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男性と家族援助：心理臨床の立場から

田村毅

男性研究は、1970年代より隆盛した女性研究に比べて、その質と量が劣ることは否めない。

しかし、80年代後半から、わが国でもようやく男性研究発展の兆しを見せ（渡辺、1987;伊

藤,1993)、90年代以降のバブル経済の崩壊などの社会情勢を背景に、この問題に対する社

会の関心も徐々に高まりつつある。

女性治療者によるフェミニスト・セラピーは女性に対するエンパワーメントを可能にした

(McGoldrick,1989)。しかし、男性研究にもとづいた男性に対するエンパワーメントは、ま

だその臨床的ニーズが十分に顕在化しておらず、臨床家の対応も十分とは言えない。

この報告は、臨床心理学、家族療法などの視点から、ジェンダーという視点を組み入れた

上で、家族というコンテクストの中での、男性に対する援助の方法論とその限界などについ

て論じる。これは､社会及び家庭の中における男性の立場をジェンダーに敏感な立場(gender

sensitiveapproach)から理解しようとするものである。筆者の臨床経験、つまり夫婦間暴力

における加害男性への援助、夫婦間の葛藤に対する夫婦療法、父親不在家族に対する家族療

法などの実践を通して、男性クライエントとその家族に対する援助の具体的方策について考

察する。

男性学のジレンマ

私がジェンダーの問題に興味を持った契機は、FamilyProcess誌におけるHare-Mustin

(1978;1987)('),Goldner(1985)などの先駆的研究である。Hoffman(1990)が指摘した

新しい3つの「レンズ」のひとつにジェンダーが含まれていたことは、当時、この問題に無

知であった私にとって新鮮な驚きであった。

男性学は1960年代の女性運動の高まりに呼応する形でアメリカを中心に出現した。

Bograd(1991)は精神療法においてジェンダーの問題を扱う上での前提を次のようにまと

めている。

l)ジェンダーは人間の生活を決定付ける重要な要因である。

2）性役割(genderrole)は、男性と女性の心理発達を制約し、豊かで相互に満足できる強制

によらない親密性を阻害する。

3）個人と家族の機能障害は伝統的性役割の成就と関連している。

(たむら・たけし東京学芸大学教育学部生活科学学科）
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4）家族生活は、上位システムである社会における価値観の影響を受ける。

