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ミングよく利用して、虐待を否認している段階の親もグループケ
アに誘う。父親は、母親とは違った心性と性役割を持つため、
別々のグループでの支援が有効である。それに加えて、親の養育
行動を改善し、親子の愛着関係を再構築することを目指す親子で
のグループケア、夫婦などの家族メンバー間の関係改善を目指す
家族カウンセリングなどの家族機能を高めるための支援メニュー
を揃え、虐待メカニズムに応じて支援メニューを選べるようにす
る。
⑤虐待対策の三次予防としての支援を行い、家族を地域の支援

機関につなぐ

地域で、虐待のない子育てをするには、関係機関の協力が必要
不可欠である。担当児童相談所が地域で支援ネットワークを構築
するとともに、家族が支援を受け入れられるように信頼関係を作
っておくことが重要である。

3．「東京方式」の概要

⑴　支援の対象と目的

虐待で分離中、あるいは虐待問題を抱えつつも在宅のまま支援
を受けている親子を対象に、親の虐待行為からの回復と親子の愛

図５　３種類の家族関係再構築への援助
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着関係の再構築を目的とし、グループ心理療法を主体とした治療
的･教育的支援を行っている。
分離中の親子に関しては、必ずしも家庭復帰がゴールではな
く、親と子どもが肯定的な関係を維持できる最適の距離を見出す
ことも、ここでの支援の目標である。
図５で示すように、①家庭復帰のための支援、②家族分離のま
まの家族関係再構築への支援、③在宅での家族関係の再構築（家
族維持）のための支援を行っている。
家族への支援は、親と子の同意を得て、介入を行った担当児童
相談所からの依頼で始められる。虐待メカニズムの分析に基づい
て立てた親と子どもの回復支援プランの一翼を担い、心理社会的
支援（就労などの経済的基盤の整備、家族関係の調整、親類縁者
などとの関係改善、地域のサポートシステムの構築など）や親の

図６　「父・母・子へのケア〜東京方式」の概要
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③ アンケート

最後に以下の項目を含むアンケートをしている。適切な支援を
提供するためには、参加者の心身の状態のアセスメントが欠かせ
ないので、参加者の状態をよりよく知るために実施する。
・サポート体制の有無とその満足度

・育児中の解離症状の有無

・子どもへの気持ち

・「うつ」のチェックリスト（CES-D）

２回目 　 ペアレント・トレーニング第 1 回 

子どもの行動を 3 種類に整理しよう

ペアレント・トレーニングの具体的なやり方については、ここ
では簡単な紹介に留める。詳しくは『こうすればうまくいく発達
障害のペアレント・トレーニング実践マニュアル』⑴が参考とな
る。
① オリエンテーション

ペアレント・トレーニング・プログラムについて説明する。
「このプログラムは、子どもの行動に注目し、具体的で効果的
な対応を身につけることで親子関係の悪循環を断ち、親と子ども
がよりよいコミュニケーションで過ごせるように親をサポートす
るためのものである。 6回（もしくは 5回）のセッションからな
り、毎回レジメを配布し、それに沿って進める。前回の宿題から
始まり、その回のテーマについて説明し、ロールプレイも交えな
がら習得していき、感想などを話し合い、宿題（自宅での実践）
が出て終わりとなる。」
② 子どもの行動を 3 種類に整理

行動に焦点を当て、「注目」が持つパワーを活用する。子ども
が成長するためには、食事をするのと同じ位「注目してもらう」
ことが欠かせない。子どもは何よりも親の注目を切望しているた
め、注目された行動を増やしていく傾向がある。そのため、困っ
た行動を何とか直そうとそれを叱責することは、否定的注目（注
意する、叱る、どなる、お説教をする、ため息をつく、眉間にし

⑴上林靖子監修／北
道子・河内美恵・藤
井和子編『発達障害
のペアレント・トレ
ーニング実践マニュ
アル－こうすればう
まくいく』中央法規
出版，2009．
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わを寄せるなど）になってしまうため、その行動が減らないばか
りか増えていってしまう。そこで行動を 3つに分け、増やしたい
行動に意識的に肯定的に注目（ほめる、認める、笑顔を返す、興
味関心を示す、「ありがとう」「うれしい」と言うなど）していく
ことにより、悪循環（p.99図 5 参照）に陥っている関係を良い循
環に変えることができる。
行動とは、見える、聞こえる、数えられるものなどの具体的な
ものであって、「やさしい」とか「親切である」と言った抽象的
な言葉は行動を表さないことを確認し、子どもの行動を図 6の 3
つに分ける練習をする。 3種類に分類するのはそれぞれ対処の仕
方が異なるためであり、その方法については 3回目の親グループ
プログラムから詳しく学んでいく、と伝える。
最後に宿題（子どもの行動を観察して 3つに分けて書いてく
る）の用紙を渡して終了となる。

