,6）。
（g）DV 加害男性を分離の時点の評価だけで，そ
の後関係を保たないと，かえってその後の男性の
危険度や変化可能性がわからなくなることが指摘
されている 5,6）。加害男性を母子と分離しても，
その男性がほかの女性やその子どもと関係をもつ

（a）子育ては母が主に責任をもつものであると
いう固定観念があること。

可能性があることを考えれば，分離という手法の
みで女性や子どもの安全が保てるという考えは短

（b）DV 加害男性というのは親というよりは，よ

期的なものでしかないことを示唆している。とり

り「犯罪者的」性質が強いもので，親としての自

わけ継父という形で家庭に入る男性が激しい虐待

覚自体がほとんどない場合が多いし，その対応に

を女性や子どもに行う場合が多く報告されてお

危険を伴う。特に内縁の夫が DV を行う場合につ

り，その予防のためにも男性への介入は不可欠な

いての対応は，ほとんど検討されてこなかった。

要素といえる。

（c）男性の加害が児童に直接向いていない場合

（h）DV 被害女性が分離後にも，男性と子育てに

に，その親は夫婦関係に問題はあるが，子どもへ

関わることを望む場合もあることが指摘されてい

の養育には問題があまりないと考えられてしま

る 6）。こうした考えが生じるのは，家族統合を良

う。
「夫としては失格だが，父としてはそう悪く

いものと考える文化的なプレッシャーや，母親か

ない」ので児童相談所としては「夫婦問題」は管

らみて子どもが虐待的な親を愛していて，良い関

轄でないと考えてしまう。

係を望んでいると考えるためであるという。これ

（d）DV 被害援助機関は，直接家庭に出向いて介

に対して，専門家の側も，暴力をふるっていた父

入するということは少なく，もっぱら被害者のみ

にどの程度子どもを接触させることが適当かとい

を介入の対象としてきたので父親は介入対象とし

うことについて意見が分かれている面がある。例

て認識されていない。また，とにかく分離してし

えば，裁判所が DV を理由に離婚した男性に対し

まうことで被害者が安全になる訳であるから，加

て，子どもへの面接交渉についてあまり否定する

害者への対応はあまり必要でないと考える。

ことなく認める場合があることは日本のみでなく

（e）海外で行われているような DV 加害について

海外でも指摘されている。

積極的な介入や DV コートなどによる加害者向け

（i）加害男性の母子への執着は長く続くことが多

プログラムへの参加命令が日本では行われてこな

く，保護命令や離婚や収監によっていったん離れ

かったので，男性へ強制的に介入する糸口がなか

てもまた接触を求めてくる場合があること。

った。
以上から，離婚や別居のみの対応では十分でな
以上のような理由が重なって，父としての DV

く，男性を子どもにどうした条件で接触させるか

加害者への介入は十分にされてこなかったといえ

の検討や，親としての機能を高める働きかけを行

る。これは DV でない子育て支援における父親問

う必要があるといえる。

という問題に特有の事情もあるといえる。

る研究が少しずつ増えてきている。その結果，男

題の影の薄さとも重複している面もあるが，DV
それでは父としての DV 加害者に対応しなくて

近年の欧米の研究でも，父親による養育に関す
性を関与させることが子どもにも良い変化をもた
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らすことが指摘されている一方で，男性のそうし

いることは必ずしも虐待的な行動を自制する意思

た関与が長続きしない場合が多いことも指摘され

を示すものではないと結論付けている。

5）

ている 。

これらの結果は，父親や DV 加害男性は子ども

また男性の中でも，DV 加害男性の養育に関す

への情緒的な関係性を持とうとする傾向が全般に

る研究もまだ少ないが少しずつ増えている。例え

は薄かったり，親の独善的なものになりがちであ

ば，Rothman ら

の研究では，DV 加害男性の子

るということを示していると思われる。こうした

どもに対する認識を調べ，生物学的な父親は，社

男性への働きかけの困難をどう克服していくかが

会的な父親よりも，自分の子どもに対する暴力の

大事なポイントになる。

6）

影響に関心を示す確率が高いが，自分の暴力をス

本稿では以下に，男性加害者への具体的な働き

トップすることや，それ以外の方法でも子どもが

かけについて，（1）DV 加害者更生プログラムを

さら

DV に曝されて生じたダメージを緩和する意思は

実際にやってきた経験からの所見，
（2）カナダで

どちらの父親群も低かったことを報告している。

の研修の成果についてまとめ，有効な働きかけを

彼は，この結果から父親が子どもに関心を示して

行うためにどのような点が重要かを考察した。

DV 加害男性に対する加害者更生プログラムの実践から得た所見
本邦では DV 加害者更生プログラムを課する司

◦第 2 回：認知行動モデル（ABCD モデル）によ

法的枠組みがない中，民間団体で多様な試みが始

る暴力の理解

まっている。我々は，2004 年度に内閣府の委託

◦第 3 回：暴力につながる信念 B について

によって東京都における加害者更生プログラム事
業にファシリテーターとして加わり，事業終了後
も有志の研究会でプログラムを継続してきた。現
在のところ，
悪影響や有効性への疑念がある一方，
加害者とせずに男性の苦しさに焦点をあてるべき

◦第 4 回：自分の感情 C と感情表現 D について

◦第 5 回：暴力の影響 1（パートナーに対する）
◦第 6 回：暴力の影響 2（子どもに対する）
◦第 7 回：よい父親になるには

◦第 8 回：自分の暴力に対する責任

とする主張もあり多様な議論がなされている。

◦第 9 回：健康なコミュニケーションを学ぶ—ア

我々は，被害者援助の一環としての位置づけをも

サーティブ

った加害者プログラムが必要かつ有効であると考

◦第 10，11 回：ロールプレイを用い，各自にと

えている。以下に，これまでの実践の概要を示す
と共に有効性を①加害責任の自覚，②行動変容，

って問題となる場面の自分や被害者の考え—感情
—行動を変える練習をする。

③被害者の安全確保の観点から，検討した。

◦第 12 回：再発予防計画

■プログラム概要

■実践の結果と考察

小集団（5~7 名）のクローズド・グループ。1

クール 12 回。週 1 回 90 分。男女 1 名ずつのペア
による司会。内容は，暴力の影響を示し加害責任
を明確化すると共に，動機付け面接や認知行動療
法の手法を用い行動・感情・認知の変化に取り組
ませた。
プログラムの各回のテーマは，下記の通りであ
る。
〔インテークと契約のセッション〕
◦第 1 回：暴力とは ？
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（1）参加状況からみる動機づけへの効果
これまで 7 クールを行い，実参加者数は 36 名，

のべ人数は 63 名であった。内訳は，年齢は 30 代

が 5 割，50 代以上が 2 割で，これに続いて 20 代，

40 代の順であった。職業は公務員，会社員，自
営業，NPO 職員等多岐にわたっていた。
パートナーと別居している者が多く（7 割），
同居者も約 3 割（途中から再同居含む）いた。反
復参加は，6 回が 1 名，5 回 1 名，4 回 2 名，3 回 1
名，2 回 10 名と非常にリピーターが多かった。引
っ越しなど特別な事情以外で，1 クール中途で脱
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落したのは 4 名であり，脱落率は 4 名／63 名＝ 6.3

ことや，暴力から離れて尊重し合う関係を作るこ

％となる。あくまで任意参加であり，利用費もと

とを目標にすることを，参加条件として確認する

っている中での参加状況としては，
良好といえる。

が，プログラムを始めると，否認や矮小化や合理

海外の DV 加害者プログラムの脱落率が半分く

化がしばしば見られた。その場合は，直面化させ

らいという報告が多いことからすれば，非常に低

て元の目標に立ち戻らせることが必要であった。

い脱落率であり，日本の DV 加害者にもこうした

加害の意図がなかったことや自分の正当性を述

プログラムは受け入れられるものであることを示

べる場合も，パートナーとの関係が戻らないこと

しているといえる。

を示す中で，自分を変えることを次第に納得する

我々のプログラムは，被害者援助を最終的な目

わいしよう

者が増えた。

標とおき，男性の加害責任という側面について明

ピアの効果は大きく，特にリピーターの参加者

確に取り上げている。これは北米を中心に行われ

が率直に自分の内面と向き合っている様子は，他

ている DV 加害者プログラムの手法としてはオー

の参加者によい影響を与えた。加害者として扱わ

ソドックスな考え方であり，内閣府の掲げる加害

れることへの反発や，スタッフという権威への防

者プログラムの要件に沿ったものである。

衛的な反応も見られたが，そうしたことが問題に

加害責任を明確に取り上げると，男性が心を開

なった時をむしろ好機ととらえて，「加害的な側

くことができずに効果が上がらないという論があ

面に向き合うことはとても大変なことであり，そ

るが，我々の実践では加害に対する責任を取り上

のために毎週参加されている努力はすばらしいと

げながらも，むしろこれに取り組む気持ちを動機

思う」「スタッフが偉いというわけではなく，皆

づけることは十分可能であるという感触を得てい

さんの自分を変えようという努力を助ける役割を

る。参加率・脱落率はその証左であるといえる。

もってあたっている」「プログラムで，スタッフ
とも率直に話し合えてこそ，尊重しあう関係を学

（2）各介入要素における働きかけの内容と有効
性

べる」などを繰り返し伝えていくことで作業同盟
を強めていくことができた。

〔加害者責任の自覚への働きかけ〕
まず，どういう行為が暴力にあたるのかを理解
させることが最初の課題である。身体的暴力のみ
おとし

〔加害者の認知行動の変容〕
認知行動療法のモデル（A:Action ＝出来事，

済的制約，孤立させる，子どもの利用，性行為の

B: Belief ＝ 信 念，C: Consequence ＝ 感 情，D:
Decision ＝行動の決定，E: Effect ＝影響）を用い，

強制など，パートナーの自由や権利を制限・支配

自分の暴力の過程を分析させる。参加者は認知・

することすべてが暴力に含まれることを示した。

感情・行動を分類する作業にとまどいつつも，興

暴力の責任に関して，飲酒やストレスや被害者

味を持って取り組む者が多かった。できるだけ具

の態度が暴力の理由付けに用いられるが，それら

体的な問題場面を丁寧に取り上げていくことで次

のことがあっても暴力を用いない人も多いこと，

第に分析できるようになった。

ではなく，被害者を貶める言葉，脅迫・威圧，経

あくまでそうした方法を選択しているのは加害者

特に難しさを感じたのは，暴力や男性優位を肯

の側であることを示し，暴力を選択した責任は

定する信念を取り出させることであった。例えば

100％加害者にあることを示した。

「お金の使い方」に関する意見の相違から言葉の

暴力を受ける側のつらさを実感させるために，

暴力をふるった場面を考える際に，信念として「お

さまざまなワークが用いられる。例えば，自分の

金は倹約して使うべき」を取り出し，それがわか

妻が茂みから飛び出してきた暴漢に襲われた場合

らない妻に怒ったが，信念は正当であったなどと

について，被害者に生じる心身の反応を想像させ

考えてしまう場合が認められた。事柄の判断の是

る。そうした反応はすぐには消えず，茂みのそば

非よりも，そのことをもとに相手を罵ったり，自

を通るたびに反復しやすいことを示し，被害者の

分の考えを強要してしまうことの裏にある「妻は

長期にわたるつらさを実感させた。

自分に合わせるべきだ」「相手を貶めてもかまわ

プログラム導入時に，自分の暴力を認めている

ののし

ない」等の〈関係性の認知の歪み〉に気づかせる
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ことが大事である。こうした暴力につながる認知

た。特に子どもへのダメージが，直接の暴力でな

—感情—行動のつながりは自覚しにくいが，ロー

くても母親への暴力をみることや，母親を子ども

ルプレイ等による体験的理解が有効であった。

の前で罵倒すること，母親の機能を低下させるこ

ば とう

と等により，多重に子どもに影響を及ぼすことを
〔スキル訓練〕
危ない方法を抑制するのみではなく，尊重しあ
う関係性を育むスキルの獲得や，暴力再発を防ぐ

示した。これにより，「良い夫として機能しなけ
れば，良い父親にはなれない」ということを強調
した。

スキルを練習させる。特に具体的には，アサーテ

こうしたポイントは，カナダ・オンタリオ州ロ

ィブネスのスキル，フェアな問題解決の手法，タ

ンドン市で DV に対する総合的対策を行っている

イムアウト法などを主に行った。こうしたスキル
が，独善的でなく，相手の気持ちが変わる E（効

Linda Baker 先生や Allison Cunningham 先生やそ
の同僚の先生方から学んだものである。また彼ら

果）を持つことを確認するために，ロールプレイ

から紹介された，DV が子どもに与える影響に関

などによる体験的学習を何度も行った。自分のコ

するビデオを視聴させたり，ロールプレイの中で

ミュニケ－ションのパターンや，そのもとにある

DV 場面で子どもとして傍にいる役割をさせるな

認知・感情を振り返ることをさせていき，認知的

どして実感させていった。

な変容とスキル訓練をむすびつける形で行った。

こうした課題をやる中で，参加者の男性からは，

「スキル訓練」に関する実践の結果としては，知

父親としての自分を振り返ると同時に，男性自身

的理解にとどまる場合，体験的ワークが必要であ

の子ども時代に受けた暴力の影響について語るも

った。かなり自分は変わったと思っていても，ロ

のが多かった。参加者の大半の人が，子ども時代

ールプレイではうまくできなかったり，逆にやっ

に何らかの虐待や DV の目撃があったことがあら

てみると，ちょっとした表現の違いで相手に与え

ためて示された。暴力的なしつけや，厳格でコミ

る影響が大きく違うことに気が付くなどの効果が

ュニケーションが少ない父親の様子を語る人が多

あった。やってみてはじめて，体験的に自分の問

く，それに対する怒りや不安・恐怖などの感情を

題に気づくことが多い。単なる怒りの抑制では無

表現する人もみられ，暴力の連鎖を自分の子ども

理であることを示す意味でも効果はあった。
一方，

にはしたくないという話をした人も少なくなかっ

実際のパートナーとの場面への応用については，

た。

なかなか難しいと訴える人が多かった。

しかし，そうした過去の父への深い感情が語ら
れても，それと今の自分の内面をつなげて検討す

〔被害者の安全への配慮〕

ることは，容易ではない様子であった。父への怒

最終的な目標は被害者の安全であり，可能な限

りや恐怖を述べながらも，父を弁護する気持ちを

り被害者の援助者などと連絡を取り合ったり，こ

述べる人もみられ，深い感情的体験が防衛的な側

のプログラムの内容や目標や限界を被害者の方に

面にむすびついてしまう印象をうけた。

知らせる場を設ける。暴力の再発や継続がある場

また，加害的な父親に対する怒り以上に，そう

合には，仕切りなおしなどの対応が必要である。

した問題のある父はしょうがないにしても，そう

本来は欧米で行っているような保護監査との連携

した状況から自分を守ってくれなかった母への怒

などが望ましいが，日本ではそうした枠組みがな

りを述べる人も目立った。自分のトラウマ的な側

い。

面が，今の自分の正当化に結び付くという懸念が
スタッフ側にあったが，それほど単純な形での正

（3）父親としての加害者への働きかけに対する
反応
「子どもに与える暴力の影響」
1 クールの中で，
「よい父親であること」というテーマの回を設け

当化はみられなかった。しかし，自分に十分に寄
り添ってくれなかった母への怒りが，パートナー
への怒りの正当化へ転嫁している部分は感じられ
た。

ている。その中で，家庭内の暴力が一般的に子ど

こうしたつながりはスタッフ側からは十分みて

もにどういう影響を与えるかの心理教育を行っ

とれるが，参加している男性自身はある程度表現
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できてもすぐには洞察につながらない印象であ

以上に，男性参加者に深い感情体験をさせる効果

り，より時間をかけて自分の過去から現在への感

があったが，これは裏を返すと，「配偶者への影

情体験をたどらせることが有効なのではないかと

響はさておき，子どもに対してはよい父であると

思われた。

考えたい」という問題のある認知を示していた。

ただ，こうした作業では多くの否定的な感情を

そのため，「よい夫にならない限り，よい父親に

呼び起こすために，暴力の再発につながらないよ

はなれない」ということを何度も強調する必要が

うに慎重な対応が必要であると思われた。

あった。

以上のように子どものテーマは女性へのテーマ

カナダ研修での成果
平成 20 年 11 月にカナダを訪れて，先進的な
DV 加害者への対応を行っている機関の先生方に
研修を受けた。そのうち，以下の 3 か所での研修

り出そうとしていた部分と，暴力的な部分の両方

内容から学ぶことができた点についてまとめた。

を受け止めることを促し，それに取り組む姿勢が

（1）British Columbia 州 Vancouver 市 で DV 加 害

みとめられたら，その勇気を称賛し，後押しして

者プログラムを実践している Harry Stefanakis 先

を持つことを示す。単に保護的にやるのでも，厳
罰的に扱うのでもなく，自分のネガティブな側面

いくことが重要である。
相手の視点に立ち，関係破壊的な方法を用いて

生
（2）British Columbia 州 Vancouver 市 で DV 加 害

きた気持ちを理解しようと努めながらも，それを

者プログラムの実践やファシリテーター養成に携

変える責任と力があることに焦点をあて続ける。

わっている Jane Katz 先生と Zender Katz 先生

（3）Ontaio 州 London 市 で ケ ア リ ン グ ダ ッ ド を

行っている Katreena Scott 先生（Toronto 大学）,

Tim Kelly 先生（Changing way）

◦加害男性へアサーティブな態度を教えること
加害男性が，暴力的になることを指摘すると，
単純に抑制的ノンアサーティブな態度になってし
まうことがある。そうやって抑制的になると，結