5）我々 の社会は、基本的に父権的(patriarchal)であり、男性優位である。

女性学、あるいはフェミニスト・セラピーは、この前提のもとで、より強く拘束を受けて

いる女性の立場を明らかにし、個人レベル、あるいは家族・社会レベルで女性たちの解放を

目指している。その枠組みを男性にも広げ、「男らしさ」という伝統的なジエンダー構築を

明らかにし、そこからの解放を目指すのが男性学である(Green,1998)。その際、援助の

視野をどのように設定するかという点で、二つのジレンマに直面する。

ひとつ目のジレンマは援助の対象を男性に限定するか、それとも女性も含めるかという点

である。臨床場面で出会う、男性クライエントたちの多くは、私は「問題」ではない、私は

援助を必要としない、しかし、家族のためなら喜んで治療を受ける、という治療に対するス

タンスをとる。伝統的な男性性を保有する男性たちは、家族という他者を語ることはできる

が、「自分」を語ることはできない。しかも、自分に対する心理的支援の必要性を認めない。

女性学は、男性優位社会の中にいる男性の加害性を規定した。この告発を受け入れる男

性の視点がpro-fennnistであり、受け入れない立場がnon-feministである(Baumli,1997)。

Non-feministmenあるいはmen'srightsgroupは、女性の被害とはまた別の観点から、男

性もジェンダーという社会的構築の被害者であることを明らかにし、男性に対する差別を問

題にしている。その端的な例は、離婚に伴う養育権である。子どもは母親に養育されるべき

という社会的通念のために、男性は子どもの養育権を剥奪される。このような男性の権利擁

護運動の背景には、米国における女性のアファーマテイブ・アクションが進んだ結果、男性

への逆差別が生じたことが挙げられる。

この立場からすると、男性へのエンパワーメントという視点が生まれる。RobertBly

の!'IronJohn''は米国でベストセラーになった(Bly,1992)。グリム童話「鉄のハンス

(IronJohn)」の物語を通して男性がさまよいつつ男性性を獲得していくプロセスを語り、

MythopoeUc運動に発展した。現代社会は男性の獲得に必要な通過儀礼（イニシエーション）

が欠如しているとして、音響（ドラム）や儀式を用い、催眠的なカタルシスによる男性たち

の個人的な体験を重視する。FamlyTherapyNetworkerでは1990年にIIMenNurturing

Men''と題する特集を組み、MymopoeUc運動について紹介している(Erkel,1990)。

元アメリカンフットボール監督ビル・マッカートニー率いるプロミス・キーパーズは

1997年にワシントン広場での集会に50万人の男性を集めた。キリスト教義に立ち戻り、

男性たちの行いを繊悔し、家庭への回帰を神に誓った。これらふたつの米国における動きは、

日本における林道義の「父性の復権」と同様、多くの一般男性たちの支持を得た。失った男

性性を再装備する処方菱が与えられた点が、錯綜する現代社会でアイデンティティを失いか

けている男性たちの支持を得たのである。しかし、フェミニストからは、新たな女性支配の

方策として批判されている。

一方、feminigtmen、あるいはpro-feministたちはフェミニストの告発、すなわち男性

の優位性と女性に対する抑圧者という関係性の構造を受け入れる。男性も性的ステレオタ

イプから被害を被っているが、それは女性ほどではない。男性も抑圧されているという指
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摘は、社会の中の男女間の力構造を隠蔽してしまう(Dell,1989)。男性のための意識覚醒

(consciousness-raising)グループなどを通して女性の立場に共感し、社会のジェンダー構築

を変革しようとした。

これらの男性の動機の背景には、既存の男性性に限界を感じる何らかの外傷体験があった。

たとえば60年代のベトナム戦争や男性の個人的な事情、たとえば失業、女性パートナーに

対する経済的依存、女性からの離婚の申し出であったりする。Malefeministたちは新たな

感性や言語を得ようとするが、必然的に伝統的な男性性を否定することになる。多くの男性

にとって、それは恥ずかしいこと、「女々しいこと」として受け入れられず、non-feminist

のように社会的な支持を集めることはなかった。

現に、男性運動に身をとおじている男性たちの多くは、自己の人生の中で、大きな挫折を

経験している。それが、「目を覚ます」体験となるわけだ。逆に言えば、挫折を体験してい

ない男性にとって、男性という既存の地位を脅びやかすアンチテーゼである。ここが、男性

運動が社会のマジョリティーとなりえない所以である。

ふたつ目のジレンマは、援助の焦点を男性自身の個人的な体験に置くか、あるいは家族や

社会における他者との関係性に置くかという点である。前者は男性のみのグループ療法や自

助グループであり、後者は、夫婦合同面接や男女の混合グループとなる。

Brooks(1991)は夫婦治療場面で、伝統的な価値観を持つ男性(traditionalman)に対す

る介入方法を述べた。はじめはクライエント自身のジェンダー観をサポートしながら、男女

を分離した状態で面接し、双方を個別にエンパワーした後に、合同面接で再統合する。

Meth(1990)(')は原家族を理解する作業などから、自己の感情のニーズに気づき、男

性性という拘束から自己を解放し、他者とかかわりを機能的なものに変えるプロセスを述

べた。Pitman(1993)は、過剰な男性性に支配された男性たちの病理として、「女たらし」

(Philanderers;女性への性的支配)、競争者(Contenders;男性同士の支配)、支配者(Controllers)