事例　多動傾向のある小２のＨちゃんに激しい体罰を加えていた
母親は、否定的注目をやめて肯定的注目をすることを聞いて「発

想の転換だ」と興奮気味に述べた。2週間後の親グループで、子

どもの行動を３種類に分けてみるという宿題を報告し、次の３つ

のことに気付いたとの発言があった。１つ目は子どもの行動を観

察するというスタンスが、短気な自分を冷静にして、カーッとす

肯定的注目
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そのなかで、自分の本当に伝えたいことを表現してもらう。自
分の子どもに伝えたいこと、自分の親（父・母）に伝えたいこ
と、今、伝えたいこと、あるいは過去に伝えたかったことなどで
ある。
さらに深めれば、役割を入れ替え、自分の子どもになり、親

（自分）に言いたいことを伝える。同様に、自分の親になり、子
（自分）へ言いたいことを伝えるといった手法も効果的である。

⑸　しつけと虐待

このワークは子どもとの関わり方やしつけ方について体験を出
し合うなかで、相互に学びあうことを目的とする。
「しつけ」とは、子どもに教えなければいけないこと、しては
いけないことなどを教え込むためのもの。つまり、「子どものた
めにする行為」である。一方、「虐待」は、子どもが言うことを
聞かないことに対する怒り、自分の無力感、もどかしさなど親の
感情の結果、要するに「自分のためにする行為」である。
しかし、両者はそう簡単に区別できない。「虐待」の定義はあ
くまで被害者である子どもが安全か、子どもの心身の成長発達に
悪影響を与えていないかといった子ども側の状況によって定義さ
れ、親の意図、動機、行為の質などよりも優先される⑴。したが
って、加害者側である父親たちが明確に定義するのは不可能であ
る。しかし、それについて話し合うことはできる。
しつけと虐待がどう違うのか、どこで線を引くのかという話題
は、参加者の関心を引く。良い叱り方・良くない叱り方とは、子
どもが言うことを聞かないときにどうやって聞かせるようにした
らよいのか、やってはいけない方法はあるのか、「手をあげる」
叱り方は許されるのか、より効果的なしつけ方はあるのかなどに
ついて意見を出し合う。
まず、自分は父親として、いつ、どのような状況で子どもに関
わっていたか、遊び、日常生活、衣食住、勉強、身の回りの世話
など、具体的に挙げてもらう。その際、再統合段階により、子ど
もとの接点が異なることに配慮する。まだ子どもと完全に分離さ

しつけと虐待

⑴川崎二三彦『児童
虐待－現場からの提
言』岩波新書，岩波
書店，2006．

叱り方
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れ、交流が途絶えている段階では、過去の親子関係が中心にな
る。面会・外泊などある程度子どもとの接点がある段階では、現
在の子どもとの関係、子どもの成長、親子関係の変化などについ
て話し合うことができる。分離している期間に子どもが成長し、
親との接し方が微妙に異なり、以前とは同じように接することが
できなくなることもある。
①叱る

次に、叱ることについて、経験や考えを出し合う。

事例　みんなで「父親として絶対見逃せず、きちんと叱らねばな
いことと」と、「多少、大目に見ても構わないこと」を出し合っ

てみよう。

　 見逃せないこと⇒お金を盗む、嘘をつく、いじめ、人にけがをさ

せる、人に迷惑をかける

　 大目に見られること⇒兄弟げんか、帰宅時間が遅くなった、朝な

かなか起きない、夜寝る時間を守らない、家の手伝いをやらない、

勉強・宿題をしない、学校への忘れ物

叱ったことに対して、子どもはどう反応したか。叱ったことは
効いたか。もしうまくいかなかったら、それ以外の対応の可能性
はあるか。他の参加者の意見も促しながら、叱り方の多様性（バ
リエーション）について学びあう。たとえば、怒鳴る、大声を出
す、手をあげる、口で伝える、やさしく伝えるなどである。ま
た、叱っているときの父親自身の気持ちはどうか。イライラ、ム
カつく、キレるなどしていないか。また、子どもには一方的に伝
えるべきか、それとも子どもの話を聞くかなどについて話し合
う。
「子どものわがままについてどう対応するか」という入り方は、
参加者たちに分かりやすい。どんなわがままがあるか、具体的に
挙げてみる。物をねだる、寝なさい、ご飯を食べなさい、起きな
さい、遊び（ゲーム）をやめなさい、勉強しなさいなど。そのな
かで、親として許せるわがまま、許せないわがままは何か、そう
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⑸　語ることができない性的虐待