（1）Harry Stefanakis 先生による研修

局のところ怒りをためこんでしまい，暴力を生じ

我々は，平成 20 年 11 月加害男性に対する接し

てしまう場合が多く，いわゆる「暴力のサイクル」

方について，Stefanakis 先生に，カナダでアドバ

から変化できないことになる。Stefanakis 先生よ

イスをいただいた。
彼の書いた論文も参考にして，

り，加害男性にアサーティブなやり方で自分の気

ポイントを挙げる。

持ちを表現することの重要性をわからせる説明の
しかたを教えていただいた。これを以下に記す。

◦加害男性に対する compassionate な態度の重
要性
加害男性に対して直面的な態度をとることで，

まず，図①のように自分とパートナーとの間の
コミュニケーションをグラフに示す。縦軸は自分
の要求で，横軸はパートナーの要求であるとする。

変化への抵抗を生んでしまう。罰則自体が本当の

そうすると，暴力的，支配的なコミュニケーショ

意味で，その行動を変容することを促すよりも，

ンは a の位置づけになる。一方，自分の気持ちを

行動変化の妨げになりやすい。その人を 1 人の人

おさえないといけないとなると，いわゆるノンア

間として全体的な存在として受け止めることが重

サーティブな状態であり，グラフでは b の位置に

要であり，部分的な対人関係のみでは，かえって

なる。ある意味で相手と自分のどちらかにあわせ

その人に教えたい人間関係性をつたえることがで

てしまう方法というのは簡単であるが，結局長く

きない。

続けることができずに，a と b の間を行ったり来

当人のおかれた状況の中で行動変容を促すこと
ができる動機に焦点をあてる。相手との関係を作

たりすることになりやすい。
そこで，アサーティブな方法が重要になるが，
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図①：コミュニケーションスキル①
極端に暴力的 ,
受動的な場合は
長続きせず ,
いったりきたりに
なりやすい

a : 暴力的

（2）Jane Katz 先生と Zender Katz 先生による
研修
両先生には，もともと内閣府の依頼で，日本に

自分のニーズ

おける DV 加害者プログラムを最初に開始する際
に手取り足取り教えていただいた。今回は，その
後先生方に教えていただいたプログラムを日本で
実践した経過を報告し，アドバイスをいただくと
ともに，最近のカナダにおける加害者臨床の動向
をお聞きした。以下に学んだ内容のいくつかの例

b : 受動的

を挙げる。

相手のニーズ

◦加害者臨床における Empathy の重要性
図②：コミュニケーションスキル②
a : 暴力的

c : アサー
ティブ

自分のニーズ

＝相手も自分も
尊重する方法
ただし , この方法
が効果を上げるに
は , エネルギーと
時間が必要である

加害者臨床において，加害行為をとるにいたっ
た道筋を男性の視点からたどれることが重要であ
るという点をいわれた。もちろんこれは加害者の
言い訳を認めるという意味ではなく，暴力を加え
るという責任はきちっと示した上で，表面的な合
理化ではなく，どうしてそういう方法をとること
になったのかという内省を促し，これに取り組む
姿勢について支持していくことが重要であるとさ

b : 受動的
相手のニーズ

れた。図らずも，Stefanakis 先生の指摘と重なる
指摘であった。
◦カップルセラピーの利用

これはグラフでは図②の c のように表わされる。

両先生は一度加害者プログラムを卒業した男性

つまり，アサーティブな方法は両方が互いに対す

と，そのパートナーに対してのカップルセラピー

る相互尊重をもつものであり，工夫や手間が必要

を行ったり，そのスーパービジョンを行っている

であるが，互いにその関係を続けていくことがで

という。カップルセラピーの例としては，性的満

きる。

足に関するテーマを取り上げることもあるとのこ

ただし，アサーティブなスキルは，時間やエネ

とであった。

ルギーがかかる方法であり，自分の要求を少し強
くだしたり，またその反応をみて，相手の気持ち

◦任意参加の人を中心にしたグループや予防的な

をうけとめたりということを少しずつ繰り返して

観点のグループ

いく中で，相手との調整をはかっていくプロセス

最近，任意参加の DV 加害者のグループを行っ

が必要になることを伝えることが大事であるとの

たり，予防的な観点からのグループも行っている

こと。

という。予防的な観点のグループは，企業におい
て，まだ暴力的な傾向が完全にはない段階の対象

以上，Stefanakis 先生からは，加害者との共感

に対して，行っているという。

的な作業同盟を築きながら，行動の変容を促して
いくファシリテーターの姿勢や具体的な工夫の重

◦被害者相談との連携や限界設定

要性を学んだ。加害者が変わっていくという困難

被害者に対するグループを行って，加害者に教

な道のりを一緒に歩むためにはどうすればいいか

える内容と同じ内容をおしえることによって，そ

ということを深く考えぬく姿勢が印象的であった。

の変化への期待や限界を十分知ってもらうように
しているという。加害者臨床のプログラムは修了
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ということはないものであり，ずっと継続してい

摘していた（実際そうした事例があったことも示

くものであるという認識を共有してもらうことが

された）。そこでまずは，男性が子ども中心の養

大事であるという。

育をできる態度を学ぶことに焦点をあてていると
いうことであった。

（3）Katreena Scott 先生（Toronto 大学）, Tim
Kelly 先生（Changing way）によるケアリング

◦加害男性は子育てということに関心をもてるよ

ダッドに関する研修

うに動機づけ面接の手法をもちい，できるところ

この研修については，日本で同様の内容で行っ

から取り組んでもらい，そうした努力に対して支

た研修会について，別の章で述べられているので

持的に取り扱うことで脱落率をさげることができ

詳しくはそちらに譲る。特に重要な点として印象

た。女性虐待に焦点をあてたプログラムが 50 ％

に残った項目は以下の通りである。

の脱落率であるのに対し，ケアリングダッドはそ
の半分以下であるという。

◦被害者援助と加害者プログラムと児童福祉のそ
れぞれの機関が一緒になって，父親としての男性

◦母子の危険を防ぐには，まずは介入システムか

加害者への教育プログラムの必要性を確認して，

ら脱落させないことが非常に重要であるとのこ

ケアリングダッドを開発した

7,8）

。

と。脱落した場合にはそれは関係機関にすぐにフ
ィードバックされるようにして介入が遅れないよ

◦一般的なペアレンティング・プログラムが，子

うにしているとのこと。

どもの行動をマネージするスキルに焦点をあてて
いるが，そうした内容では DV 男性がより虐待的

◦カナダ以外の多くの国で関心を集め，英国など

なスキルを学ぶ結果になる可能性があることを指

でも導入が図られているということ。

おわりに
本稿では，DV 加害男性に対する対応が子ども

加害者へのプログラムを行っている援助者の方々

の養育に重大な影響を与えるにもかかわらず，介

に研修を受けに行き，そこで学んだ内容を記した。

入がされてこなかったことをまず取り上げ，その

その結果，最も重要なポイントとして感じられ

背景には父親が子育てへの関心が十分でないこ

たのは，加害男性が女性やそして子どもに対して

と，加害行為に対する介入への困難性があること

暴力を行っていたという加害性をきちっと示しな

を指摘した。

がらも，男性が内的に持っている変化の可能性を

こうした状況の中で，日本で我々が行ってきた
加害者更生プログラムの実践とその反応を報告

ひきだすような働きかけを行っていくことが必要
であり，また可能であるということであった。

し，十分な公的司法的な枠組みがない中でも加害

加害行為の臨床では，厳罰か，治療的かのどち

男性の動機づけをたかめ，自分がやってきた行為

らかに偏った議論になりがちであるが，そうした

が母そして子どもに与えてきた影響を考えさせる

対立を超えていく道筋があること，そのための具

ことが十分可能であることを示した。さらにこう

体的な工夫や実践を重ねていくことが大事である

した実践結果をもって先達であるカナダでの DV

と考えられる。
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被 害 者 支 援 の 一 環 と し て の
D V 加 害 者 へ の ア プ ロ ー チ と
被 害 者 支 援 の 位 置 づ け
高橋 郁絵
Ikue Takahashi

原宿カウンセリングセンター

本 稿 の 目 的 —— 具 体 的 支 援 の あ り か た と は
本稿は，加害者更生のための取り組みと被害者

てきた経験を持つ。ジェーン・カッツ氏はブリテ

支援の関係について，カナダにおいてのインタビ

ィッシュコロンビア州の基準となる DV 加害者プ

ューとスーパーバイズの内容を紹介し，今後の具

ログラムの開発，実践，トレーニングの実績があ

体的支援のありかたを考察するものである。

り，現在は加害者プログラム修了者へのメンテナ

今回，インタビューとスーパーバイズに応じ

ンスプログラムの開発を手がけている。パートナ

てくださったのは，オンタリオ州ロンドンで被

ーのゼンダー・カッツ氏は現在精神疾患や脳障害

害 者 支 援 を 行 う ミ ッ シ ェ ル・ パ ド ン（Michele

を持つ受刑者を収容するブリティッシュコロンビ

Paddon）氏とブリティッシュコロンビア州バン

ア州立刑務所のエグゼクティブ・ディレクターを

クーバーで加害者プログラム作成，被害者支援

勤める臨床心理学博士である。

かか

に長年関わってこられたジェーン・カッツ（Jane

本稿では，DV 加害者更生のための小集団での

Katz）とゼンダー・カッツ（Zender Katz）の夫

プログラムを総じて「加害者プログラム」と表記

妻である。

している。筆者らが東京で行っているプログラム

ミッシェル・パドン氏は DV 被害母子のための
コンカレントプログラム

1）

の正式なタイトルは「DV 教育プログラム—男性

の開発者であり，被

編—」であるが，加害者プログラムの一端に位置

害者支援にあたるかたわら，加害者プログラムの

するものとして，同様の表現をもちいることにす

女性ファシリテーターとして，加害者にも関わっ

る。

被害者支援の一環としての加害者プログラム
欧米では加害者プログラムの歴史は 30 年ほど

行動療法など行動変容のための手法を用いてい

になる。当初アメリカ・ミネソタ州ドゥルース市

る点である。また，プログラムはコーディネー

をはじめ，フェミニストや被害者支援に携わる

ティドコミュニティーレスポンス（Coordinated

人々からその運動は始まった 。加害者プログラ

Community Responce）などと呼ばれる地域の関

ムには男性を対象としながら女性の安全を高め，

係機関の合意と協働の上に実施されている。

2）

社会全体の意識を改革する目的があった。
現在，欧米では多数のモデルが存在するが，共
通するのはフェミニズムの視点を取り入れ，認知

この点を前提として加害者プログラムが持ちう
る被害者支援の要素は，以下の 3 点に整理するこ
とができるだろう。
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（1）参加する加害者への心理教育的効果

ラムという制度のなかに一定期間入れる効果

まず，加害者に直接働きかけることができてこ

再発のリスク管理上，加害者の社会的孤立は好

そ得られる効果がある。再発防止スキルの習得・

ましくない。加害者自身の変化の有無にかかわら

価値観の変化・責任の引き受けなど再犯の予防に

ず，プログラムの枠に一定期間抱え，再発の危険

つながる加害者自身の変化である。加害者プログ

をモニターすること，どこかの機関が関わりを持

ラムが目的とするのは第一義的にはこの効果であ

ち，孤立させないことの意味は大きい。一方，被

り，再発率の低下＝女性の安全の向上と考えられ

害者にとっては，少なくとも加害者がプログラム

ている。しかし，加害者の
“変化”
による効果はそ

に留まる期間，「被害者」という社会的ポジショ

れだけではない。加害者の変化が被害者のトラウ

ンが明瞭な輪郭をなす。DV は常に妻（女性）の

3）

マからの回復過程に及ぼす肯定的影響がある 。

せいで加害者（男性）が暴力を振るわざるを得な

被害者が加害者の変化を実感することは，加害者

いという加害者の言説により，加害者が被害者の

が元の加害者ではなくなったこと，つまり二者の

立場を占有することで継続してきた 4）。彼女に暴

関係が変化したことの実感である。それにより，

力を用いてきた夫（パートナー）たちが「加害者」

絶対的な加害者の存在は過去にスライドし，外傷

というポジションに移動することにより相対的な

性の絆は変化する可能性を得るだろう。加害者の

パワーの分布は変化する。被害者にとって，加害

怖さが減り弱まったことによって，被害者が離婚

者が被害者意識を持ったまま存在している恐怖と

を決断できたケースも経験している。

は比べものにならない安定感ではないだろうか。

（2）加害者プログラムの存在が社会に与えるメ
ッセージ

被害者はわずかであっても安心な時空を手に入れ
ることができるだろう。

加害者プログラムが公的に存在することによる

ところで，これまでの多くの研究はプログラム

啓蒙的意義も大きい。DV は個人的な出来事では

参加の裁判所命令を受けた母集団と「再犯率」と

なく社会的な問題であることや，女性への暴力に

の関係を調査の対象としている。これらの結果よ

対して No を言う社会的価値観の表明としてこれ

り，加害者プログラムの効果に否定的な見方も根

以上優れたツールはないのではなかろうか？

そ

強い。しかし，上記のように加害者プログラムの

して暴力の責任の所在をはっきりさせることによ

被害者支援の要素は多面的であり，再犯率のみか

り，被害女性の自責感やスティグマを軽減させる

らは読み取れないものである。

意味を持つ。
（3）男性をコミュニティーから排除せずプログ

次に，本邦の DV 被害者と加害者プログラムの
おかれた状況を概観し，整理する。

日本におけるDV 被害者と加害者プログラムをめぐる地盤
まず，本邦においては何よりも加害者に DV で
あることを申し渡し，プログラム参加を動機づけ
る社会システムの不在が特徴的である。

からこそ，男性はやってくる。
欧米のような法制度・社会制度の整備がない中
で，被害者の負担を補完するためには，加害者の

このような現状にあっても筆者らのプログラム

動機づけ，加害者を視野に含めたケースワークな

には多くの参加者が登場する。その多くは妻から

どの対人援助技術が必要だ。現実には，被害者支

の参加の要請が契機となっている。筆者らのよう

援の人的，資金的不足は慢性状態であり，加害者

な民間プログラムであっても，プログラムの存在

への否定的感情もあいまって，加害者プログラム

自体が被害者の意識を変えているのだろう。しか

に関わる意欲を持つ支援員は決して多くはない。

し，被害者である妻が夫に参加を要請すること自

彼女らを巻きこみ，協働しながら，新たな被害者

体が，実際には過剰な責任を被害者が負っている

支援モデルを構築することが喫緊の課題になる。

ことであり，過大な負担である。負担をしてでも

もうひとつの見すごせない側面は，別居・離婚

DV 状況を変えたいという切実さが被害者にある

後の子どもの面接交渉に関する状況である。社会
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には，どんな父親でも子どもには父親が必要とい

グダッドなど，児童虐待との合併への本格的対応

う根強いステレオタイプがあり，面接交渉に関す

は今後の課題である。

る再暴力やパワーコントロールを防止する仕組み

ところで，欧米の加害者プログラムのスタート

づくりはほとんどない。そのために，被害者の中

地点，それは警察の介入により明白な DV の事実

には，子どもとの面接交渉の条件として加害者プ

を突きつけられた後のことである。一方，
「妻命令」

ログラムへの参加を夫に要請するケースもある。

でプログラムに参加した男性にとって「何が DV

そもそも DV について自覚の乏しい夫（父親）

であるのか，何が変えるべき問題なのか」を理解

と子どもの接触は被害者にとって大変な恐怖であ

し，受け入れることはプログラムスタート後の大

り，加害者の圧倒的な存在感という DV の状況は

きな課題であり，常にあいまいさや揺れがつきま

まったく終わっていない。被害者にとって加害者

とう。心理教育のプロセスにかなり後退したとこ

と接触が確実に避けられる生活の維持が難しけれ

ろからの出発を余儀なくさせられている。これも

ば，夫の加害者プログラムへの参加は一筋の希望

日本での現状である。

となるだろう。本報告書で紹介しているケアリン

加 害 者 更 生 に 関 わ る 立 場 か ら の 被 害 者 と の コ ン タ ク ト ，カ ナ ダ の 場 合
加害者プログラムのスタッフと被害者との直接

た。しかし，年間 650 件ものケースを一つ一つ検

的なコンタクトによる支援の可能性について考察

索するこの方法は労力に比してコンタクトを得る

を深めよう。まず，新しい試みの例として 2008

ことが難しく，コンタクトまでの時間も要した。

年 11 月のカナダでのインタビューを報告する。

転居等の物理的事情に加え，加害者からの復讐の

ちなみに，欧米では加害者プログラムの担当者

心配や加害者プログラムとの心理的距離感からコ

から電話で被害者に連絡を入れることは標準的に

ンタクトを望まない被害者が少なくなかったから

行われ，安全の確認や支援機関の紹介などが主な

である。

目的とされている。しかし，逮捕につながる事件

現在，ミッシェル氏を中心として，チェンジン

の被害者と現在のパートナーが変わっている場合

グウェイでは加害者プログラムと被害者支援を機

にも以前のパートナーにしか連絡を取れる権限を

能的に繋ぐ役割について，コミュニティーの理解

有しないなど，被害者とは連絡がつきにくく，サ

を得ることを試みている。

ービスとして必ずしも十分に機能しているわけで
はない。

つな

そのひとつは被害者（または現在の参加者のパ
ートナー）の情報と連絡先を保護観察官が加害者
プログラム実施団体に提供し，ハイリスクな状態

（１）ロンドンのケース

の女性にできるだけ早期の介入を行えるシステム

すでに当研究会が 2006 年に報告済みである

作りである。そのためには保護観察官が被害女性

が ，ロンドン市では家族に関する問題に対して

の安全に責任を持たねばならないという新たなコ

市全体の調整委員会，クロストレーニング，児童

ンセンサスを取り付ける必要があった。コンタク

虐待に取り組む機関と DV 関係機関の職員交換な

トできた被害者に対しては 4 回の面接によるイン

ど包括的な援助を支えるシステムが定着してい

フォメーションセッションとフォローアップを行

る。その中で，ミッシェル氏は 2008 年より DV

い，必要な資源への橋渡し，安全計画作りなどを

加害者プログラム実施機関であるチェンジングウ

行うことになっている。

5)

ェイに所属を移し，DV 加害者プログラム参加者
のパートナー支援を専門に行うことになった。
もとより，チェンジングウェイでは加害者プロ
グラム参加者のパートナーについては参加者経由

チェンジングウェイとミッシェル氏の取り組み
は，被害者—被害者支援専門職，加害者—加害者
臨床専門職の間の谷に橋を架け，意識改革を図る
チャレンジと筆者は受け止めている。

で被害者の連絡先を得て，コンタクトを行ってい
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（2）バンクーバーのケース

ップルカウンセリングが可能であるかの判断は，

カッツ夫妻の私設開業のカウンセリングオフィ

まず，女性が夫との関係が改善することを希望し

スには，司法的な手続きに載らなかった DV のケ

ているかであり，夫が加害者プログラムで学ぶ内

ースが紹介されてくる。紹介元は被害者支援機関

容をどれだけ身につけ暴力について責任を持って

や地域の教会などであり，門徒のカウンセリング

認識しているか，女性が安全を感じて自由に話せ

費用を教会が持つ場合もある。これらの紹介ケー

るかによる。

スは弁護士の力などで処分を免れたり，身体的暴

ゼンダー・カッツ氏によれば，ある程度加害男

力を伴わず，警察介入が難しいパワーコントロー

性の学習が進展を見せたら，関係の継続を望むケ

ルのケースなどである。この場合，司法的な介入

ースについてはこのようなアプローチも価値があ

がないので，状況としては日本での加害者プログ

るのではないかとの意見であり，この柔軟なアプ

ラムのおかれた状況に非常に似ている。

ローチは筆者らの取り組みと重なり，筆者らが抱

ゼンダー・カッツ氏は慎重にカップルカウンセ

える困難点を一部共有できるという感想を持った。

リングも取り入れている。一例として挙げられた

ただ，この被害女性は他の機関からきちんと継

のは性的な関心を妻が夫に持てないことが表面的

続的な支援を受けており，その上でゼンダー氏の

な主訴のケースであったが，このようなケースで

カップルカウンセリングがある。日本においては

は，DV が背景にあることが多い。このケースで

加害者を扱う機関と被害者支援が密に連携し，ひ

は，DV 加害者である男性の 8 回のセッションの

まれ

とつの家族の支援に当たれることは稀である。

うち 2 回，カップルカウンセリングを行った。カ

加 害 者 更 生 に 関 わ る 立 場 か ら の 被 害 者 と の コ ン タ ク ト ，当 研 究 会 の 場 合
加害者プログラムが被害者支援の目的のために

期待。

行われる以上，筆者らは被害者に対し，プログラ

この期待は，夫がプログラム中にファシリテー

ムについて説明するアカウンタビリティーを持つ

ターの処罰的対応による苦しみを体験し，それを

と考えている。この責任を果たすため，加害者プ

妻の被った暴力の体験と重ね合わせることによっ

ログラム 1 クール（12 回）に 1 回，被害者へのプ

て，妻に共感的理解を示すようになるという，暗

ログラム説明会を行ってきた。被害者支援として

黙の仮説に基づいている。しかし，実際にはこの

の被害者への直接的コンタクトは，主としてこの

ような直面的なアプローチは加害者の変化に有効

機会となる。

とはいえない 5)。それを被害者に説明したところ，

この会は女性ファシリテーターが担当し，プロ
グラムの内容・目的とプログラムの影響について

落胆から「加害者に甘い」などと批判されること
もあった。

説明し，被害者の状況についてのヒアリングを行

（2）外科手術的に夫から暴力部分を取り除き，安

ってきた。このときに被害者からファシリテータ

心して同居できるように仕立て直してほしいとい

ーが受ける期待に対し，どのように対応すべきか

う期待。自分が被害者という主体として夫に対峙

筆者らは議論を重ねていた。以下に，筆者らが感

することを回避するため，全面的に夫を委託した

じる被害者からの期待を大別して整理する。

いという期待ともいえる。

たい じ

（3）行動を変化させる責任はプログラムではなく
■被害者が抱く加害者プログラムへの期待
（1）夫の処罰・復讐をプログラムに代行してほし
いという期待。つまり，被害者の自分と同等の苦