の3タイプを指摘し、男性性という神話に支配された男性たちの体験を記述した。

一方、Pease(l977)はpro-feministの立場から男性とその人をとりまく他者（女性や家

族、男性同士など）との新たな関係性の回復に焦点を当てた。支配・被支配の関係性から脱し、

両者が満足できる平等な関係性を獲得するために、男性のグループ、父権性についての啓発

教育などを用いた暴力的な男性に対する介入プログラムを提唱した。

ジェンダーを社会的構築ととらえれば、ナラティブ・モデルから男性の物語を再発見する

ことができる(Knudson,1999)｡Allen(1991)は男性性・女性性などにまつわる物語を映

画やテレビ番組などメディアに埋め込まれた物語も含めて再著述した。

関係性の中で自分の姿に気づき、また逆に自己を再定義すれば当然相手との関係性も変化

する。したがって、個人レベルと関係性のレベルは相補的であり、臨床場面でもこの両者を

巧みに使い分けていくことになる。家族療法家として夫婦療法やDVなど、関係性を扱う場

合には、そのことのみに固執せず、まず個別にエンパワーすることが有用である。

援助の方向性を家族などの関係性に置く場合、注意が必要である。ことに夫婦間や親子間

の暴力が続いている段階では、関係性に着目した家族面接は禁忌でさえあり、まず危機介入

として個人レベルでの援助が必要となる。
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男性に対する個人レベルでの援助では、クライエントの男性体験、ことに原家族における

父親をめぐる物語の再構築がひとつのポイントとなる。その作業にセラピストが加わるとき、

セラピスト自身の原家族・結婚家族における男性の物語をセラピスト自身どのような形で意

識化されているのかが重要である。

関係性レベルでの援助について、フェミニスト・セラピーの焦点は女性の個人的な自立が

一義的であり、それを妨げかねない夫婦の関係性の修復には消極的である。一方、家族療法

家は非機能的な家族関係の修復を目指すため、一見両者の立場は異なる。結局は、クライエ

ント自身の自己決定を援助するわけだが、その際の、セラピスト自身が持つオリエンテーシ

ョンについて整理しておく必要がある。

自己の物語を再構築すれば当然親子関係、夫婦関係などの関係性も変化する。したがって、

個人レベルと関係性のレベルは相補的であり、実際の臨床場面ではこの両者を巧みに使い分

けていくことになる。

男性クライエントに対するジョイニング

男性クライエントをどう動機付け、治療システムに取り込むかという点は、常に心理療法

の課題であった。家族療法がわが国にも本格的に導入されはじめた1980年代前半、家族療

法に対する批判の多くは実際の臨床で家族面接が可能か、つまり男性が現れるかということ

が問題にされた。これは、とりもなおさず、仕事を優先する男性が、domesUcな家族の問

題のために仕事を休めるか、また言語的表現能力、感情表出能力が低く、家族のリーダーで

あるべき男性が、家族の前で自己の体験を開示し、援助を求めることができるかという男性

性の問題として理解できる(Deinhart,1994)。

心理療法の枠組みは､言語的な感情の表出が求められ､他者に援助を期待する。これは､我々

の文化の中で構築された伝統的な「男らしさ」に親和的ではない(McDaniel,1995)。男性

自身の問題について自ら援助を求めてきたケースを除き、男性クライエントに対するジョイ

ニングは困難を極め、その対応には慎重を期すべきである。その際重要となるのが、持ち込

まれた問題の解決のために、クライエントがセラピーに求めているニーズの把握である。そ

れが、家族間で異なっていたり、治療者が考える枠組みとずれている場合を多く経験する。

不言実行という類の伝統的男性性を身につけた男性にとって、自己を語ること、特に理性

的・理論的な話ではなく、感性的・心情的な話題を苦手とする。さらに、「一家の主」と考

える男性が、妻や子どもの前で、感情を吐露することは、大きな抵抗を伴う。父親であるこ

と、夫であることについての心配を語ることは、「弱さ」あるいは「女性的」と思い込んで

いる(Atkins,1986)。

男性が大きな挫折を体験したとき、それまでできなかった心理的な語りが可能になる場合

が多い(Deinhan,1994)。失業、離婚、大病などによって、それまで維持してきた男性アイ

デンティティが崩壊し、今までのように黙っている必要がなくなるのである。また、仲間の

存在が重要である。個人療法では語ることができない男性でも、男性同士のグループ療法で

は、他者の語りに触発されることが少なくない。それは、筆者自身の海外における専門的ト
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レーニングで体験したことでもある。