グループで出会う母親たちは、「女性生存者」または「長期慢
性的虐待の被害者」と呼びかえた方がずっと真実を表している。
子ども時代の性的虐待の被害が疑われる母親たちである。担当ワ
ーカーの母親との面接記録にも性的虐待の疑いと記されているだ
けで事実とは書かれていない、「真実」から引きはがされている
女性たち。グループで話を聞いてもそれ以上のことが話されるわ
けではない。しかし子どもを引き取るには、この闇の向こうにい
る者、子どもの犠牲者が「お化け」と称し、大人の犠牲者が「怪
物」と想起する加害者たちと戦わなければ、子どもとはやってい
けないことを知っている母親たち。話せなくてもグループに参加
するということが、そのメッセージである。
私たちが出会う性的被害が疑われる母親たちの多くは、DVの

被害者でもある。母親たちはDV体験についても口をつぐんでい
る。時には、かわいそうな知り合いの物語に置き換えられて登場
するが、真実には近づけない。DVには性的暴力がつきまとい、
それが子ども時代の性的虐待体験の記憶につながるからなのかも
しれない。
彼女たちがにこにこ明るい笑顔の持ち主であるのにも、意味が

ある。そのような顔をしている限り彼女たちは「恐ろしい秘密が
あるのですね」とは聞かれないですむだろう。ある意味での自己
防衛である。
しかしグループは性的虐待の抑圧された記憶ゆえに、思いがけ

ず、彼女たちにとって予測のつかない危険な場所になることもあ
る。

事例　子ども時代に性的虐待を受けていた疑いがある母親で、今
度は彼女の子どもが父親からの性的虐待を受けて、施設に保護さ

れたケースである。母親がグループにつながって3ヵ月が経つこ

ろ、いつもは平和なグループに「どうすれば子どもを返してくれ

るのか、それだけを教えてくれればいい」と不満をぶつける新人

が参加してきた。すると突然隣に座っていたその母親は、反対に
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「このグループにつながれたことが本当にうれしい、毎回この日

がやってくるのが楽しみで仕方ありません」と、いつもは聞かれ

ない、グループ賛辞を並べたてたのである。

　何が起きたのだろうか。「怒れる新人」が突然、舞台に開演の

ベルを鳴らしたと仮定してみる。シナリオライターは、母親であ

る。グループは集団であるがゆえに「家族」に置き換えられやす

い。母親にとっては性的虐待が起きた「忌まわしい家族」である。

虐待の被害者とは、いつでも感度のよいアンテナを携えて瞬時に

配役を振り分けられる能力の持ち主でもある。家族の中の権力者

の役が与えられるのは、最もふさわしい立場にいるファシリテー

ターである。「怒れる新人」が登場したことで、母親が否認し抑

制していた体験が、母親の中の「内なる子ども」によって想起さ

れた。母親は子ども時代にタイムスリップして「私はいい子にし

ていますから、どうか私の身に悪いことが起きませんように」と

攻撃した者、家族の権力者に向かって哀願しているようにみえる。

ファシリテーターは突然の賛辞に戸惑うけれども、悪い気はしな

い。しかしその日をきっかけに増えた母親の欠席に接すれば、グ

ループが母親にとって嫌なことを思い出させる危険な場所になっ

ていたことに、後になって気付くだろう。

性的虐待の被害者のケアは、今でもほとんど進んでいない。性
的虐待の問題の深刻さのせいだけでなく、援助者の否認や罪悪感
も関係しているだろう。あきらかに性的虐待を疑いながらも、な
ぜ私たちは、援助者同士で「分からないけどね」と口にしてしま
うのだろう。性的虐待の被害者にとって真実に近づくことがどれ
ほど恐怖で危険なことか、援助者としての自己防衛がはたらいて
しまうのかもしれない。いや、援助者自身の否認とネグレクトの
問題があることも忘れてはならないだろう。
ある母親はグループで「兄」について話した時に汗びっしょり

になってからしばらくグループを休んだし、別の母親は子ども時
代に「家畜」に追いかけられた話をしてから休んでいる。母親た
ちの話は、まだ話の断片でしかない。しかし休んでも再び参加で
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攻撃した者、家族の権力者に向かって哀願しているようにみえる。

ファシリテーターは突然の賛辞に戸惑うけれども、悪い気はしな

い。しかしその日をきっかけに増えた母親の欠席に接すれば、グ

ループが母親にとって嫌なことを思い出させる危険な場所になっ

ていたことに、後になって気付くだろう。