夫にあり，実際どこまで変わるかは予測できない
ことを理解し，それを承知の上で変化を願う，ほ
ぼ妥当な期待の持ち方。

しみを加害者がプログラムで体験するよう，ファ
シリテーターは働きかけてほしい。また，妻の苦
しさをファシリテーターが代弁してほしいという
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の回復は深く関連する。加害男性は被害者の意識

被害者支援の一環としての DV 加害者への
アプローチと被害者支援の位置づけ

を使いこなしてほしいという期待もある。

や問いかけに敏感に反応しながら，プログラムを

加害者プログラムが社会的に定着していない現

継続していることも事実であり，参加者が一定の

状の中で，女性たちがマジック的効果をプログラ

学習を成しとげることを被害者が望むならば，被

ムに期待することは致し方ない。しかし，実際に

害者の協力はほぼ必須である。

前出（1）
（2）の期待を続けることは，被害者の回

したがって，加害者プログラムが被害者支援の

復に役に立つのだろうか？

要素を最大に発揮できるために，筆者も被害女性

加害者プログラムが被害者支援の一環であるこ

への期待がある。プログラムに対して前出の
（3）

とと，「妻の思いの代弁・代行」を請負うことと

のような現実的に妥当な期待をもってくれること

は別である。被害者のプログラムに対する認知を

が望ましいし，加害者に対抗的に振舞うことと自

変え，主催者の期待を伝えることも説明会の役割

己主張との区別ができるようになってほしい。加

と考えてきたが，被害者への期待は被害者に暴力

害者である男性に参加（その継続）を求める権利

の責任を押し付けること，過剰な負担を負わせる

があることを自覚し，主体的に加害者プログラム

ことと紙一重でもあり，難しいテーマである。

被害者とのコンタクト・ 支援についてのカッツ夫妻によるスーパーバイズ
上記の点に関してカッツ夫妻よりスーパーバイ

起こったのか」について理解を深め，感情を感じ，

ズを受けることができた。以下にその要旨をまと

話し，自分の方向性を決めていく。これは大変地

める。

道な作業であるが，被害者が加害者と同じ次元で

◦守秘義務の限界について

話ができるようになるためにも必要なことである。

加害者にも，被害者にも基本的に守秘義務があ
り，それぞれの発言が筒ぬけになることはない。

◦インフォメーションセッションで取り上げるテ

これが，加害者プログラムの立場から被害者に関

ーマ

わる際の大原則である。その例外は危険が今ある

（1）守秘義務が男女双方にあることついての説明

場合である。被害者が加害者の行為（特に暴力の

これを伝えるには境界線などのメタファーや具

再発）について発言したときは，その被害者の発

体例の利用，話してよいこと悪いことについての

言として加害者に直接伝えるほうがよいか，一般

ガイドラインの共有などの方法がある。ガイドラ

論としてプログラム内で伝えるほうがよいかを，

インの一例として，コミュニティーで行われるプ

被害者に選んでもらうことが重要である。女性が

ログラムの場合，加害者は女性の恥につながるよ

どうしたいのかを中心に，援助者は情報の整理を

うな暴力の描写をプログラム内で語ってはいけな

進めることが肝要である。

いことがある。加害者プログラムで語られる女性
の情報を守るためである。

◦加害者プログラムの説明会は，インフォメーシ
ョンセッションとして枠組みを持つこと，同時に
加害者プログラムと同様の学習を，被害者が継続
的に積み重ねることの必要性

（2）ファシリテーターから情報提供できる内容と
できない内容についての説明
参加・欠席の情報は伝えられる。男性のプログ
ラム内での発言は伝えられないが，学習の習得状

被害者への説明会は，インフォメーションセッ

況に対するファシリテーターの印象については話

ションとして構造をはっきりさせ，必要に応じて

せる。しかし，この点はプログラム開始時に参加

何回か行うのがよい。そして，インフォメーショ

者に了解をとっていることが条件である。

ンセッションとは別に，被害者に加害者と同じ内
容を学んでもらう心理教育を継続させる。継続す
るセッションでは学習をもとに，
「どんなことが
自分に起こったのか」
「どんなふうにしてそれは

（3）1 クール終了時の現実的なゴールについての
説明
（4）被害者の協力を求めること
加害者とベストな仕事をするためには，プログ
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ラムを知ってもらうことなど，被害者の協力が重

また加害者に変化が見られ，恐怖が減ったから

要であることに被害者の理解を得る。例えば，男

といって被害者が攻撃的な言動を加害者に行うこ

性はプログラムで間違ったスキルの使い方を学

とを認めてはいけない。「長期間我慢してきたの

び，実際にそのように使う可能性がある。女性も

だから，これくらいはよいだろう」というコンテ

セッションへの参加を通して，プログラムについ

クストを切り離し，行動の Responsibility（相手

てよく知っておくことが，加害者の言動に惑わさ

に応答する責任），Accountability（説明責任）を

れないために非常に重要である。

被害者にも求めること。

（5）安全，責任についての考え方の伝達（後述の
内容）

◦被害女性とのバウンダリーとエンパワメントの
理解

◦責任や安全，選択の権利を加害者，被害者両者

被害女性とファシリテーターのバウンダリーを

に認めることの重要性

はっきりさせること。加害者プログラムは加害者

Responsibility（ 相 手 に 応 答 す る 責 任 ），
Accountability（ 説 明 責 任 ），Safety（ 安 全 ），
Choice（選択）は，被害者，加害者の双方に認

をモニターしてレポートするためのものではない

めなければならないことを学んでもらう。

ばならない。

ので，ファシリテーターに夫の様子の，報告を求
めてきたときにはファシリエーターは断らなけれ

例えば，加害者の変化はファシリテーターの責

またエンパワメントは被害者の肩代わりをする

任ではなく，加害者自身に責任がある。ファシリ

ことではない。自分の安全と人生の選択，加害者

テーターはワークをする機会を提供しただけであ

の変化の判断のエキスパートは被害者自身である

り，
変化の主体も責任もワークをする本人にある。

ことを伝え，それができる力が被害者にあること

同時に被害者にも暴力の責任はない。暴力の責任

をファシリテーターは信じること。被害女性が非

を引き受けないとはどういうことなのかを理解し

現実的な期待をプログラムに寄せている場合は妥

てもらう。

当な説明を行うこと。

まとめにかえて
加害者プログラムは被害者支援として，さまざ

って，被害者支援機関，支援員との緊密な連携プ

まな可能性を持つと同時に，現時点での日本では

レー，加害者プログラムを利用した支援モデル作

多くの難しさも抱えている。

りが当面の課題となろうか。幸い筆者の所属する

しかし，それでも加害者プログラムの存在は加

民間相談機関において，カッツ夫妻の提案するよ

害者，被害者にとってパートナーや自分自身との

うな加害者プログラムの存在を前提とした被害者

向き合い方を変える契機となりうることをカッツ

向け教育プログラムも開始している。一歩一歩ず

夫妻のスーパーヴィジョンは示してくれたように

つではあるが，RRP 研究会の加害者プログラム

思う。

の土俵もしっかりしたものになりつつある。今後

また今回のインタビューでは実践を相対化し，

ふ かん

俯瞰する視点をいただくことができた。さしあた

実践を積み重ね，理論的にも，実践内容としても
優れたプログラムを育てていきたいと考えている。
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さ ら

Ｄ Ｖ に 曝 さ れ た 子 ど も た ち と
母 親 た ち へ の 援 助
〜 コ ン カ レ ン ト プ ロ グ ラ ム に つ い て 〜
春原 由紀
Yuki Sunohara

武蔵野大学人間関係学部教授
臨床心理士

加害者への介入プログラムの前提として考えるべきこと
本報告書は，カナダのオンタリオ州ロンドン市

考えるわけにはいかない。したがって，父親への

で開発実践されてきた，ケアリングダッドをはじ

介入プログラムは非常に重要であることは言うま

めとする DV 加害者プログラムについて論じるこ

でもない。

とを主目的としている。

DV の問題がおきた家族への援助は，日本の現

しかし，その前提として，被害者である妻・母
親や子どもたちへの援助がしっかりと提供されな

状では，被害を受けた女性への支援に主眼がおか

くてはならない。本論では，DV に曝された母子

れてきているが，真に母親や子どもの援助を考え

への支援への有効な方法であるコンカレントプロ

たとき，加害者である夫・父親の問題を除外して

グラムについて述べる。

ＤＶ被害を受けた母子の被害と支援の必要性
（1）母親たちの状況

DV の被害を受けるということは，女性にとっ
て，
人としての尊厳を踏みにじられることである。

して養育機能を回復させ，子どものダメージを回
復する役割をも担わなくてはならないのである。
しかし，女性にとっては加害者からの危険を回

その結果，自信喪失，自己評価の低下，認知のゆ

避しながら生活を立て直すだけで精一杯な状況で

がみ，無力感，孤立感，うつ状態，物質依存，自

あり，また自己のダメージの回復も十分に進まな

殺企図，身体的な健康問題など，多岐にわたる問

い場合が多いこともあり，子どもの養育にまで心

題が生じる。また，PTSD 症状が見られることも

を向ける余裕を失っていることも多い。

多い

1,2)

。女性たちは，加害者から離れた後も，

そうしたダメージからの回復に向け多大の努力を

（2）母子関係に及ぼす影響

要する。その過程は十分な治療的援助を必要とす

父親からの暴力は，母親に向かうだけでなく，

るにもかかわらず，現状では十分な援助を受けや

母親と子どもの関係を破壊していくという側面を

すい状況とはいえず，
決して容易なものではない。

持つ。

一方で，女性たちには母親として，子どもの養

「ダメな母親に育てられるお前たちは気の毒だ」

育の責任を一手に担うことが期待されている。

「俺はお母さんに追い出される」などと，母親を

DV 加害者から離れた後でも，母親は自分自身の

低めるメッセージを受け続けた子どもたちの中に

ダメージからの回復を図りながら，同時に母親と

は，母親を馬鹿にしたり，反抗したり，といった

46

Ⅰ- 5

DV に曝された子どもたちと母親たちへの援助

行動を示す姿も見られ，そうした子どもたちの態

身体的・心理的・社会的困難の中で必死に生活し

度や行動を受け止めきれない母親と険悪な関係に

ている。母親のダメージ，子どものダメージ，母

なっている事例も見受けられる。また，母親の中

子関係のダメージを関係的に改善させていくため

には，子どもの言動に夫（パートナー）の行動と

の包括的な支援が必要である。

の類似性をとらえ，拒否感や恐怖感を感じること

DV に曝された被害母子の回復に向けた支援活

もあれば，自己の不安定さを子どもにぶつけ，子

動には，生活を支えるための福祉的な支援・精神

どもとの虐待的関係が成立することも見られる。

症状への医療的支援だけでなく，心理臨床的な多

しかし，こうした面は見られても，DV 被害を

様な支援が必要だといえる。

受けた母親たちの多くは，DV の影響が子どもに

以下に述べるコンカレントプログラムは，そう

出るのではないかとの懸念を強く抱き，何とか解

した心理臨床的な支援のひとつとして開発され，

決の方法を見いだしたいと願っている。

実践が積み重ねられてきた。このプログラムは，
母親と子どもが同時並行的にグループに参加し，

（3）子どもたちの状況

それぞれのレベルで，認知的には自己が体験して

子どもの受ける影響も大きい。父親から直接虐

きた暴力の影響を整理し，情緒的にはメンバー同

待をされてきた場合はもちろんのこと，それがな

士がつながり，支えあいながら，行為的には問題

くても，暴力を目撃することの恐怖感，暴力をと

解決や，かかわり方のスキルアップを図るという，

めようと思ってもどうにもできない無力感，暴力

認知・情緒・行為の統合的な方法であるといえる。

の原因が自分にあると感じる自責感などを強く体

母子の状況によっては，グループプログラムに

験しながら育ってくる。また，DV 被害による母

参加する前に，個別のカウンセリングやプレイセ

親の養育機能の低下は，安定したアタッチメント

ラピーなどが必要な段階もある。子どもたちに関

の形成を阻むことにもなり，母親との関係だけで

していえば，深刻なトラウマを抱えている子ども

なく，家庭外の人間関係の結び方にも課題を生じ

たちや，性虐待を同時に経験した子どもたち，非

やすい。中には，父親の暴力的な問題解決の方法

常に攻撃的で，無愛想な子どもたち，ひどいうつ

を学習してきている子どもも見受けられる。

状態にある子どもたち，深刻な分離不安のある子

全体としては，感情調節の障害，暴力的傾向，

どもたちなどには，グループに参加する以前に解

自尊心の低下，感情表現の抑制などの問題を生じ

決すべき課題が成立しているといえ，個別のセラ

るリスクは高いといえる

1,2,3,4,5)

。

ピーが必要とされる 6)。
個別の援助が必要か，グループ参加が効果的で

（4）援助の必要性
このように，DV に曝された母子は，多くの，

あるかのアセスメントが，コーディネーターには
求められる。

コ ン カ レ ン ト プ ロ グ ラ ム の 概 要 7,8)
ケアリングダッドのプログラムを開発し実践し
ているロンドン市では，DV の被害を受けた母子
を援助するプログラムもしっかり運営されてお
り，加害男性に介入するプログラムと共に，包括
的なコミュニティ援助体制を作っている。
ここでは，包括的コミュニティ援助プログラム
の中核に位置づけられ大きな成果を挙げている

DV に曝された母親と子どもに同時並行的にグル

ープ活動を行うプログラム“A concurrent group

for children and their mother”（以下，コンカレン

トプログラム ) を紹介する。
（1）コンカレントプログラムの開発
カナダ，オンタリオ州ロンドン市で開発実践
されているコンカレントプログラムは，Dr. Peter

Jaffe による調査研究から始まった 9)。この研究で，
母親に対する暴力を目撃した子どもは，子どもが
直接虐待を受けたかどうかに関わらず，情緒 ･ 行
動面の適応に多くの問題を抱えるリスクが高いこ
とが明らかとなった。
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そこで，グループマニュアルを作成し，4 つの
機関による効果査定の研究プロジェクトを経て，

1987 年から児童保護機関である Children’s Aid

プログラムの開発の経緯から明らかなように，
このプログラムは，DV に曝された子どもたちへ
の援助を第一義として展開してきた。したがって，

Society of London and Middlesex Canada と 児 童
精神保健機関である Vanier Children’s Services の
2 機関によって，子どものためのグループプログ
ラムが提供されるようになった。1993 年には，

母親グループは，子どもたちがグループで毎週何

オンタリオ州地域社会サービス省の助成金を受け

は，母親は自分の子どもについての〈エキスパー

ることになり，常勤職員が採用され，女性の虐待

ト〉であり，最良の援助者となりうる母親をエン

を目撃した子どものための地域グループ対応プロ

パワーしていこうという考え方がある 7）。そのた

グラムが本格的に行われるようになったのである。

めに，グループでは，子どもへの虐待の影響を理

そのプログラムは当初，被害を受けた子どもの

解し，子どもの回復と成長を助けるための考え方

ためのプログラムであった。母親への連絡は必要

を学び，行っているかを理解することによって，
子どもたちへのよりよいサポートができるように
なることが第一の目的となっている。その基盤に

とスキルを提供していく。

に応じてなされるのみであり，母親が子どもの変

しかし，同時に，このグループに参加している

化や様子を知るためには，個別にコーディネータ

母親たちも，虐待の被害を受け，多様な問題を抱

ーに連絡しなければならないという状況であっ

えながら生活しているのである。グループは，母

た。母親のためのグループは，ときどきしか提供

親たちが自分自身の体験と現状を適切に理解し，

されていなかったのである。

母親同士が関係を築き，支えあうことによって，

しかし，コーディネーターから子どものグルー
プでの様子を聞くことが，母親にとって子どもの

グループ参加が治療的な効果を持つことも目指し
ている。

状況を理解し，養育していく上で非常に有効であ
り，子育てに自信を持って取り組むことができる

〔子どもグループの目的〕

ということが明らかになってきたため，一人一人

子どもたちは，これまで家族の中の暴力の渦に

の母親とコーディネーターが関わるのではなく，

巻き込まれ，生活してきた。グループでは，安全

グループで母親をサポートするのが効果的で，実

で治療的な方法で，子どもたちが家族の中で起き

践的であるとして 2000 年には，子どもグループ

たことを乗り越えられるような機会を提供するこ

に参加している母親のための同時並行グループプ

とが目指される。そこでは，これまで子どもたち

7)

ログラム を展開することになったのである。
こうして母親たちのニーズが正式にグループプ
ログラムの中で扱われるようになった。

が経験してきたことや感情を安全に言葉にする作
業を重視する。そして，子どもたちに，母親と父
親の間で起きたことは，
「暴力」であり，それは，

コンカレントプログラムのコンカレントとは，

子どもたちの「責任」ではないことなど経験に言

母グループと子グループが同時に展開するという

葉を与えて整理していく心理教育的活動が行われ

意味ではなく，同じ時期にそれぞれのグループが

ていく。

展開し，ファシリテーターを媒介に作用しあうと

核となる課題は，

いう意味が含まれている。たとえば，月曜日に子

◦子どもたちの経験を（評価や否定をすることな

どもグループがあり，翌火曜日に母グループがあ

く）そのままに受け止める。

るといった展開である。こうした展開により，母

◦子どもたちが，安全でいられるための安全計画

親たちは子どもたちが前日に体験した活動の内容

を立て，効果的なスキルを学習する。

やその時の子どもの様子を知ることができ，また

◦あらゆる虐待・暴力を受け入れることはできな

ファシリテーターは，母親からの報告を次回の子

い，両親の間で起きたことは子どもたちに責任は

どもグループの展開に生かしていくことができる。

ないというメッセージを伝え，子どもたちが虐待・
暴力を理解して自責感を減らす。

（2）コンカレントプログラムの目的
〔母親グループの目的〕
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◦適切な感情表現とそうでないものについて学ぶ。
などである。
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こうした課題活動は難しいものになりうるの

すこと，子どもの経験を理解するために，自分の

で，グループの雰囲気はできるだけ明るく，楽し

受けた暴力についても考えていくことが母親たち

いものである必要がある。グループの場は，子ど

に求められる。そのために，ディスカッション，

もたちが参加していることに充実感と楽しさを感

ブレインストーミング，グループでの作業，個別

じられるよう，課題を枠組みとしながらも，子ど

での作業など，様々なアプローチが用意されてい

もたちに合わせて活動を調整していく柔軟性がフ

る。

ァシリテーターには求められている。

④子どもグループのセッション報告：子どもグ
ループのセッションの内容や資料などを紹介する。

（3）コンカレントプログラムのテーマと内容

⑤チェックアウト：感想のほか，次の参加まで

グループは，毎週 2 時間の活動を 12 週継続し

に参加者が使用できるセルフケアの重要性を強調

て行われ，テーマと内容は表①と表②のとおりで

したり地域で利用できる支援や資源を提供したり

ある

11)