Walters(2001)は、心理療法に来院した父親40人を面接に来る頻度が高い群と低い群

に分け、父親が来院しにくい要因を分析した。父親がセッションに来ない理由は、仕事の多

忙さ、家族内の役割（子育てにどれくらい関わっているか）などの要因よりも、自分の父親との

関係、現在の夫婦関係の方が大きいことが明らかになった。これは、筆者の臨床経験と一致

する。また、治療者の父親に対するイメージの良否が、治療成功への鍵を握るという報告も

ある(Bennm,1989)。

男性の治療に対する動機がどのように形成されるかを明らかにする目的で、料金、他者か

らの推薦・紹介、距離の近さ、治療者の評判などを分析した結果、約4分の1の男性は、妻

が来ないと離婚・別居すると脅かすまで、治療参加に消極的であることが明らかになった

(Guillebeaux,1986)。

父親自身の過去の体験、特に原家族での自分の父親との体験や、喪失体験に注目し、それ

が現在の家族の状況とどう関連しているか探る作業が有効である。それは死別や離婚に限ら

ない。むしろ深刻なのは物理的に実在する父親が心理的に不在である場合だ。つまり広義に

とられれば、情緒的な遠さ、関係の欠如も喪失体験となる。父親不在家族や単身赴任家族な

どは、ある意味、日本の家族のひとつの典型である。それだけ、家族のジェンダーは文化に

深く根付いており、急な変革を求めても無理である。

男性クライエントは悲哀の仕事など、感情を表現することを大の苦手とする。喪失を語る

ことも、感情表現の一つの有効な方法である。男性クライエントには、無理に感情を表現す

ることを迫らず、十分に時間をかけて語り、それを丁寧に拾い上げていくことが重要である。

Berg(1977)は、家族療法家への質問紙調査から父親の参加が、治療の継続を左右する重

要な要因となることを指摘した。治療者はジェンダーに敏感になるべきであり、男性が治療

に参加できるための具体的方策について述べている。

また、男性が面接室に現れなくても、パートナーである女性を通して間接的に男性に影響

を及ぼすわけで､Lewis(1991)はそのことが引き起こす倫理的問題について指摘した。また、

ScImitzer(1993)は不在の父親の物語を隠噛的に構築することを述べた。

父親向けの特定の介入方法

臨床的な介入技法は、ジェンダーの差異を問わないという普遍論的な視点とともに、男性

性に特異的な技法もある。父親の仕事時間を考慮した面会時間の設定、面接の予約の前に家

庭訪問をすること(Churven,1978)などはその一例である。

鈴木(1988)は40-50代の「働き盛り」の男性のライフサイクルの特徴を家庭と仕事の

役割の調整、中間管理職としての職場内人間関係の調整、さらに、夫婦の親世代を含めた拡

大家族システムの調整という3点に集約した。

生島(1989)は、家族面接に対する動機づけのズレを、息子は父親のアルコール依存症

のために、父親は息子の精神症状のために治療を続けている事例から述べている。アル中に

限らず、男性が家族の問題を自己の問題として定義することの難しさが表われている。
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山本(1991)は家族面接に父親の参加を促すための手紙の有用性について述べた。下坂