する。

。

〔子どもグループ〕11,12）

（4）プログラムの運営

子どもグループの運営は，3 つの異なる性質を

〔母親グループ〕11）
母親グループは，毎回以下のようなプロセスで

持つ活動から構成されている。
「グループワーク」
という課題活動と「自由時間」という枠の少ない，

運営される。
①はじめに：この１週間の子どもとのかかわり

グループプレイセラピー的な活動と，その間をつ
なぐ ｢ おやつ ｣ を食べるという日常生活的な活動

を含め，感じたことなどを話す。
②チェックイン：基本的に短く，セッションの
テーマに関連することを話してもらう。

場面である。
①チェックイン：ガイドライン（子どもたちと

③今週のテーマ：テーマに関する報告は，〈子

決めた集団のルール）の確認。守秘性のシンボル

どもの目を通して考える〉を基本としている。す

である「宝箱」を開ける儀式。今の気持ちのカー

なわち子どもの視点で家族の中での出来事を見直

ド選び。

表①：母親グループのテーマと内容
テーマ

内

容

第1回

つながりをつくる

プログラムの目的を確認，お互いを知る。

第2回

沈黙を破る

女性たちが自分の受けた虐待の経験を分かち合う機会を提供する。

第3回

多くの感情を大切にする

暴力的な関係の影響から癒されるプロセスで体験する様々な感情を肯定し認めるこ
との重要性を強調する。

第4回

女性虐待に曝された影響

子どもが受けた虐待の影響を認め，その経験を受け止める。

第5回

母子の安全計画

子どもの安全へのニーズを明確にするようにサポートし，現実的で役立つ安全計画
が立てられるようにする。

第6回

責任を理解する

虐待の責任についての認識と行動についての責任を促進し，子どもの発達段階に合
わない概念の押し付けをすることは，子どもが自分の状況を理解する妨げとなるこ
とを理解する。

第7回

怒りを理解し，健全に表現する
のを助ける

虐待の経験と怒りの違いの理解，子どもが怒りを健全に表現するのを母親がサポー
トできるようにする。

第8回

葛藤について理解し，役に立つ
方法で解決に導く

葛藤について抱く信念や認知の枠組みや理解の仕方を変え，子どもが中心の視点に
立った認識へと導く。

第9回

喪失を悼み，選択と変化を祝う

女性が暴力の関係を乗り越えていく間に感じる感情を表現することを助け，母親は
子どもの回復のモデルとなることを強調する。

第 10 回

サポートを得て，つながり続け
ること

今後予想される暴力から守るためにつながることの力と孤立を避けることの重要性
を強調し，地域の資源情報を共有する。

第 11 回

セルフケアの重要性

健全なセルフケアは母親としての能力を高めることと同時に子どもの自尊心にも重
要なメッセージを送ることができる。

第 12 回

ここまで来たことを祝福し，前
に進む

自分たちの時間を共に祝い，別れを告げることを支える。

49

表②：子どもグループのテーマと内容
テーマ

内

容

第1回

グループを知り，お互いを知る

グループに参加する意味を理解し，不安を和らげる。

第2回

家族の中で起きた虐待について
秘密を明かす

家族の中の虐待や暴力について子どもたちの意識を高める。
子どもたちが家の中で起こっていた虐待について認めることを助け，自分たちのこ
とを話し，家族内の暴力の秘密を明かすことを助ける。
子どもたちが曝されてきたであろう様々な虐待や暴力の種類について探る。

第3回

たくさんの感情への理解

子どもたちが自分の感情を自覚することを援助する。
子どもたちが自分の感情を表現する語彙を増やす。

第4回

家族の中で体験する暴力

家族の中で傷ついた経験について話す。
子どもたちの経験を承認する。
あなたたちは一人ぼっちじゃないことを強調する。

第5回

私の個人安全計画

自分が安全でいられるために，安全計画を練る機会を提供する。
安心して話ができる人と，安全な場所を見つける手助けをする。
助けてくれる場所や人への連絡の方法を練習する。

第6回

“私のせいではない” 暴力の責
任を理解する

両親のけんかの責任は子どもたちにはないことを理解する。
自分自身の行動の責任について気づきを促す。

第7回

怒りはとても大切なもの，理解
して表現する

怒りは大切な感情であることを知る。
怒りを感じていても人を傷つけてはいけないことを理解する。

第8回

問題について学ぶ

私たちは誰でも問題を経験するということを伝える。
傷つけるような言葉は問題をより悪化させることを理解する。
問題解決になるような言葉の使い方を探す。

第9回

暴力が起こった時の家族の変化
に対応する

子どもたちが家での暴力によっておこった生活の変化を自覚・認識する。

第 10 回

性的暴力の防止

子どもたちに性的暴力について知識を持たせる。
個人の安全計画を紹介する。
子どもたちの生活の中で安全かつ信用できる人を自覚させる。

第 11 回

自己尊重

子どもたちの自己尊重と自尊心を強いものにする。

第 12 回

お別れをする

子どもたちが適切にグループを終結できるようにする。終結のとき，子どもが個人
として成し遂げた課題や儀式的な経験を認識する。

②グループワーク：その日のテーマにあわせた
ワークや話し合い。心理教育的活動。
③おやつ

ププレイセラピー。
⑤チェックアウト：グループの感想を言う。宝
箱を閉める儀式。終了のワーク。

④自由時間：自分の好きな遊びをする。グルー

包括的地域プログラムの意義
本論では，カナダのロンドン市において開発・

としてコンカレントプログラムを位置づけたので

実践されている DV に曝された母子支援のユニー

ある。多様なサービスとして両氏は次のようなサ

クなグループプログラムである，コンカレントプ

ービスをあげた。

ログラムを紹介した。しかし，
このプログラムは，

シェルター，法律的援助のための機関，女性へ

地域の様々な援助プログラムの一環として機能し

のカウンセリング，加害者更生プログラム，無料

ていることを忘れてはならない。

ホットライン，性暴力センター，裁判に出向く被

コンカレントプログラムのワークショップの講

害者への支援，移民への援助，数ヶ国語の翻訳サ

師として来日したリンダ・ベーカー，アリソン・

ービス，法的扶助，住居援助，子どもへの援助 6)。

カニングハム両氏も，その講義の中で DV の問題

コンカレントプログラムも，母親へのカウンセ

は地域・社会全体で取り組むべき問題であること

リングや，子どもへの個別援助と連携しながら提

を強調し，ロンドン市で提供されている当事者援

供されるサービスなのである。

助の多様なサービスを紹介した。そしてその一環
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今後の課題
われわれは，加害者プログラムと並行して，

明らかとなった。

2008 年 6 ～ 8 月に母子支援のためのコンカレント

日本では，いまだ，DV 被害を受けた母子への

プログラムの試行的実践を展開し，成果をあげる

サービスプログラムは，未発展といわざるを得な

ことができた。このプログラムが，DV に曝され

い。コンカレントプログラムが，日本の現状にお

た母親たち，子どもたちを力づけ，確かな効果を

いて実践しやすいものとして地域に根付き，展開

もたらすことが示されたと考えている

11)

。

しかし上述したように，プログラムは，地域に
おいて他の支援プログラムとのネットワークを基

されうるために，われわれはプログラムをさらに
日本に適したものに改変していくという課題に向
かっていこうと考えている。

盤に，包括的に展開される必要があることもまた
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Ⅱ

セクション

ワークショップ「DV 加害者が良き父になるために」報告

2009 年 1 月 24 日，25 日に行われた，カトリーナ・スコット氏とティム・ケリー
氏によるワークショップ「DV 加害者が良き父になるために——ケアリングダッドプ
ロジェクトに学ぶ」の概要をまとめた。両氏は，カナダのロンドン市において，虐
待の加害者である男性への介入プログラムである「ケアリングダッド」を開発し，
実践している。
まとめは，p.54 〜 p.59 を本多清見（原宿カウンセリングセンター）
，p.59 〜 p.62
を古賀絵子（同）
，p.62 〜 p.75 を谷部陽子（世田谷区保健師・精神保健福祉士）が
担当した。
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カナダとアメリカにおけるDV 被害の実態と
「 ケ ア リ ン グ ダ ッ ド プ ロ ジ ェ ク ト 」の 概 要

深 刻 化 す る D V ・虐 待 被 害 —— カ ナ ダ と ア メ リ カ の 状 況
DV・虐待発生件数の割合は世界的に高くなっ

カナダにおける児童虐待発生率の調査の結果，

ており，発生率とその影響の深刻さは世界各国で

身体的虐待・性的虐待・DV への暴露の 3 種の虐

の研究・調査の結果で明らかである。

待加害においては，母親よりも父親のほうが加害

カナダでは警察に通報される粗暴事件の 25 ％

以上が DV であり，その 5 件に 1 件は殺人事件で

ある。この調査から，DV が暴力的な他の犯罪よ

行為を行っている割合が高いことが証明されてい
る（図①）。
ま た 過 去 の 事 例 や 研 究 か ら， 配 偶 者 か ら の
さら

りも大きな割合を占めていることは明らかである。

DV・子どもが DV に曝 されること・子どもへの

アメリカでは，親密な関係になる相手からのレ

虐待の悪しき影響が明らかとなっている。攻撃

イプ，身体的暴力，ストーキング，殺人による精

性・反抗の表出，抑うつ症状，PTSD 症状，健康

神保健関連の経済的損失は，毎年 58 億ドルに達
するという推計がある。
日本における調査では 26.7％の有婚姻経験者が

配偶者から身体的暴力を受けた経験があり，10.6
％は暴力再発が繰り返されているという結果が出

関連の問題，学業の遅れなどが，DV に曝された
子どもに高い確率でみられる。長期的には DV に

曝された子どもたちが将来，DV 被害者もしくは

DV・虐待加害者になる傾向が高まるなどの影響

も認められている。

ている（表①）
。

表①：無作為抽出された 20 歳以上の有婚姻歴の

図①：カナダでの通報された児童虐待発生率調査

男女 4500 人に対する調査
（内閣府男女共同参画局，2005）
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配偶者から身体虐待を受けたことがある。

（トロメロ他，2005）

80

配偶者から脅迫されたり精神的に虐待されたこ
とがある。
その結果，配偶者が自分の家族を傷つけるので
はないかと恐くなった。

16.1%

自分の意に反して，配偶者から性的行為をする
よう強いられたことがある。

15.2%

上記虐待のいずれかに多数回遭わされた。

10.6%
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ＤＶへの暴露

カナダとアメリカにおける DV 被害の実態と
「ケアリングダッドプロジェクト」の概要
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DV に曝される子どものリスク
けることは不可避なことである，DV はノーマ

ベーカー，カニングハム両氏の研究によると，
子どもが DV に曝されることで以下のリスクが高

ルなものである，などという認知を持つ可能性

まることが実証されている。

がある。

（1）DV は
“世界が安全で信頼できる場所である”
という子どもの認知を破壊してしまう。

両氏は，DV と児童虐待が重複する可能性の高
さも指摘している。

（2）DV は母子関係を傷つけることがある。

あ

このような子ども時代の悪しき経験は長期にわ

（3）本来子どもの役割ではない養育者役・秘密を

たり影響を与え，それらを経験した人たちは高い

守る役・夫婦の審判役など，不健全な役割が家

割合で成人以後，アルコール・薬物問題，抑うつ

庭に出来上がる可能性がある。

症状，自殺未遂などで，主要な医療機関からのサ

（4）子どものサバイバルスキルやコーピングその

ービスを受けなくてはならない現実がある。
以上の研究や調査の結果からも，DV と児童虐

ものが問題となり，これが子どもたちの自己否
定的な信念につながる可能性がある。子どもが

待は世界共通で緊急かつ深刻な問題である。

DV を正当なものだと思ってしまい，被害を受

「 ケ ア リ ン グ ダ ッ ド プ ロ ジ ェ ク ト 」の 歴 史 と 背 景
2001 年，ケリー氏らが主体となり，DV・虐待

いて実施されることになった。

し もん

の加害者となっている男性へのプログラムを実施

当プログラムは，多機関から構成される諮問委

しようとした。だが，既存のプログラムでは適切

員会（図②）の連携・協力を得て実施されている。

なものが存在しなかったため，独自の新しいプロ

ロンドン市では，諮問委員会にかかわるすべての

グラムを開発した。そのプログラムが「ケアリン

機関のスタッフが DV・児童虐待についての専門

グダッド」であり，同年開設されたケリー氏が所

トレーニングを受けており，他機関の連携・情報

長を務める援助機関「チェンジングウェイ」にお

共有も行われている。

図②：ロンドン市諮問委員会の構成
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当プログラム実施以前は，DV・虐待が起こっ

留意し，開発されたものである。

ている家庭において介入・援助の対象は母親と子

当プログラムの特徴は，DV・虐待加害者男性

どもであった。避難場所を探すこと・子どもの保

に彼らの虐待行為への責任に直面させ，家族およ

護・モニタリングを受けること・母親と子どもの

び本人の安全計画を作成させるという点である。

安全計画・母親と子どもの被害体験へのケアなど

当プログラムは，父親が親業に参加することに

の責任は母親に課せられていた。

よる子ども・母親・父親へのメリットという点か

一方で，加害者である父親は家を退去し，場合

らも考察されている。DV・虐待の加害者であっ

によっては処罰を受けるが，以後は何の介入もな

た父親が加害者としての責任をとるのみならず，

されず，孤立したままになるという状態が続いて

良き父親へと変化することもこのプログラムの目

いた。DV・虐待加害者としての父親の，子ども

的である。

に対しての責任についても明確に言及されないま
まであった。

父親が親業に適切にかかわることは，子どもの
健全な認知の発達・学業成就・適切な情緒や社会

加害者への静的リスクアセスメント（将来的に

性の発達の助けとなる。父親が親業に協力するこ

被害者とかかわりを持つ可能性，別のパートナー

とで，夫婦間の対等な関係の構築，女性の雇用機

と関係を持つ可能性など今後変わりうるものに対

会の拡大，母親の家庭外での活動参加を可能にす

するリスクアセスメント）を通じ，加害者への

るなど母親の福祉にもつながる。父親自身にとっ

継続的な介入がなされず彼らが孤立した場合，

ても健康と福祉の実現，地域との結びつきの強化，

DV・虐待の再発，被害者・子どもへの接近・付

社会的資本の活用などのメリットがある。

きまとい，新たなパートナーへの暴力など非常に

「ケアリングダッド」は，加害者を良き父親へと

危険度が高いという現実があった。

変化させることを通じ，家族全体の福祉を実現さ

こうして被害者のみならず加害者をモニタリン

せることをも目的としている。

グし，介入・援助する必要性が認識された。「ケ

このような点から，当プログラムは国際的にも

アリングダッド」は被害者の母親に，自身の DV

独創的なプログラムであり，現在，カナダ，アメ

被害経験・虐待された子どもを守ることへの責任

リカ，スウェーデン，ドイツの多くの地域社会に

を負わせるという既存のプログラムの制度的な矛

広がっている。

盾と，加害者である父親を放置しておくリスクに

1 7 週 間 に わ た る 「 ケ ア リ ン グ ダ ッ ド 」プ ロ グ ラ ム
「ケアリングダッド」のプログラムの概要につい

とりながら，加害者にとっても被害者にとっても

て説明する。

より安全な臨床を実践する。

対象者は，警察・裁判所・児童相談所からリフ
ァーされた，DV・虐待加害者の父親である。対

プログラムの枠組みは，インテーク面接と 17
週間にわたるプログラムとなる。

プログラムでは，加害者である父親の責任に焦

1 セッションの長さは 2 時間となっている。参
加人数は 8 名から 12 名のグループである。ファ
シリテーターは 2 ～ 3 名の男女からなる。

点を当てる。また必要であれば，加害者に依存症

グループに参加する父親は，子どもへの虐待・

象者はリファー先の機関から紹介され，当プログ
ラムに参加することになる。

専門機関，精神保健サービス等も紹介する。
母親と子どもに対しては，関連の専門機関でト
ラウマと暴力に対する介入・安全確保に関する援
助・住まいの確保など，実質的なニーズに応える
援助を提供する。当プログラムと母親・子どもを
援助する関連機関は情報をすべて共有し，連携を
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母親への DV，もしくはその両者の加害行為を行
ったという履歴が確認されていなくてはならない。
プログラムの出欠は，参加者のリファー元へ報
告されることになっている。

Ⅱ -2

「 ケ ア リ ン グ ダ ッ ド 」を
実 施 す る 上 で の 原 則

原則は6 つ
「ケアリングダッドプロジェクト」には，次の 6

よって，介入の初期段階では，子どもを管理する

つの原則がある。いずれも，
「虐待的な父親」
を「良

ためのスキルを教えるべきではない。

き父親」へと変化させ，母子に利益をもたらすた

〔原則 4〕 母親（妻）に対する虐待についても，

めに必要な事項であり，プログラムを実施する際

父親（夫）に対する介入の一環として認識され，

の柱となっている。

注意を向けなければならない。

いな

〔原則 1〕 父親が変化するか否かにかかわらず，

〔原則 5〕 虐待的な父親は子どもの情緒的な安全

父親に介入することが子どもの利益になるもので

感を破壊するので，信頼感を回復する必要性を認

なくてはならない。

識することが，行動の変化や，子どもに対する虐

〔原則 2〕 虐待する父親は行動を変化させる準備
ができていない可能性があることを念頭において
介入しなければならない。

待の再発可能性に影響を与える。
〔原則 6〕 父親の，性役割に対するステレオタイ
プ的な考え方が，子どもへの虐待につながる。

〔原則 3〕 虐待する父親の主な問題は，過度に支
配的な行動や特権意識，
自己中心的な態度である。

以下，これらの原則を具体的に紹介していく。

父親が変化するか否かにかかわらず，
〔原則1〕
父親に介入することが子どもの利益になるものでなくてはならない。
（1）子どもの利益になる介入かどうか

共有する。

父親が変化するか否かにかかわらず，父親に介

子どもの安全確保には，関連機関とのオープン

入することが子どもの利益になるものでなくては

なコミュニケーションと協力が不可欠である（図

ならない。したがって，まず，子どもとその母親

④）。

に対する安全に配慮することが重要である
（図③）
。
加害者男性がプログラムを途中で中断した場
合，非常に打撃となる。その場合，当プログラム

また，プログラムを通じ，より良い父親に変化
することは，加害者男性が子どもと接触する上で
も重要である。

では迅速に加害者男性をリファーしてきた機関に
連絡をする。中断した状態でパートナーや子ども
と接触することは，リスクが高い。このようなリ
スクの高い情報は，母親や子どもの援助機関とも

（2）虐待男性は変われるのか
ここで，「DV・虐待加害者男性は変われるか」
という点を考えてみる。
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図③：より安全な臨床実践
父親に家族の安全保持責任を
持たせる
保護観察とリスク・アセスメント
父親のための継続的安全計画
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女性とその子どもの安全確保に関する援助
住まいの確保等実質的なニーズに応える援助

図④：地域の協力
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図⑤：DV・虐待の再発率と時間の経過
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Ⅱ- 2

ゴンドルフの虐待・DV 加害者 650 人に対する

「ケアリングダッド」を実施する上での原則

切になる。

追跡調査の結果，DV・虐待の再発は直近の暴力

ケアリングダッドの対象者が警察・児童相談所・

との間隔が短い間で発生していた。この調査結果

裁判所からリファーされた父親たちであること

により，暴力がおこってから日数が浅いうちは再

も，暴力発生直後に介入することの重要性を考慮

発のリスクが高いことがわかる。一方で，暴力が

してのことである。そして，長期にわたり再発が

おこって以後，3 年以上暴力の再発がない場合は，

ない場合のリスクの優位な低下という結果より，

再発のリスクが低くなることが明らかになった

加害者である父親への介入・モニタリングの重要
性が明らかとなっている。

（図⑤）
。このことから，暴力発生直後の介入が大

虐待する父親は行動を変化させる準備ができていない可能性があることを
〔原則2〕
念頭において介入しなければならない。
（2）「変わりたい」という動機を高めるには

（1）サービスの対象者は誰か
私たちが虐待的な男性に介入する場合，サービ

私たちが介入しているのは，行動の変化を望ま

スの対象である男性は「虐待の加害者」であるこ

ない人たちなのだ，と認識したら，その人々に応

とをしっかりと認識し，そのような対象の人々は

じた働きかけをすることが私たちの責任である。

「問題行動を変化させる準備ができていない」こ

そこで，私たちの最初の目標は，彼らが行方をく

とを理解して対応する必要がある。つまり，彼ら

らませたり，対立して一切連絡が取れなくなった

への対応を工夫する責任はサービスの提供者であ

りしないように，彼らをケアリングダッドのプロ

る私たちにある。

グラムにつなげることである。

ゆくえ

サービスの対象は誰なのか。私たちはここに常

彼らをつなげるために一番重要なことは，彼ら

に敏感でいなくてはならない。サービスの対象は

の「変わりたいという動機を高める」ことである。

「虐待する父親」である（図⑥の右， 円で囲んだ

つまり，父親たちが「自分は問題を抱えていると

部分）
。

認識」し，「なぜこの問題を変えなくてはいけな

彼らは，たとえ児童相談所に子どもの情緒的問

いのかに思い至る」ように働きかけることが私た

題を指摘されようとも，
「息子は怠け者で言い訳

ちの仕事である。この方法を動機づけ面接法とい

に長 けたやつ」と自らの虐待の影響を否定し，

う。

た

DV をしていても「家族を壊したのは妻。俺がア

具体的には，彼らの理想と現実との差に注目し

ル中だと息子に吹き込んだために息子に嫌われ

てもらう。彼らの多くは良い父親でありたいと思

た」と責任転嫁する。

っている。そして，自分の父から虐待を受けて育

図⑥：サービスの対象となる層

父親参画に関する
一般的啓発

教育支援
プログラム

父親と家族のための
治療的介入
警察
裁判所
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良い父親

ほどほどの父親

虐待する父親
シェルター
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っていることが多いため，ああいう父親にはなり
たくないとも感じている。

〈問 3〉私は自分の子どもの母親（自分の妻）に
対し，実際どのように対応しているか。

そこで，彼らに次の 3 つの問いについて考えて
（3）動機づけ面接に習熟するには

もらう。

先述のような一連の問いかけの間，私たちは父
〈問 1〉自分が父親に育てられた様子。
〈問 2〉なりたい父親像。

親が抵抗を示していても，それに対決して刺激し
たりしないように注意することが，動機づけ面接

〈問 3〉自分の子どもが自分をどうとらえている

法の特徴の一つである。
動機づけ面接の習熟には訓練が必要であるが，

か。

表②に練習方法の一部を示す。
〈問 1〉は，自分の父親はどんなふうだったのか

という過去の遺産についてのものであり，
〈問 2〉

表②のエクササイズは，クライエントの，行動
を変えたいと思っているがそれにふみきれないで

は，父とは子どもに対してどうあるべきかという

いる様子を詳しく聞き，「変化について語る」機

彼らの理想を問うものだ。〈問 3〉は，現実の子

会を設けることが変化の第一歩であることを示し

どもの様子であり，
〈問 2〉の理想とかけ離れた

ている。
また，問題行動とわかっていながらそれを変え

状況のはずである。
ここで〈問 2〉と〈問 3〉との間にギャップが

ようとしないクライエントに対して，セラピスト

生まれることをねらう。このギャップは，彼らの

は苛立ったり，無理に変化させようとしたりしな

中に理想と現実の矛盾があることを示している。

いことが重要である。そのようなセラピストの態

この矛盾をひろげることで，父親たちが，問題の

度を感じ取った時こそ，クライエントが抵抗を示

存在を認識し，変化の必要性を感じることができ

す瞬間である。

るようにもっていきたい。

いら だ

クライエント役の人は，抵抗したくなった場面

この 3 つの問いは，DV の認識や，DV の目撃

や，セラピストのどういう対応によって行動を変

が子どもにどのような影響を与えるかということ

えてみてもいいかなと思えたか，ということにも

について問題意識を高めるためにも応用できる。

敏感になってほしい。

その場合，3 つの問いは次のようになる。

観察者役の人は，セラピストのどのようなかか
わりが，クライエントの抵抗や変化したい気持ち

〈問 1〉私の父は母をどう扱ったか。

〈問 2〉父とは子どもの母親（つまり自分の妻）
に対してどうあるべきか。

に影響していたかを読み取り，エクササイズ終了
後にフィードバックしてほしい。
虐待的な父親の中には，自分はパーフェクトな

表②：動機づけ面接実践のためのエクササイズ
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＜その 1 ＞

あなたが，変えたいと思っているけれど，変えることに対して両価的（アンビバレント）な気持ちがあるために
変えられない行動を一つあげてみましょう。その上で，以下の質問について考えてみてください。
◦どのくらいの期間，あなたはこの変化について考えてきましたか。
◦あなたの変化を引きとめているのは何でしょうか。
◦変化を成し遂げるために必要な条件は何ですか。

＜その 2 ＞

（1）3 人でグループをつくります。
（2）それぞれ，セラピスト・クライエント・観察者の役割を決めます。
（3）セラピストは，クライエントと面接し，クライエントが変化させたい行動をテーマに話し合いますが，クラ
イエントの抵抗を刺激しないように注意します。
（4）観察者は，クライエントに抵抗が生じた場面，および，変化することに対して前向きになった場面を観察し
てください。

Ⅱ- 2

父親だという人もいる。そういう場合には，動機
づけ面接の姿勢を意識しながら，具体的にパーフ

「ケアリングダッド」を実施する上での原則

同している場合が多い。
なお，性虐待を行った父親は「ケアリングダッ

ェクトな部分について聞いていくのがよい。
また，

ド」に入ることはできない。性虐待をした場合は，

あなたの子どもたちはどう言うだろうか，という

父親としてのかかわりを見直す以前に，性犯罪者

問いかけをするのもよいだろう。
「自分は尊敬さ

としての処遇を受ける必要があるからである。

れている」と言う父親もいるが，恐怖と尊敬を混
虐 待 す る 父 親 の 主 な 問 題 は ，過 度 に 支 配 的 な 行 動 や 特 権 意 識 ，自 己 中 心 的 な 態 度 で あ る 。
〔原則3〕
よ っ て ，介 入 の 初 期 段 階 で は ，子 ど も を 管 理 す る た め の ス キ ル を 教 え る べ き で は な い 。
（1）伝統的なペアレンティング教育を採用する
前に

図⑦は，「The Parenting Continuum 養育の連続
体」である。連続した矢印の左端が「親中心の虐

虐待的な父親にかかわる原則の 3 番目は，虐待

待行動」となっているが，虐待的な父親たちが取

する父親に対し，子どもを管理するスキルを教え

っている行動はまさにこれであり，「親のニーズ

ることは適切ではないということである。

を満たすための行動」といえる。

虐待的な父親は，過度に支配的であったり，自

これを行っている場合，暴力によって，子ども

分がそのように行動して当然だと考える特権意識

は恐怖ゆえに一瞬にして言うことを聞くので，あ

であったり，自己中心的な態度が特徴的である。

る意味「楽」である。

子どもの態度を「自分に敵対的である」ととらえ

一方，「子ども中心の行動」とは，子どもとの

る傾向も強く，だからこそコントロールしなくて

かかわりの中で「子どもの精神的な安心感を優先

はいけないと考える者も多い。

する」「ほめる」「母子関係を支える」「子どもの

伝統的なペアレンティングのプログラムでは，

話に耳を傾け，子どものことを知る」「子どもが

セラピストが共感的なかかわりを行いながら，育

今どのような発達段階にあるのかを知る」ことで

児に困難を抱える親にサポートを行う。
そこでは，

ある。

どのようなタイミングで報酬を与えるか，タイム

暴力によって子どもを管理するのではなく，子

アウトをどのように用いるかなど，子どもをうま

どもと共に過ごし，子どもとのかかわりにアクテ

くコントロールしながらしつける方法について教

ィブになることである。

える。

子どもは自分のニーズを話せない。よって，子

しかし，先述のような虐待的な父親の特徴をふ

どもが自分のニーズを満たすことができるように

まえると，彼らはむしろ子どもをコントロールす

手伝うのは親の仕事である。子どもとのかかわり

るスキルに長けているといえる。ペアレンティン

の中で，親は，自分のかかわり方に自覚的になる

グのスキルを学んでも，子どもへのコントロール

必要がある。親である自分のニーズを満たすため

を強化させるだけになりかねない。そうした状況

にそういうことを言っているのか，どのような意

は，父子関係の改善とは言いがたい。

図で自分は行動しているのか，ということに気づ
くことができるようになれば，よりよいかかわり

（2）子ども中心のかかわりを教える
では，こうした父親に対し何を提供する必要が
あるだろう。それは「子ども中心の養育」ができ

図⑦：The Parenting Continuum 養育の連続体

るようになるためのスキルを伸ばすことである。
「ケアリングダッド」において，1 つ目の目標は
男性の，変化への動機づけを高めるようにかかわ
り，プログラムにつなぎとめることであった。次
に，
「子ども中心の養育」スキルを伸ばすように

親中心の
虐待行動

子ども中心の
行動

することが 2 つ目の目標となる。
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ができるだろう。

象を信頼することもできない。

支援者は，父親たちが自分の意図に敏感になる
ように手助けしていく必要がある。

こうして父子間の信頼関係は壊れ，父親が「教
え」たり「しつけ」ようとしてもうまくいかない。
また，子どもの母親，つまり妻への虐待も子ど
おびや

（3）
「子ども中心のかかわり」とは

もの安全を脅かすことにつながる。夫からの虐待
そこ

「子ども中心」
であることは「子どもを甘やかす」

によって妻は健康を損ね，子どもの養育者として

という意味ではない。虐待によって破壊された子

十分に機能することができなくなる可能性がある

どもの安心感を回復するということである。

からである。

図⑧は，マズローの欲求段階説におけるピラミ

以上のことから，父親は，妻への虐待をやめ，

ッドを模したものである。「ケアリングダッド」

子どもと一緒に過ごす中で子どもが再び安心感を

の中で用いられる正式な図というわけではない

得られるようなかかわりを心がけ，ピラミッドの

が，子どもの基本的ニーズを示すために講師が図

土台の部分を修復する必要がある。

解したものである。
ここで重要なポイントは，子どもにとって最も
基本のニーズはピラミッドの一番下，「愛情・ケ

図⑧：子どもの基本的ニーズ

ア・安全（安心）
」の部分であるということだ。
この部分が基本であることは愛着研究によって証

しつける

明されてきている。
子どもを虐待すると，この基本部分が破壊され
る。虐待によって子どもは恐怖を感じ，自分の安
全を維持することに必死になってしまう。そのた
め，生活をきちんとすることや学業などは二の次
にならざるを得ない。また，恐怖を与えてくる対

〔原則４〕

教える
扶養する
（衣食住のニーズを満たす）
愛情・ケア・安全（安心）

基本のニーズ

母 親（ 妻 ）に 対 す る 虐 待 に つ い て も ，父 親（ 夫 ）に 対 す る 介 入 の 一 環 と し て 認 識 さ れ ，
注意を向けなければならない。

プログラムの中では，虐待行動について具体的
たい じ

（1）子どもの母親に対する虐待（DV）について

に説明を行い，どう対峙していくかということが

スタッフ（治療・援助者）は，クライエントで

重要となる。虐待行動が母親（妻）と子どもに対

ある虐待的な男性の人間関係，特に母子関係・夫

して，どのような悪影響を及ぼしているかという

婦関係に注意を払って見ていく必要がある。

うなが

ことについて，男性に理解を促すことが課題とな

図⑨にあるように，子どもを「愛する・ケアす
る・安全にする」といった基本的なニーズを満た

る。

図⑨：マズローの欲求段階説
自分の限界を学ぶ
しつける

｝

親から学ぶ

教える
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扶養する（与える）

親への愛着を形成する

愛する・ケアする・安全にする

『安全』は，
食事や世話より重要！
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「ケアリングダッド」を実施する上での原則

すことのできない男性は，たとえどんなに良い父

「子どもたちには，
『母親の言うことを聞くな！』

親であろうとしても，良い父親となることはでき

って言った」

ない。そのような場合は，子どもを養育する母親

「母親に子どもたちのしつけを任せているから，

の健康を損なうようなことや，母親と子どもの安

俺はゆっくりと寛げる」

おびや

くつろ

全を脅かすこと，父母の育児観の違いによる子ど
もの安全感に影響を及ぼすようなことを行ってい

これらの例示からもわかるように，父親は，母
子関係を悪くしようと操作的な発言をしている。

る可能性が高い。
父親は，母親と子どもの関係をサポートしてい

虐待的な男性の暴力や暴言，母親への責任転嫁，

く役割を担っている。また，子どもにとって責任

報復目的のような監護権の取得等の言動から，母

のある父親であるために，子どもが安心した生活

親である女性は心身ともに疲弊し，自己評価の崩

が送れるよう経済的・情緒的なサポートを提供す

壊，慢性的恐怖下での生活から病気や身体の不調

ることが役割として求められる。

等さまざまな健康面での問題，自己決定権の喪失

けん か

ひ へい

つまり，子どもにとっては，父母の喧嘩がすべ

等が起こる。特に，育児中の女性である母親への

て避けなければならないものなのではなく，むし

影響については，表③にあるようなものが挙げら

ろ親同士が喧嘩をしても，子どもが安心していら

れる。

れる環境であることが重要なのである。

また，子どもはそのような母親の様子を見て，

父親は，母親と子どもの関係をサポートしてい

母親は無力で踏みにじられるばかりの無能な人で

く役割を担っているにもかかわらず，母親と子ど

あると認識し，侮辱する・軽蔑する・母の言いつ

もの関係を変えようとコントロールを試みる。ス

けを守らない等といった態度をとることが多い。

タッフ（治療・援助者）は，虐待的な男性が母親

父親である虐待的な男性の言動を男性のロールモ

と子どもの関係を変えようとコントロールしてい

デルとして，子どもが父親と同様に立ち振る舞う

ることに，毅然と立ち向かわなければならない。

こともある。

き ぜん

以下に，
父親の典型的な話し方の一例を挙げる。

ぶ じよく

けいべつ

スタッフ（治療・援助者）は虐待的な男性の発
言内容から，DV のリスク評価（リスクの高まり

「彼女には，うんざりしているんだ。だから，俺

をアセスメントすること）を行っていく。

は監護権を得るために彼女を裁判所に連れて行っ
ほんろう

た。そうすれば，俺を翻弄した彼女に仕返しがで
きるからね」

（2）プログラムの構成に，原則 4 をどのように
反映させていくか——「DV と児童虐待」という視点

表③：
「権力と支配（POWER&CONTROL）」の策略が母親に与える影響
「権力と支配」の策略は，女性虐待（DV）を行う男性の最大の特徴であり，その時に身体的暴力があるか
ないかは，まったく関係がない。女性に対する権力と支配の結果については，多くの実証文献があり，解
明もなされている。
育児中の女性（母親）への具体的な影響には，以下のようなものが挙げられる。
1．女性（母親）は，自分は親として不適格だと思う
2．女性（母親）は，子どもたち全員のあるいは一部の子どもの尊敬を失う
3．女性（母親）は，虐待者（男性）が自分の行動を正当化するための言い逃れやこじつけを正しいと思う
4．女性（母親）は，虐待者（男性）のやり方に子育ての仕方を合わせ，自分の方針を変える
5．女性（母親）は，ものごとの処理能力が極端に落ちるか，ほとんど処理ができなくなる
6．女性（母親）は，有害な結果をもたらすサバイバル戦術を使うかもしれない
7．女性（母親）と子ども達の絆が弱まる
8．女性（母親）は，子どもの忠誠心獲得競争に巻き込まれる

The Center for Children and Families in the Justice System
『HELPING CHILDREN THRIVE』（山本美貴子 訳）より抜粋
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をもつ

このプログラムにおける核心であり，また目標

ト（父親）に，母親とコンタクトをとることにつ
いて同意を得る。

でもある，虐待的な男性の「母親である女性に対

◦父親（加害者）の語りと，事実との相違につい

する態度の変化」と，同時にそのことに強く関連

て知る。

している「子どもに対する態度の変化」を促進し

◦母親に，必要な情報の提供やサービスの紹介を

ていくために，スタッフ（治療・援助者）はどの

行う。

ようなプログラムの構成を図っていけばよいのだ

◦母子の心身の安全を保護するための計画を立て

ろうか。

る。

第一に，プログラムの展開にあたって「女性虐

◦母親から得た情報をグループに反映させる。

待（DV）と児童虐待の重なりを意識する」こと
が重要となってくる。

また，母親とコンタクトをとる上での主な優先

「ケアリングダッド」は，男性・女性両性のファ

事項は，「母親である女性と子どもの安全に貢献

シリテーターによって運営される。これは，男性・

する」ことである。

女性ファシリテーターの姿が，対等な男性・女性

具体的なこととしては，第一に「ケアリングダ

の関係性のモデルとなる意味がある。また，グル

ッド」の内容や子どもに対する暴力の影響等，そ

ープのファシリテーターの中に，女性に対する虐

の想定し得る結果について，現実的な情報を提供

待（DV）のダイナミクスについて，熟知してい

することである。

る人を最低１人は加えることにより，被害者であ

第二に，母親である女性に適切なサービスを紹

る女性の視点を絶えず意識させていくことができ

介し，サポートする。あるいは，女性の生活にす

る。

でにかかわっている支援の専門家と，連絡や連携

第二に，
「母親のために，必要な情報の提供や
サービスの紹介を行い，心身の安全を保護するた

を図っていくことである。
変化を促進するプログラムのため，そこに参加

めの計画を立てる」ことが重要となってくる。

することにより，父親である虐待的な男性に，何

「ケアリングダッド」におけるクライエントは虐

らかの変化が生じるかもしれない。そこで，母親

待的な男性であるため，どのように母親とコンタ

と子どもが虐待的な男性の変化によるネガティブ

クトをとるかということが問題となる。通常のカ

な影響を受けないように，あらかじめ父親に起こ

ウンセリング場面では，クライエント以外の人と

り得る変化を予測できるよう，またグループ参加

の接触はタブー視される。しかし，このプログラ

により父親が達成できる目標（変化のゴール）に

ムにおいては，母親と子どもの安全を守るという

ついてのイメージをもつことができるよう，情報

目的を遵守する上からも，母親とのコンタクトは

提供をすることが必要となる。そして，情報提供

必要なものであると位置づけている。

を受けた母親が，実際に母と子の安全計画を作成

じゆんしゆ

ワークショップでは，次のようなディスカッシ
ョンが行われた。

することをサポートする。
父親がグループに参加することで，怒りが増長
したり，グループでの発言を聞いている中で，フ

〈EXERCISE 1〉

ァシリテーターはリスクの高まりを感じることが

直接のクライエントではない母親とコンタクトを

ある。そのようなときに，母親と子どもが適切に

とる場合，

対応できるよう，事前に具体的な安全計画を作成

①どういう状況ならば，OK か？

することは，非常に有効なことである。

②なぜ，コンタクトをとるのか？
③得た情報を，どう使うのか？

また，地域で母親と子どもが孤立しないように，
困ったときに声をかけたり，必要な資源について
尋ねることができる人を作ることが必要である。

全体でのシェアリングの際には，次の 5 つの答

実際に，地域ネットワークがシステム化されて

えが挙げられた。

いるカナダのオンタリオ州ロンドン市において

◦プログラム参加の前提条件として，クライエン

も，援助機関チェンジングウェイにつながる母親
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の 40 ％は，地域のサポート機関にまったくつな

「ケアリングダッド」を実施する上での原則

どもの経験への影響」にもつながるということで

がっていないといった状況がある。つまり，40

ある。つまり，「暴力は妻にしか向かっていなか

％の母親は，まったく地域のサービスの情報をも

った。子どもには何もしていない。むしろかわい

っていない。そこで，母親とコンタクトをとり，

がっていた」といった言い訳は通らない。子ども

シェルターへのアクセスや地域のサポート機関に

は直接目撃していないにしろ，夫婦間の関係を敏

ついて紹介することが重要となってくる。

感に感じ取り不安になる等の影響を受けているの

チェンジングウェイにおいては，母親へのコン

である。

タクトをとるスタッフは，プログラムのファシリ

また，虐待的な男性（父親）の多くが，子ども

テーターではない別のスタッフ（母親と子どもの

時代に DV を目撃したり，自身が被虐待歴をもっ

アドボケーター）が行っている。これは，多くの

ている。彼らは，「父のようにはなりたくない」

母親が抱える「子どものケアを条件として，取引

という信念をもっている。そして，子どもにとっ

をされるのではないか」
「父親の自己弁護に用い

ては良い父親でありたいと思っている。そこで，

られるのではないか」といった不安に中立的な立

次のような「矛盾を広げるエクササイズ」を活用

場で対応するためである。もちろん，ファシリテ

しながら，虐待的な男性（父親）の子どもに対す

ーターは，母親をコントロールするためにこのプ

る共感性を高めていくことで，男性の変化に対す

ログラムが使われる可能性やリスクについても考

る抵抗を小さくしていくことができる。

慮し，母子のアドボケーター役のスタッフをはじ
めとした地域の関係機関と連携を図っていくこと

〈EXERCISE 2〉
①あなたは自分の父親が母親に接していた通り

が求められる。
このような理由で，チェンジングウェイでは，

に，自分の子どもと母親（妻）に接したいですか？

インテーク面接時にケアリングダッドの参加者で

②あなたは自分の父親が母親に接していた方法と

あるクライエント（父親）に対して，母親へのコ

は異なる方法で，自分の子どもと母親（妻）に接

ンタクトをとる必要性について説明し，参加のた

したいですか？

めの前提条件として同意をとることを行っている。

③母親（妻）に対するあなたの対応を見て，子ど

もし，母親である女性がケアリングダッドのス
こば

もはどのような体験をしていますか？

タッフとのコンタクトを拒んだとしても，父親は
グループに参加することはできる。つまり，母親

ただし，この際にファシリテーターとして注意

とのコンタクトは，クライエントの参加のための

しなければならないことは，虐待的な男性を子ど

必須条件ではない。

も時代の被虐待歴の話に固執させないことであ

「子どもの Wellbeing と安全が第一。そのために，

る。それは，現在彼が行っている DV や児童虐待

母親に入ってもらっている」と伝えると，おおむ

の理由を，子ども時代の虐待経験によるものだと

ね父親からの了解は得られやすい。それは，加害

結びつけたり，自分の実父母へ責任を転嫁しやす

者の多くは，
「良い父親でありたい」と考えてい

いからである。

るからである。

いくら子ども時代に虐待経験があったとして
も，それを自分の暴力行為に対する制御不能（コ

（3）介入に，原則 4 をどのように反映させてい
くか——良き夫でなくして，良き父親にはなれない

ントロールの欠如）の理由にすることはできな
き ぜん

い。ファシリテーターは，毅然と「あなたは，そ

男性（父親）による子どもの母親に対する虐待

れを家族に対する支配の戦略として使っていない

（DV）は，父親への介入の不可欠な要素として

か？」と指摘をする必要がある。そして，虐待的

認識され，注意が向けられる。

な男性に対して「いくら自分が過酷な虐待を経験

男性（父親）には，配偶者，または前妻に対し

してきたからといって，あなたの子どもに同じ経

て暴力的である限り，良き父親にはなれないこと

験をさせたくはないでしょう？」と現在の問題に

を明確に教えていく必要がある。

焦点を当て，動機づけ面接の質問につなげていく

重要なことは，
「親として経験」したことは，
「子

ことが重要となる。そうすることで，彼らの言い
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訳や責任転嫁を，自らの変化のモチベーションへ

基本となることを確認する。プログラムの中での

と変えていくことができるようになる。

ディスカッションを通して，子どもの視点に立ち，
彼らが共感的に考えていくことで，具体的な行動

原則 4 が中心となるセッションは，2 つあり，

について挙げていくことができるだろう。その際

そのうち１つのセッションでは，「家族の一員と

に，「母親と円滑な関係を保つ」ことが重要であ

しての父親」がテーマとなる。父親である虐待的

ることを押さえることが鍵となる。

かぎ

な男性に対して，
「子どもの母親との関係につい
て，あなたの手本となっているものはあります
か？」ということを問うていくこととなる。具体
的には，次のようなエクササイズを通して，彼ら

（4）「ケアリングダッド」の目標
「ケアリングダッド」のプログラムは，1 グルー

プおおよそ 12 人で構成される。週に 1 回，夜間

の気づきや変化へのモチベーションを促進してい

に 2 時間のグループとなっている。参加者は，昼

く。

間は仕事をしており，子どもと何らかのかかわり
をもっている父親である。カナダの場合は，継父

〈EXERCISE 3〉

が多い。

2 人組になって次のテーマでディスカッション。
①あなたのお父さんは，あなたのお母さんをどう

①男性をプログラムにつなげる
最初の 3 週間は，グループへの導入の期間であ

扱っていたか？
②あなたのお母さんは，あなたのお父さんにどう

り，
「プログラムにつなげること」が目標となる。

扱ってもらいたかったか？

また，あなたとあな

ファシリテーターは，男性（父親）に「変わりた

たのパートナーとの関係から，子どもは何を学ん

い」というモチベーションをつけ，それを高める

でいるのか？

ような働きかけを行っていく。

③どうすれば変化を促すことができるか？

先述のように，彼らは「父のようにはなりたく
ない」という信念をもち，子どもにとっては良い

〈EXERCISE 4〉

父親でありたいと思っている。「本当は，もっと

リフレクション演習。2 人でペアをつくり，父親

良い父親になりたいんでしょう？」と，そこの部

役・母親役となってロールプレイを行う。

分を強化していく。

◦父親用
①私（父親）が母親（妻）とかかわる様子を見て，
子どもは何を学んでいますか？

②子ども中心の養育
その後の 5 ～ 6 回のセッションでは，「子ども

②娘に対しても，母親（妻）と同様なかかわり方

中心の養育」が目標となる。先述の連続体の図を

をしたいですか？

提示しワークを行ったり，子どもの声に耳を傾け

③私は，子どもにとって良いモデルですか？

るトレーニングや，子どもの視点に気づくような

◦母親用

支援を行っていく。

①父親（夫）が私（母親）とかかわる様子を見て，

ここで，説明することは，子どもの発達段階に

子どもは何を学んでいますか？

応じた対応があるということである。具体的に年

②娘に対しても，私（母親）と同じかかわり方を

齢相応の対応について知り，繰り返しグループの

してほしいですか？

中でそのことをテーマにして語ることで，父親の

③父親（夫）は，子どもにとってよい役割モデル

理解が深まり，「うちの子は△歳だから，まだ○

ですか？

○はできないが……」といった発言が見られる等
の変化が生じてくる。

原則 4 が中心となるもう 1 つのセッションでは，

この時期にファシリテーターは，「良い父親と

「子どもの母親との関係」
がテーマとなる。まずは，

は」という概念を再構築する働きかけを行ってい

図⑩を用いながら，子どもにとって良い父親であ

く。また，この間のセッションの中の１回で，
「子

るためには，
「子ども中心の行動」であることが

どもの母親をどう扱うか？」というテーマを取り
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扱う。

時点では虐待とみなされるものを挙げて，参加者
に考えさせる。また，図⑪の思考—感情—行動の

③虐待／ネグレクトを認識し，取り組む

三角形をもちいて，行動の背景にある思考や感情

さらに，その後のセッションでは，
「虐待／ネ

についても丁寧にふり返りの作業を行っていく。

グレクトを認識し，
取り組む」
ことが目標となる。

あわせて，「子どもの変化を尊重しない」とはど

この時期になると，参加者は自らの虐待や DV

のようなことを示すのか，「子どもへの虐待の影

を見つめ取り組み始めている。そのため，「そう

響」とはどのようなものがあるのか，ということ

いう行為はやめたほうがいいんじゃないの？」と

も具体的に説明していく。

いったファシリテーターの声にも耳を傾けること

グループの中で，このようなツールを用いて，

ができるようになる。また，自身の DV や虐待に

参加者は自分の行動や感情についてふり返る。そ

ついて，グループの中でオープンに語れるように

の過程で，父親である虐待的な男性は，子どもや

なる。

母親である女性に対して否定的な感情が湧き上が

ここで，再度，より詳細にこのプログラムにつ

わ

ってくることに気づく。

ながった経緯を語ってもらう。彼らは，母親の取

また，父親である虐待的な男性は，しばしば子

り扱いに対する懸念や子どもへのかかわりがトラ

どもの行動を自分（父親）への個人的攻撃と認識

ウマとなることを理解してくる。この段階では，

し，子どもに対抗することがある。ファシリテー

一人ひとり参加者によって家庭環境や母子の状況

ターは，子どもの行動の背景を読み解けるよう促

等が異なるため，ファシリテーターは個別的に支

し，父親自身が感じているような個人的攻撃では

援をしていくことが求められる。

ないことを明らかにしていくよう働きかけてい
く。それにより，子どもへの対抗や虐待への行動

（5）父親が行ってきた虐待的行動に取り組む

が減少することにつながっていく。また，彼らは

これまで父親が行ってきた虐待やネグレクト行

子どものサインを見落としやすいので，ファシリ

為の正当化に対して，
直接対峙（直面化）をする。

テーターは意図的にサインを拾えるよう促してい

これは，参加者一人ひとりの行ってきた虐待的行

く。

たい じ

動状況を個別にやりとりをしながら行っていくの
ではなく，多くの事例に触れながら，グループ全

そして，自分の行為が虐待であることに父親が
具体的に気づくためのワークを行う。

体で虐待的行動を改善していくための解決策を考
〈EXERCISE 5〉

えていく形をとる。
父親の虐待・ネグレクト・支配的な育児に対

小グループでのディスカッション。虐待に気づく

処する際には，親のための問題解決法（Problem

ための演習で，進行役から配付されたシートに記

Solving for Parents Steps）に組み込まれている中

載された虐待について，具体的な例を挙げていく
（ブレインストーミング）。

核的なツールを活用して行う。
図⑩の「養育の連続体」を用いて，
「親中心の
虐待的な行動」であるのか「子ども中心の行動」
であるのかを検討する。その際に扱う行動は，現

虐待の項目と，ブレインストーミングの内容を
まとめると以下の通りである。

図⑩：養育の連続体
話を聞く
親中心の
虐待的な行動

母親と円滑な関係を保つ
子ども中心の行動

野球をする
本の読み聞かせをする
約束を最後まで守る
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図⑪：思考—感情—行動のトライアングル

（「買っていい？」と子どもの了解を得る。訳も
わからず子どもがうなずくと，自分の分だけ買

感情（Feeling）

う）。
◦「お前がいうことを聞かないせいだ」といっ
て妹を性的虐待する。
◦リストカットや過量服薬をする姿を見せる。
◦「一緒に死のう」と繰り返し言う。
思考（Thoughts）

行動（Action）

◦泣き止まない子を揺さぶり続ける。
エクササイズ終了後，講師より「身体的虐待の

■無理に押しつける
◦無理に習い事や塾に行かせる。

を強要し，父の納得するような虐待でない場合は

◦無理にお酒を飲ませる，食べさせる。

父からさらなる虐待を受けるため，子どもを守る

◦子どもの就寝時間を決め，母親にそれを守ら

ために母親が子どもを虐待する，ということがあ

せる。

った」というエピソードが紹介された。

◦トイレットトレーニングの時期でないのに，

また，「子どもを秘密の話をする相手にして，

トレーニングをさせる。

母親の実家の悪口を言ったり，母親がいかにひど

◦進学先や服装を一方的に決め，押しつける。

いかを綿々と語り，自分（父親）がその被害を被

■不在にする

めんめん

っているなどと，子どもに聞かせるような内容で

◦家を不在にする（長時間にわたる仕事・パチ

ないことを，生々しく語ることも虐待である」こ

ンコ）
。

とが説明された。

◦時間帯を合わせないバラバラな生活。
◦父親が家族のイベント時にいない。
■無視する

その他，子どもを置いて出かけたり，
「母親は，
子どもを甘やかし過ぎる」と批判し，子育ての方
法を自分の思うように変えさせたり，意図的に面

◦視線を合わせない
（見えないように振舞う）。

会の時間に遅れたり等，子どものニーズより自分

◦情報を提供しない。

のニーズを優先することも虐待となることが確認

◦約束を守らない。

された。

◦情緒的なケアをしない。

「親のための問題解決法」（Problem Solving for

◦夫婦間のコミュニケーションを，目の前にい
ても携帯で行う。
■性的虐待

Parents Steps）においては，ファシリテーターは，

「それは，どのような状況ですか？」「あなたは，
何を意図していましたか？」
「子どもへの影響は，

◦子どものベッドに入り，身体を触る。

どのようなことがありましたか？」「他の選択肢

◦ポルノ映画に出演させる。

として，どのようなものがありますか？」という

◦ポルノ映画を見た後の子どもの反応を楽しむ。

ことを，繰り返し尋ねていく。

◦一緒に入浴する。
◦性器を触らせる・触れる。
◦性生活を見せる。
◦
「子どもが誘ってきた」と言う。
■残酷な行為
◦寒い日に薄着で外に出す。
しつけ

◦躾と称して食事を与えない。
◦
「お前は捨て子」と言う。
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ケースで，父親が目の前で母親に子どもへの虐待

図⑪を用いたエクササイズでは，「自分が何を
しているのか？」を意識化させるねらいがある。
先述のように，父親である虐待的な男性が，子
どもは自分（父親）への敵意や個人的攻撃から行
動を起こしているという考えから，子どもを攻撃
（虐待）していることがある。それでは，子ども
へ与える影響が甚大である。
このトライアングルを用いて，ファシリテータ

◦大事にしているペットをいじめる。

ーからの質問に答えながら，客観的に状況を整理

◦自分だけ買い物をして，子どもには与えない

する。それにより，父親は，認知の歪みや，問題

ゆが
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となることを子どもにふっかけていたことに気づ

◦次からは，今日とは違うように振る舞っても

くようになる。

らいたい。

では，ここで下記のエクササイズを用いて，思
考—感情—行動についてふり返ってみよう。

あん ど

（そのときの気持ち：怒り，安堵）
ここで，ふり返ってみると，参加者はわが子の

〈EXERCISE 6〉

ことのように心配や不安，怒り等のさまざまな感

全体でのディスカッション。テーマは 13 歳の娘

情を抱いたはずだが，これらの感情を支配してい

からの伝言。
「あなたが帰宅すると，「友達とショ

るのは誰だろうか？

ッピングに行く。6:00 には帰ってくるから」と

なのか？

娘なのか？

それとも自分

書かれたメモが残っていました。これからファシ

ポイントは，誰がその感情をコントロールでき

リテーターが時間を追いながら，そのときの気持

るかということにある。湧き上がった感情の責任

ちを尋ねていくので，思いつくものを挙げてみて

は誰にあるのか？

ください」と，参加者の発言を促していく。

つまり，自分にある。

このようなワークを通して，参加者も感情の責
任は自分にあり，そのコントロールは自身ででき

参加者の発言をまとめると以下の通りである。
■伝言メモを読んだときの気持ち

るということに気づく。
この子どもの行動も問題があると言われるかも

◦うちにいて，宿題をすべきなのに……。

しれないが，冷静に見れば思春期特有の無責任な

◦ショッピングモールで一体何をしているのだ

反応と捉えることができる。
思考—感情—行動のプロセスは，すべて自分の

ろう？
◦何で，私が帰って来るまで待っていなかった
のだろう？

中に起こっているプロセスである。子どもの中で
起こっていることも，この思考—感情—行動のプ

◦誰と，どこのショッピングモールへ行ったの

ロセスで説明することができる。

だろう？

ここでは，不必要に怒り等を引き起こさない。

■ PM6:30

自分の外にいる人を支配するのではなく，自分の

◦どこにいるのだろう？

何をしているのだろ

うか？

内を支配することはできることの気づきを促して
いくことが求められる。

◦電話くらいしてくれればいいのに……。
■ PM7:00

次に，ケアリングダッドのファシリテーターが

◦自分で 6 時には帰ってくるといったのに！
◦また約束を破って……。

教えないことと他の選択肢ついて，説明したい
表④の左側は，主に子どもが行儀よくしていく

◦もう，1 ヶ月外出禁止！

ために使うスキルである。いわゆるペアレンティ

◦ショッピングモールへ探しに行く。

ングで多く用いられるスキルである。

◦一緒に行ったかもしれない友達に連絡をする。
（そのときの気持ち：焦り，心配，不安，怒り，
許せない，裏切られた）
■ PM7:30

ケアリングダッドのスタッフは，この時期の父
親にとってはペアレンティングのスキルを身につ
けることが，子どもをコントロールするためのツ
はら

ールとなる危険性を孕んでいると考える。そのた

◦交番に連絡する。

め，ケアリングダッドでは，これらのスキルにつ

◦事故にでも遭ったのかもしれない。

いては取り扱わない。

あ

■ PM7:45

ふらりと帰宅

むしろ，右側の父親にもっと身につけてもらい

◦どこに行っていたの？

たいことに重点をおいて，心理教育を行っていく。

◦今，何時だと思っているの！

子どもに注意を向け，根底にある問題についてし

◦一体どんなつもりなの？

っかりと考える。親子の関係構築の段階にあるこ

◦事故にでも遭ったのかもしれないと心配した

とを踏まえて，あまり要求をしないよう参加者に

んだから……。

伝えている。
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また，自らが主体的に状況を整理し，問題を生
じさせないように工夫をしたり，自然な結果にも
っと目を向けるように促している。
では，子どもの宿題をテーマに考えてみよう。

「なぜ子どもは，宿題タイムをしたがらないの
か？」
子どもは父親を怖がって，彼の前で，わからな
い宿題をしたくないのかもしれない。また，子ど

◦父親は，毎晩宿題をしたのかを確認する。

もは，かつて父が怒り狂っていた姿を見て，安心

◦子どもの成績が良くないことに対して，屈辱的

して宿題ができる状況ではないと考え，宿題をし

なことをいう。

たくないのかもしれない。

◦毎晩，ケンカとなる。

まずは，
「良い点が取れなくてもよい」と考え，

◦父親の行動の背景には，「子どもの成績を良く

宿題を手伝って一緒にやることから始めたらよ

してやりたい」という思いがある。

い。子どもとの関係構築が第一である。

ペアレンティングにおいてはこの考え方は良い

ファシリテーターとしては，普通の親子ではな

とされるが，このプログラムにおいては，成績と

いので，虐待の背後にある考え方や，子どもの怒

いうコントロールできないものを何とかしようと

り・不安・恐れ等にも注目し，ものごとを捉えて

子どもを叱咤する対応は好ましくない。

いくことが必要となってくる。

しつ た

表④：ケアリングダッドで行われる心理教育

プログラムに含まれないもの
◦タイムアウト
◦ワン・ツー・スリーコンセクエンス
◦好ましくない行動に伴う特権を取り除く。
◦行動の随伴性

プログラムに含まれるもの
◦根底にある問題・注意
◦変化への要求
◦状況を調整することによって、問題が生じないよ
うにする。
◦正の強化と自然な結果

虐 待 的 な 父 親 は 子 ど も の 情 緒 的 な 安 全 感 を 破 壊 す る の で ，信 頼 感 を 回 復 す る 必 要 性 を
〔原則５〕
認 識 す る こ と が ，行 動 の 変 化 や ，子 ど も に 対 す る 虐 待 の 再 発 可 能 性 に 影 響 を 与 え る 。
（1）子どもの安全性を確保する

解決法」（Problem Solving for Parents Steps）の

父親である虐待的な男性は，子どもの情緒的な

項の通り，
「それは，どのような状況ですか？」「あ

安全感を破壊しているので，信頼感を回復する必

なたは，何を意図していましたか？」「子どもへ

要性を認識することが，行動の変化や，子どもに

の影響は，どのようなことがありましたか？」「他

対する虐待の再発可能性に影響を与える。

の選択肢として，どのようなものがありますか？」

図⑫の「変化の移行段階の新しいモデル」にあ

ということを，具体的に繰り返し尋ねていく。

るように，彼らの否認を解くためには，まず「自
身の行っていることが虐待であること」
「子ども
にとってそれはトラウマとなるような体験であっ
たこと」と自覚することから始まる。
ファシリテーターとしては，虐待的な男性の自
覚を促すよう，自分のしてきたことを認識させる

■両親の DV を目撃する子どもの気持ち
両親の DV を目撃する子どもの気持ちについて
は，ビデオを上映した上で，ディスカッションが
行われる。
ビデオの概要は次の通り。

ように働きかけていく。そして，彼らの自覚と子

「夜遅くに帰宅した父親は，夕食の仕度がされて

どもへの「かわいそうなことをした」等という感

いないことに腹を立てた。

情とつながることが，彼らの変化へとつながって
いくのである。
ファシリテーターは，先述の「親のための問題
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母親は慌ててピザを温めようとしたが，ピザが
嫌いな父親は怒り出す。

ば せい

母親の泣き叫ぶ声と父親の罵声，母を殴る音，
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図⑫：変化の移行段階の新しいモデル
否認
（Denail）

変化
（Change）

自覚
（Awareness）

関わる
（Commitment）

2 階で休んでいた子どもは目を覚まし，不安そう

父親である虐待的な男性が，子どものトラウマに

にぬいぐるみを抱えながら階下の様子をうかがっ

ついて理解することが重要であると捉えているた

ている」

めである。

幼児には，どのような DV の影響（長期的・短
期的）があるのだろうか？
彼らには，どのような専門家がかかわることに
なるのだろうか？
このビデオをもとに，
ディスカッションをする。

■被虐待児についての誤解
児童虐待を受けたり，女性への虐待（DV）を
目撃した子どもは，しばしば誤った診断をされる
ことがある。それは，家族内の暴力が，トラウマ
の要因としては見過ごされ，表面に現れてくる症

〈EXERCISE 7〉

状に目が向かいやすいためである。また，安全な

2 人でのディスカッション。ビデオの中の子ども

環境に身をおくことができてから，遅発的に症状

の気持ちになって，父母の DV を階段から眺めて

が現れることもある。

いる気持ちを思いつくまま挙げてもらう。

子どもたちに現れる一般的な影響としての症状
しゆうそ

には，身体愁 訴（易疲労感），無力感，恥，これ
その結果，参加者からは次のような「娘の気持

まで持ち続けてきた信念の喪失，敵意，絶望，攻

ち」が出された。

撃性，感情調整の障害，解離症状，注意力の問題，

◦声を出してはいけない。

引きこもり，悲哀等がある。

◦階段を下りていっては，いけない。

子どもは，加害者である父親，被害者である母

◦ママが心配。

親双方に強い情緒的つながりをもっている。自分

◦早く終わりますように。

の愛する両親が傷つけあう姿を目撃することは，

◦これは悪い夢かもしれない。

アンビバレンスな感覚をもたらし，トラウマにつ
ながるのである。ただし，女性への虐待（DV）

幼児期には自己中心性から，目の前で起こって
いる DV は「自分のせいで」起こっていると捉え
ることが多い。一方，多くの大人は，たとえその
場面を目撃したとしても，
「明日になれば，忘れ
てしまうだろう」と安易に考えている。また，父
親である虐待的な男性の中には，
「母親が，わざ
と子どもに聞かせている」と考える人もいる。

の目撃による影響の受け方や症状の現れ方は，そ
の子どもの発達段階によっても異なる。
女性虐待（DV）を目撃した子どものうち，外

傷後ストレス障害（post traumatic stress disorder;

PTSD）の DSM-IV の診断基準に当てはまるケー
スは 13 ％程度あるといわれているが，実際には
相当数の子どもが PTSD 様症状を呈していること

このワークでは，良い父親となるために自覚を

を臨床的な感覚としてもっている。これは，長期

高める上からも，「子どもの気持ちになって考え

の対人関係の外傷によって起こるともいえる。主

る」
という作業に力を入れて行っている。これは，

な症状としては，トラウマの再体験やフラッシュ
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かくせい

バック， 関連する刺激からの回避， 過覚 醒，感

と，子どもの監護権は取れない」と事実を伝えた。

情や反応の鈍麻等が挙げられる。

その後，A さんのセッションの欠席の回数は減っ

どん ま

特に，感情調整の障害，他者との関係の障害等

た。

が優位に，学校場面において見られる場合は，注

グループでの学びを深める中で，彼は最終的に

意欠陥・多動性障害（AD/HD: Attention Deﬁcit/

「子どもの安全のためには，僕が監護権を取らな

Hyperactivity Disorder）と見誤られることも多い。
学校でぼんやりしているのは，
夜間に虐待（DV）

いほうがよい」という選択をした。このグループ

が起こり十分な睡眠が取れていない場合がある。

を守る」ということであったので，彼の選択をフ

この鑑別には，注意を要する。

ァシリテーターは支持した。

のゴールは，「安全な父親にする」「子どもの安全

こうした理由から，女性虐待（DV）を目撃し

では，信頼の再構築とは何か。それは，「虐待

た子どもへの専門家の正しい理解（啓発）と，子

の責任を引き受けること」「もし子どもが虐待に

どものトラウマケアの視点から回復プログラムが

ついて聞いてきたら，どのように話すのかについ

必要であると思われる。

て計画を立てること」「子どもたちが安全でいら
れるようにすること」「将来について現実的な期

■ケアリングダッドの目標と方策
このセッションでは，「信頼を再構築し，将来
の計画を立てる」ということが目標となる。父親

待をもてるようにすること」である。
虐待の責任をとるというと，子どもに謝罪する
ことを想像する父親がいる。

に，信頼を再構築させる必要性があることを理解

私たちファシリテーターは必ずしも，子どもに

させる。具体的な問いかけとしては，
「あなたは，

謝まらなくてはいけないとはしていない。ただ，

どうしたら父親を尊敬・信頼できると思います

子どもが虐待について尋ねてきた時には，子ども

か？」
，子どもの視点でふり返るように促しなが

の発達段階を踏まえた，わかりやすい説明をする

ら「もし，こうだったら良かったのになぁ……と

必要がある。

いうことがありますか？」などが挙げられる。

もしかしたら，子どもは虐待についての話を聞
きたがらないかもしれない。そうした場合は，無

■信頼の再構築と計画作成について

理矢理話す必要はない。

「親子関係に対する現実的な期待をもてるように

しかし，子どもが説明を求めてきた時には，発

すること」と「支援を求めようとする行動を促す

達段階に応じた説明ができるように準備をしてお

こと」
，そして「再発防止」が，支援の核となる。

く必要がある。ファシリテーターは，具体的にど

父と子の信頼関係の再構築には，
時間を要する。

し

さ

のように伝えればよいかを示唆する。

焦らずに，現実的な期待を持てるよう支援してい

また，信頼の再構築ということは，今までの関

くことが必要である。誰でも間違いは起こすが，

係を修復し，立て直すことを意味する。関係を修

再発を起こすということは問題である。再発のリ

復するということは，どのような意味をもつのか

スクを感じた時等，支援を求める，人の力を借り

ということを，ファシリテーターは，父親である

ることでリスクを回避したり，軽減することがで

虐待的な男性に対してきちんと説明していくこと

きる。あわせて，自分が安全でない時の対応につ

が重要である。

いて検討しておくことは，大切なことである。

いったん築いた恐怖・支配といった関係性を，

また，実際に計画を作成する場合には，自分に

健全なものに修復していくためには，多くの時間

対する安全計画と子どものための安全計画の 2 つ

と変化を促すためのエネルギーを要し，そしてそ

を立てる必要がある。

れを受け入れる側には，変化した虐待的な男性を

ある早期のグループで，こんなエピソードがあ
る。そのグループに参加していた A さんは，セッ
ションの欠席も多かった。彼は，子どもの監護権
を得るためにグループに通っていたため，ファシ
リテーターは「セッションにきちんと出席しない
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受け入れる勇気が必要となる。
ここでさらに，ビデオの中に出てきた子どもの
気持ちを考えるワークを行う。

Ⅱ- 2
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「ケアリングダッド」を実施する上での原則

さら暴力に見舞われた。

小グループでのディスカッション。
①子どもが父親と一緒にいて再び安心感を得るた

人が信頼感を取り戻すには，時間が必要である。

めには，何があればよいのか？

それは，父親がプログラムに参加して変化したか

② DV の最中，階下へ子どもが下りなかったのは

らといって，今までの暴力的な関係がなかったこ

なぜか？

とになるわけではないからである。しかし，父親
が虐待や暴力について認め，暴力・支配的な関係

このエクササイズで出た意見は，次の通り。
◦暗黙のうちに，階下へ下りていっては，いけな
いと察した。

から変化しようと動き出したことは非常に重要な
ことである。
父親は，自分が変化をし始めたことで，子ども

◦以前，心配で下りていった時に，巻き添えを食

にも同様に変化を求めやすい。しかし，まずは，

った。

子どもが父親を避けるのはなぜかということを，

◦自分が階下に下りていったことで，母親がなお

子どもにも自覚させることが必要となってくる。

〔原則６〕父 親 の ， 性 役 割 に 対 す る ス テ レ オ タ イ プ 的 な 考 え 方 が ， 子 ど も へ の 虐 待 に つ な が る 。

（1）父親の性役割に対する考え方の改善

〈EXERCISE 9〉

このプログラムでは，父親である虐待的な男性

小グループでのディスカッション。男の子，女の

のジェンダー役割に対するステレオタイプ的な考

子をイメージする形容詞をたくさん挙げてもらう

え方が，子どもの虐待につながると考え，父親の

（ブレインストーミング）。

ステレオタイプ的な考え方の改善を図っている。
ここでは，父親である虐待的な男性のジェンダ
ー役割は，結婚観や母親である女性への態度や育
児協力に大きな影響を及ぼしていることを確認し
た。
プログラムの中でファシリテーターは，思考—

このエクササイズで出た意見は，次の通り。
◦男の子のイメージ
かっこいい／たくましい／くよくよしない／幼
い／元気な／活発な／優しい／女の子を大事にす
る／泣かない／スポーツマン／パワフル／勇気が

感情—行動のトライアングルを活用しながら父親

ある／甘えん坊（依存的）／賢い／腕力がある

である虐待的な男性のジェンダー役割を引き出

◦女の子のイメージ

し，彼らの気づきを促進させている。

かわいい／強い／優しい／おしゃべり／よく気
がつく／受容的／繊細／賢くて主体的／愛情深い

（2）プログラム構成についての示唆

／複雑（深淵）

グループは，男性と女性のファシリテーターが
共同で運営し，二人とも抵抗的なクライエントに

男女の性別を入れ替えて，これらを眺めたとき，

対応するスキルをもっているほうがよい。男性・

違和感を感じるだろうか？

女性のファシリテーターは，参加者のジェンダー

もっており，それによって考え方や認識が異なる。

モデルとなる。同じ価値観と対等性を保障され，

「男の子はこうあるべき」「女の子はこうあるべ

目標を共有している。また，双方ともに，DV と

き」といったあるべき論までには至らないとして

児童虐待に関する知識をもっていることが重要で

も，一人ひとりの中にジェンダーバイアスがある

ある。

ことを自覚していることが重要である。そこを踏

次に，ジェンダー役割について考えるために，
ワークを行う。

人間は信念・心情を

まえていると，「なぜ，女性に虐待（DV）をす
るのか？」「なぜ，子どもに対して虐待をするの
か？」ということについて，背景を探っていくこ
とが可能となる。
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◦コミットメント（例：子どもと一緒にいないと

このワークでは，自身のジェンダーバイアスに

きでも，子どものことを話し，考える）

気づくとともに，男の子も女の子も両方大切にす
るということを伝えていくことが重要となる。
最後に，母親・父親の役割と期待について考え

〈EXERCISE 11〉
小グループでのディスカッション。

るワークを行う。

◦「良い父親には何が必要か？」という前日のエ
クササイズを思い出す。

〈EXERCISE 10〉
小グループでのディスカッション。我々は，母親

◦前日のエクササイズのタイトル「良い父親には

に対してどのような期待をもっているのか？

こ

何が必要か？」を「良い母親には何が必要か？」

の質問の答えにあたって，次の活動の相対的重要

と読み替えてみる。また，本日（EXERCISE10）

度について考えてみる。

のタイトルを「父親に対してどのような期待をも

◦扶養すること

っているか？」に替えてみる。

◦相互的にかかわること

◦父親と母親を入れ替えて，違いを考えてみる。

◦育児をすること（例：食事の準備・入浴）

親がある程度定まった枠組みから外れた場合，ど

◦愛情

うなることが考えられるか？

◦責任（例：行動規範を教える，活動の手配）

「 ケ ア リ ン グ ダ ッ ド 」の ま と め
◦プログラムに共通する基本的な考え方

また，子どもをほめていても，それが本当にほ

子どもの発達には，幅広い発達段階があり，ま

めることとなっていないということが，起こりや

た男子・女子の差以上に，それぞれの中に個人差

すい。その際には，誰かと比較してほめたり，一

がある。そのため，年齢で単純に一括りにするこ

部のことだけを取り出してほめたり，条件つきで

とはできないが，子どもの発達段階に応じたかか

ほめたりしていることが多い。

ひとくく

このプログラムを展開していく際には，子ども

わりが重要となってくる。
その根底には，子どもは子どもとして，人とし

の発達を踏まえた考え方・かかわり方ができるよ

て大切に尊重されなければならないという考えが

う，さまざまな視点から総合的に子どもを捉えて

ある。

いくことが重要となる例として，5 ～ 7 歳児を対

図⑬：子どもの発達を踏まえた考え方・かかわり方
ニーズと
関心

性の発達＆
ジェンダーの発達

年齢：5〜7 歳

思考能力
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感情コントロール
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象とした「子どもの発達を踏まえた考え方・かか

なれない。

わり方」を図示する（図⑬）
。

◦子どものトラウマを必ず考慮する。

◦プログラムの原則とポイント

◦ステレオタイプが邪魔をする。

ケアリングダッドの原則についてまとめると，
以下の 6 点のことが挙げられる。

また，ケアリングダッドのプログラムを展開す

◦プログラムシステムについての説明責任を果た

る際のキーとなることについてまとめると，以下

す。

の 3 点のことが挙げられる。

◦父親が最初から変わる準備ができているわけで

◦母親と連絡を取る。

はないことを認識する。

◦男性をリファーしてきた機関と協働し，フィー

◦父親が子どもを尊重できるようにする。

ドバックを行う。

◦妻を虐待（DV）していながら，良い父親には

◦プログラムの実施に当たって地域と協働する。
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Respectful Relationships Program 研究会（略称：RRP 研究会）活動履歴一覧
■信田さよ子
＊ DV と虐待に関するものに限定して収載
【講演】

1）「DV 加害者プログラムと子どもへの影響」北九州市男女共同参画センタームーブ主催，2009.2.22

2）「家族の未来をみつめて～カウンセリングの現場から」西東京市男女平等推進センター主催，2009.2.8

3）「安心できる家族を築くために」（DV 被害者支援基礎講座）NPO 法人手をつなぐ女たちの会・岐阜県主催，2009.2.7

4）「アディクションと暴力をめぐる臨床」文教大学大学院臨床相談研修所主催専門講座，2008.12.13

5）「DV と虐待の包括的援助について」世田谷区・杉並区児童相談所，2008.12.9

6）「家族内暴力に援助者ができること」北海道精神保健福祉センター40 周年記念，2008.12.1

7）「DV 加害者プログラムの実践について」埼玉県男女共同参画センター“with you さいたま”主催，2008.11.11

8）「DV と虐待の包括的援助について」ウイメンズカウンセリング熊本主催，2008.10.13
9）「DV が子どもに与える影響」横浜市子ども青少年局主催，2008.10.7

10）「カウンセリングで何ができるか」日本産業カウンセラー協会，2008.8.27

11）「家族内暴力の臨床～加害・被害と世代間伝達」シノドスセミナー24，シノドス主催，2008.8.17
12）「カウンセリングの現場から見た家族～ DV と虐待をみつめながら」茨城キリスト教大学主催
13）「加害者は変われるか」NPO 法人リカバリー主催（於札幌北星学園大学），2008.5.16

14）「カウンセリングと家族と宗教」民衆宗教研究会主催（於愛知学院大学），2008.4.26

15）「DV が子どもに与える影響」旭川市男女共同参画センター主催，2008.3.2

16）「DV と性犯罪者処遇プログラム」日本犯罪心理学会北海道支部主催（於札幌），2008.3.1

17）「親子，夫婦関係を考える～カウンセリングの現場から」小平市男女共同参画センター主催，2008.2.24

18）「家族でおきる問題へのアプローチ」水戸親子劇場主催，2008.2.23

19）「アディクションアプローチと家族内暴力」日本アルコール看護研究会主催（於東京医科歯科大学）2008.2.16

20）「DV 加害者のグループ～被害者支援の一環として」明治安田こころの健康財団精神保健講座，2008.2.15
21）「家族のなかの暴力をふせぐために」さいたま市こころのケアセンター主催，2008.1.26

22）「夫婦の関係と子どもの成長」長野県男女共同参画センター“あいとぴあ”主催，2007.11.17
23）「女性とアディクション～暴力被害の視点から」日本 MAC.DARC 広島集会，2007.11.9

24）「DV が子どもに与える影響について」東京都ウイメンズプラザ主催，2007.11.8

25）「DV 加害者更生プログラムについて」鹿児島県 NPO 法人こころのサポートセンターアミ主催，2007.12.4

26）「DV の加害者プログラムについて」ウイメンズカウンセリング熊本主催，2007.11.3
27）「職場のメンタルヘルスと家族問題」長野八十二銀行主催，2007.10.16

28）「アディクションと暴力の加害・被害」北海道アルコール看護研究会主催，2007.10.13
29）「DV をふせぐために」主婦会館主催，2007.9.22

30）「女性がいきいきと暮らせるために」名古屋 YWCA 主催，2007.8.4

31）「子どもの虐待をめぐって」和歌山県精神保健福祉センター主催，2007.7.13
32）「家族内暴力について」愛知県半田市男女共同参画センター主催，2007.6.24

33）「アルコール依存症の回復と家族内暴力」山口県精神保健福祉センター主催，2007.3.18

34）「アディクションの回復と暴力」松江市山陰嗜癖行動研究会主催，2007.2.24

35）「子どもが安心して暮らせる家族をつくる」名古屋市天白区 e- コールてんぱく主催，2007.2.13

36）「DV 被害者のグループカウンセリング」明治安田こころの健康財団精神保健講座，2007.2.9
37）「家族内の暴力について」多摩市・TAMA 女性センター主催，2007.1.20

【シンポジウム】

1）信田さよ子ほか「女性とアディクション」日本アルコール関連問題学会広島大会，2008.6.21

2）信田さよ子，森山公夫，岡野憲一郎，柴山雅俊「解離を考える」日本外来精神医療学会東京大会，2008.6.7
3）信田さよ子ほか「私設心理臨床の経験から」東京臨床心理士会第 6 回大会職能委員会主催，2008.6.1

4）信田さよ子ほか「PTSD 概念をめぐる諸問題」日本トラウマティックストレス学会第 7 回福岡大会
5）信田さよ子ほか「心理劇と創造性」日本心理劇学会沖縄大会，2007.12.16

6）信田さよ子ほか「女性のうつをめぐって」読売新聞・アートフォーラムあざみ野主催

7）信田さよ子，松本俊彦ほか「暴力の被害と加害～アルコール関連問題から見えてくるもの」アルネット北海道主催，2007.10.13

8）信田さよ子，高橋郁絵，森田展彰，藤岡淳子「加害者臨床の可能性を探る」日本心理臨床学会第 26 回大会自主シンポジウム，

2007.9.28

9）信田さよ子ほか「さまざまな被害者を支援する」東京臨床心理士会災害犯罪等被害者支援専門委員会主催，2007.7.21
10）信田さよ子「アディクションアプローチその後～ DV と虐待～」日本アルコール関連問題学会高崎大会，2007.6.22

11）信田さよ子ほか「開業臨床心理士の可能性を探る」日本臨床心理士会私設心理臨床部会主催，2007.6.10

12）信田さよ子ほか「被害者支援をめぐって」日本フェミニストカウンセリング学会長岡大会，2007.5.26
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13）信田さよ子，藤岡淳子，森田展彰「加害者臨床をめぐって」第 6 回日本トラウマティックストレス学会，2007.3.10
【対談】

1）信田さよ子×斎藤環「母は娘の人生を支配する」朝日カルチャーセンター，2008.8.5

2）信田さよ子×上岡陽江「第 3 回女性とピアサポートセミナー」名古屋市男女平等推進センターつながれっと NAGOYA・女性とピア

サポート研究会主催

3）信田さよ子×芹沢一也「加害者をめぐる言説の変容」朝日カルチャーセンター，2008.7.3
【掲載紙・誌】

1）対談：信田さよ子×藤原新也「逃げない父親が家族を救う」『婦人公論』2008 年 11 月 17 日号

『Be!（季刊ビィ）』No.17 増刊号，アスクヒューマンケア，
2）インタビュー「親密さの罠はどこにあるのか？ DV と《墓守娘》をめぐって」

2008

3）「DV は犯罪，国が加害者教育を」『西日本新聞』2007 年 11 月 14 日
4）「DV は犯罪と認識を」『西日本新聞』2007 年 11 月 5 日

5）生活惰ミリー欄「後絶たない DV」『日本経済新聞』2007 年 2 月 17 日夕刊
【研究論文】

1）信田さよ子「専門家は当事者から何を学ぶか」『ケア その思想と実践 3 ケアされること』上野千鶴子ほか篇，岩波書店，2008

2）信田さよ子「ドメスティック・バイオレンス」『関係性における暴力——その理解と回復への手立て』31-45，岩崎学術出版社，

2008

3）座談会「加害者臨床の課題」信田さよ子，中村正，村尾泰弘，廣井亮一『現代のエスプリ』No491，特集「加害者臨床——憎しみ

の環を断つために」（編集廣井亮一），至文堂，2008

4）信田さよ子「DV 加害者」『現代のエスプリ』No491，87-94，至文堂，2008

5）信田さよ子「それでも家族は続く」『思想地図』Vol2 特集ジェネレーション，35-64，NHK 出版，2008

6）信田さよ子「子どもの虐待とドメスティック・バイオレンス」『母と子の健康』第 48 号，東京保健会，2008

7）信田さよ子「虐待と生徒指導」『中学校』No.648，全日本中学校長会，2007

8）信田さよ子「家族は再生するのか——加害・被害の果てに」『身体をめぐるレッスン 4，交錯する身体 Intimacy』市野川容孝ほか篇，
29-59，岩波書店，2007

【著書】

1）信田さよ子『母が重くてたまらない』春秋社，2008

2）信田さよ子『加害者は変われるか——DV と虐待をみつめながら』筑摩書房，2008
3）信田さよ子『カウンセリングで何ができるか』大月書店，2007
■妹尾栄一
【著書】

1）大原美知子，妹尾栄一，今野裕之，近藤政晴「母子生活支援施設に入所中の母親支援の検討——抑うつとの関連」『厚生の指標』54

（10）7-14，2007

2）Ogai Y, Haraguchi A, Kondo A, Ishibashi Y, Umeno M, Kikumoto H, Hori T, Komiyama T, Kato R, Aso K, Asukai N, Senoo E, Ikeda K.:

Development and Validation of the Stimulant Relapse Risk Scale for drug abusers in Japan.Drug Alcohol Depend. 88:174-81, 2007.
【掲載紙】

1）妹尾栄一「デザイナードラッグ」『精神科』132：9-33，2008

2）妹尾栄一「アルコール依存の心理社会的治療」36，1255-1261，2007

3）妹尾栄一「性犯罪は嗜癖行動ではない」『アディクションと家族』24：214-222，2007
【学会発表】

1）妹尾栄一「 アディクションの法的側面」第 30 回日本アルコール関連問題学会 , 広島，2008.06.21

2）妹尾栄一，大谷保和，大原美知子，原口彩子，池田和隆「 性差の観点からみた日本の薬物乱用者の特徴」第 43 回日本アルコール・

薬物医学会総会 , 横浜，2008.09.18

3）梅野充 , 合川勇三 , 幸田実 , 池田朋広 , 平井秀幸 , 森田展彰 , 妹尾栄一 , 中谷陽二「薬物依存症地域ケアの実態と課題——リハビリテ
ーション施設全国調査から——」第 43 回日本アルコール・薬物医学会総会，横浜，2008.09.18

4）堀達，原口彩子，大谷保和，妹尾栄一，小宮山徳太郎，池田和隆「Relapse Risk Index を用いたアルコール依存症の薬物療法の検討」
第 43 回日本アルコール・薬物医学会総会 , 横浜，2008.09.18

5）森田展彰，村岡香奈枝，梅野充，岡坂昌子，谷部陽子，妹尾栄一「トラウマ症状を伴う物質乱用者に対する統合的な認知行動療」
2008.09.18

6）池田和隆，高松幸夫，山本秀子，大谷保和，原口彩子，妹尾栄一「薬物療法による渇望感制御の可能性 基礎と臨床の接点 薬物

嗜好性制御の基礎的研究と臨床応用の可能性」第 43 回日本アルコール・薬物医学会総会，横浜，2008.09.18

7）Haraguchi A, Ogai Y, Senoo E, Saito S, Suzuki Y, Yoshino A, Ino A, Yamaga K, Hasegawa M, Murakami M, Murayama M, Ishikawa T,

Higuchi S, Ikeda K：Application of the addiction severity index Japanese version（ASI-J）to alcohol-dependent individuals. The Second
USA-Japan Joint Workshop on Alcohol-Related Problems，横浜，2008.09.17

8）妹尾栄一「アディクションの法的側面」第 30 回日本アルコール関連問題学会，広島，2008.06.21
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9）妹尾栄一「依存症に対する認知行動療法再考」第 42 回日本アルコール薬物医学会，大津，2007.09.28

10）原口彩子，大谷保和，妹尾栄一，池田和隆，樋口進「アルコール依存症患者に対する嗜癖重症度指標日本語版（ASI-J）の適用」
第 42 回日本アルコール・薬物医学会，大津，2007.09.28

11）梅野充，妹尾栄一，上岡陽江，阿部幸枝，奥山発，日向千晶，森田展彰，中谷陽二「依存症女性の地域ネットワークケアの実態と有効性」

『病院・地域精神医学』50：289-290, 2007

12）原田隆之，妹尾栄一，松本俊彦，黒川潤「刑事施設における物質使用障害治療プログラムについて」『司法精神医学』3：139，
2007

13）森田展彰（筑波大学大学院人間総合科学研究科，高橋郁絵，信田さよ子，妹尾栄一，白石弘巳，野本律子「ドメスティックバイ
オレンス加害者更生プログラムの有効性と課題

2007

責任の自覚，被害者の安全，関係性の変容の観点から」『司法精神医学』2：96-97，

■森田展彰
【学会・シンポジウム】

1）森田展彰，丹羽健太郎，古市志麻，宮川千春，上原由紀，高梨朋美，春原由紀「ドメスティック・バイオレンスに曝された母子に

対する同時並行グループプログラムの試み（その 1）——5 ～ 7 歳児童グループについて——」JaSPCAN 日本子ども虐待防止学会第 14
回学術集会 2008.12.14

2）春原由紀，古市志麻，宮川千春，上原由紀，高梨朋美，森田展彰，丹羽健太郎「ドメスティック・バイオレンスに曝された母子に

対する同時並行グループプログラムの試み（その 2）——8 ～ 9 歳児童グループについて——」JaSPCAN 日本子ども虐待防止学会 第

14 回学術集会 2008.12.14

3）森田展彰「加害者更生の立場から——DV 被害援助の一環としての加害者プログラムは有効に機能するか？」，シンポジウム『犯罪
学から見たドメスティック・バイオレンス』（司会：小西聖子，シンポジスト岩井宜子，加茂登志子，佐藤喜宣，森田展彰）第 45 回

日本犯罪学会総会，2008.11.29（武蔵野大学 5 号館 1 階グリーンホール）

4）森田展彰「アルコール薬物依存症に対するコーピングスキルトレーニング」関西アルコール関連問題学会ワークショップ，
2008.11.1（和歌山ビッグ愛）

5）小沢功滋，森田展彰「アディクション・コントロールプログラムの効果検証の報告」第 46 回日本犯罪心理学会大会ポスターセッシ
ョン，2008.10. 5（国立オリンピック記念青少年総合センター）
6）森田展彰，村岡香奈枝，梅野充，谷部陽子 , 妹尾栄一「トラウマ症状を伴う物質乱用者に対する統合的な認知行動療法プログラム

の開発」第 43 回日本アルコール・薬物医学会総会，2008.9.18（パシフィコ横浜）

7）数井みゆき，金丸隆太，森田展彰「乳児院入所児童と家庭児における心身の発達の比較——乳幼児発達スケール KIDS を用いて

——」日本心理臨床学会第 27 回大会ポスターセッション，2008.9.6（つくば国際会議場）

8）森田展彰「児童福祉ケアにおける被虐待児の援助——とくにアタッチメント対象の提供について——」日本心理臨床学会第 27 回大

会自主シンポジウムアタッチメント理論を用いた臨床活動（企画：数井みゆき，司会：数井みゆき，話題提供：青木豊，森田展彰，北
川恵，指定討論：平井正三，数井みゆき）2008.9.6

9）森田展彰，村岡香奈枝，梅野充，徳山美知代，妹尾栄一「女性薬物依存症に対する心理プログラムの開発」第 4 回日本司法精神医

学会大会，2008.5.17

10）森田展彰「被害者支援に生かす加害者の臨床から得られた視点——子ども虐待加害者を中心に——」日本トラウマティックストレ

ス学会シンポジウム，2007.3.6
【論文】

1）森田展彰「Disorders of Extreme Stress（DESNOS）の治療——成人サバイバーと児童に対する働きかけの実際——」『トラウマテ

ィック・ストレス 6（2）97-105，2008

2）森田展彰，村岡香奈子，梅野充，岡坂昌子，谷部陽子，妹尾栄一「トラウマ症状を伴う物質乱用者に対する統合的な認知行動療法
プログラムの開発」日本アルコール・薬物医学会，43（4），600-601，2008

『トラウマティック・ストレス 6（1）』
3）森田展彰「被害体験を持つ虐待的な親への介入・援助——アタッチメントの観点を中心に——」

33-42，2008

4）小川昭，森田展彰，小粥展生，中西誠，周布恭子「美称社会復帰促進センターにおける改善指導の試みⅡ——アディクションコン
トロールプログラムについて——」『犯罪心理学研究 45（特別号）』160-161，2008

5）大江由香，森田展彰「性犯罪少年の多元的類型と家族要因との関連について」『犯罪心理学研究 45（特別号）』30-31，2008

『子どもの虐待とネグレクト 9（3）』
6）徳山美知代，森田展彰「児童養護施設における治療的養育の手段としてのグループアプローチ」

363-372，2007

7）森田展彰「薬物依存症に対する認知行動療法プログラム——特にトラウマ等の感情的な問題を抱えた女性患者への取り組みについ

て」『日本精神衛生会 38（4）』82-90，2007

8）中島聡美，森田展彰，数井みゆき「関係性から考える乳幼児の PTSD 発症のメカニズム」Jpn. J. Child Adolesc. Psychiater 48（5）

567-582，2007

9）大江由香，森田展彰 , 中谷陽二「性犯罪少年の諸特性と性非行の反復傾向との関係」『日本犯罪学会誌 73（6）』165-173, 2007

10）Nobuaki Morita, Ichiro Wada: Job stress and mental health of child-counseling ofﬁce workers, Journal of Occupational Health, 49（2），
125-133，2007.
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11）森田展彰，末次幸子，嶋根卓也，岡坂昌子，清重知子，飯塚聡，岩井喜代仁「日本の薬物依存症者に対するマニュアル化した認知

行動療法プログラムの開発とその有効性の検討」『日本アルコール薬物医学会 42（5）』487-506, 2007

12）森田展彰「アタッチメント」『臨床精神医学 36（4）』458-459，2007

13） 森田展彰，鈴木志帆「児童自立支援施設入所児童に対する Disorder of Extreme Stress not Otherwise Speciﬁed（DESNOS）評価の

試み」『臨床精神医学 36（9）』1191-1201，2007

14）森田展彰「ドメスティックバイオレンス加害者プログラム」『精神療法 33（2）』58-60，2007

15）鈴木志帆 , 森田展彰 , 白川美也子 , 中島聡美 , 菊池安希子 , 中谷陽二「SIDES(Structured Interview for Disorders of Extreme Stress）
日本語版の標準化」『精神神経学雑誌 109（1）』9-29, 2007

【著書】
『精神科診療トラブルシューティング』中外医学社，
1）森田展彰「措置入院ほどではないが，家庭内で暴力を行っている事例への対応」

pp73-77，2008

2）森田展彰『非行・犯罪をトラウマの観点から考える』非行問題 , 全国児童自立支援施設協議会，pp93-103，2007

3）森田展彰「児童福祉ケアの子どもが持つアタッチメントの問題に対する援助」『アタッチメントと臨床問題』（数井みゆき，遠藤利

彦編），ミネルヴァ書房，京都，pp186-203，2007
【訳書】

1）森田展彰，カール・ハインツ・ブリッシュ著 ( 数井みゆき，遠藤利彦監訳）『アタッチメント障害とその治療 理論から実践へ』誠
信書房，2008

【研究報告書】

1）森田展彰他「子ども達の成長に大切なもの＝建物の形態？？——大舎制・小舎制・ユニット型それぞれの施設形態での愛着形成の
あり方——（第 2 分科会）」29-41,『第 5 回西日本児童養護施設職員セミナー報告書』2008

2）更生保護研究会『更生保護処遇プログラム研究会報告書』2008

3）森田展彰，徳山美知代，鈴木志帆，白川美也子，丹羽健太郎，松葉大直，数井みゆき「子どものトラウマ研究 虐待による長期ト

ラウマの影響に関する評価と介入・治療」平成 16-18 年度厚生労働科学研究費補助金こころの健康科学研究事業，『重症ストレス障害
の精神的影響並びに急性期の治療介入に関する追跡研究』総合研究報告書，89-133，2007

■高橋郁絵
【学会発表】

1）高橋郁絵，信田さよ子『「DV 加害者更生プログラム」と被害者支援』日本心理臨床学会第 25 回大会，2007.9.7

2）高橋郁絵「被害女性への働きかけ——加害男性更生プログラムを前提とした心理教育——」日本トラウマティックストレス学会第

8 回大会，2009.3.15
【論文】

『対人関係における暴力——その理解と回復における手立て』藤岡淳子編，岩崎学術出版，
1）高橋郁絵「DV 加害者プログラムの実践」

2008

2）高橋郁絵「DV 加害者プログラムの実践——加害者臨床と被害者支援の接点として——』『現代のエスプリ』「特集・加害者臨床」
廣井亮一編，2008

【講演】

1）「DV とは——カウンセリングの現場から——」熊本市男女共同参画センター主催，2009.2.20
2）「DV 加害者プログラム」ウイメンズカウンセリング熊本主催，2009.2.21 ～ 22

■春原由紀
【学会発表】

1）森田展彰，春原由紀，古市志麻，信田さよ子，妹尾栄一，大原美知子，高橋郁絵，古賀絵子，宮川千春，上原由紀，高梨朋美，谷部陽子，

丹羽健太郎「ドメスティック・バイオレンスに曝された母子に対する同時並行グループプログラムの試み （その 1）——プログラム
の概要と子どもに関する有効性——」日本子どもの虐待防止学会第 14 回学術集会，2008.12

2）春原由紀，古市志麻，森田展彰，信田さよ子，妹尾栄一，大原美知子，高橋郁絵，古賀絵子，宮川千春，上原由紀，高梨朋美，谷部陽子，

丹羽健太郎「ドメスティック・バイオレンスに曝された母子に対する同時並行グループプログラムの試み （その 2）——子どもグル
ープについて——」日本子どもの虐待防止学会第 14 回学術集会，2008.12

3）大原美知子，森田展彰，春原由紀，古市志麻，信田さよ子，妹尾栄一，高橋郁絵，古賀絵子，宮川千春，上原由紀，高梨朋美，谷部陽子，

丹羽健太郎「ドメスティック・バイオレンスに曝された母子に対する同時並行グループプログラムの試み （その 3）——母親の回復
過程について——」日本子どもの虐待防止学会第 14 回学術集会，2008.12

【論文】

1）三山岳，氷室綾，春原由紀「在宅の被虐待児への関係的遊戯療法」関係学研究第 35 巻第 1 号，2008.3

2）春原由紀，森田展彰，古市志麻，丹羽健太郎，上原由紀，高梨朋美，宮川千春「DV に曝された子どもたちへの援助——コンカレ
ントプログラムの実践——」武蔵野大学心理臨床センター紀要第 8 号，2008.12

【その他分担執筆】

1）春原由紀「児童虐待と母子支援」『トラウマ・ケア論』武蔵野市寄附講座講義録武蔵野大学，2008.3
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信田さよ子（理事長、原宿カウンセリングセンター所長・臨床心理士）
【メンバー】
春原

由紀（理事、武蔵野大学人間関係学部教授・臨床心理士）

高橋

郁絵（理事、原宿カウンセリングセンター・臨床心理士）

森田

展彰（監事、筑波大学大学院人間総合科学研究科講師・精神科医）

白石

弘巳（東洋大学教授・精神科医）

妹尾

栄一（東京都精神医学総合研究所・精神科医）

大原美知子（東京都精神医学総合研究所・精神保健福祉士）
谷部

陽子（世田谷区保健師・精神保健福祉士）

荻田

博深（原宿カウンセリングセンター・臨床心理士）

本多

清見（原宿カウンセリングセンター）

古賀

絵子（原宿カウンセリングセンター・臨床心理士）

古市

志麻（武蔵野大学心理臨床センター子ども相談部門）
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ＤＶ加害者が良き父になるために
——ケアリングダッドプロジェクトに学ぶ——
独立行政法人福祉医療機構
「長寿・子育て・障害者基金」助成事業
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