(1995)は動機づけの薄い男性に対して、彼らが守る伝統的な男性の家族内のポジションに

配慮した形でのジョイニングを勧めている。柴田ら(1995)は父親をテーマとした多くの

事例を記述している。また、田村(1997)は、ジェンダーという社会構築が父親不在シス

テムを形成するプロセスを述べた。

治療の初期には、父親が参加することの重要性を明確に伝え、父親にとって家族療法に参

加することはあまり乗り気でないのが普通であることを伝える(Hecker,1991)。父親は子ど

ものことに介入する専門家であることを激賞することで、父親として機能するプライドを男

性たちは取り戻すようである。

父親が治療者によって評価され、セラピーにおける父親（夫）としての自分の役割を見出

すことができると、能動的に参加するようになる。父親の存在感を面接室の中でいかに創り

出すことができるかが治療効果を左右する大きな分水嶺となる。面接室における父親不在は、

家庭における父親不在を反映しているわけだから、男性との強い治療関係をつくるのは想像

以上に困難な作業である。しかし、それがうまくいくと、家庭における父親の存在も創り出

すことができ、問題解決により効率よく迫ることができる。ただし、父親に焦点を当てすぎ

た介入は、父親の家族内における力の優位性を支えることになってしまい、結果的には母親

がdispowerされる危険性についても十分に承知しておく必要がある。

これらの視点をまとめたのが'Connectandchallenge'approachである(Dienhart,1994)

これはまず、男性の痛みにジョイニングした後、彼のコントロールとパワーに関する学習

されたパターンにチャレンジする。具体的には、リフレイミング、エンパワリング、原家族

との関連を探る作業などを用いる。

治療者のジェンダー、年齢、専門性

治療者自身のジェンダーは、従来、忘れられてきた次元である。家父長制的家族意識のも

とでは、治療者のジェンダー、年齢、専門性などがクライエントにどう認知されるかがジョ

イニングの成功を左右する重要な要因となる。Ganley(1991)は、治療者のジェンダーに

よりfeministtherapy(女性治療者）とprofemnisttherapy(男性治療者）を区別している。

フェミニスト・セラピーは、治療者自身の女性／男性としての体験を重視するため、治療者

のジェンダーの相違は、治療プロセスに根本的な差異を生じる。このことは、女性クライエ

ントに向うときばかりでなく、女性の治療者が男性クライエントに向き合う時も重要である

(Bograd,1990)。

Walters(2001)は、クライエントが好む治療者のジェンダーについて調査を行った。男

性クライエントの多くは、セラピストのジェンダーについて無頓着である一方、残りの少数

(15%)は女性セラピストを好む。男性クライエントにとって、セラピストの地位が高いこ

とを好むことも明らかになった。

面接室における男性・父親に対する対応方法は、治療者自身の父親・男性体験（親として

の経験、子としての経験、パートナーとしての経験）に多く影響している。だから、治療者は自
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己のジェンダー体験を客観視し、だれもが必然的に持っているジェンダーヘのステレオタイ

プを再確認する必要がある。

治療者は、父親を治療に含めることの必要性は十分認めるものの、実際の行動は必ずしも

それを反映していない。Flynn(1988)の調査によると、はじめのコンタクトは父親よりも、

母親に求めることが圧倒的に多く、父親が欠席の場合、父親を呼んでくる役割を母親に任せ

ている。

Walters(2001)の調査によると、男性治療者は夫婦療法、家族療法、集団療法を好み、

女性治療者は個人療法を好む傾向にある。その原因として、男性治療者の方が、男性を組み

入れることに抵抗が少なく、家族全体にアブ°ローチしやすいこと、また構造化したアプロー

チを好むなどが考えられる。また、男性治療者は直接的、問題に焦点を会わせる、感情を避

け、権威的な傾向がある。女性治療者の特徴として、理性的な会話よりもむしろ感情に焦点

を合わせる、受容的でクライエントにとって心地よく感じられる(Gehan,2001)また、治

療関係の樹立や、症状の軽減に長けている(Jones,1982)という報告もある。

一方、男性クライエントにとっては、女性治療者の方が気安く話しやすいという傾向が見

られる。しかし、一旦治療者との信頼関係が樹立されると、同性である男性治療者の方が心

地よい(Anderson,1997)。男性クライエントは直接的なアプローチ、アドバイスを求めるこ

とを好む。

夫婦間暴力(DomesticViolence)

日本では欧米に比べ、夫婦療法のニーズが低い(Welmer,1990)。子どもの問題や、精神・

身体の症状が「治療」の対象となっても、人間関係の問題が相談機関を訪ねる理由にはなり

がたく、ことに「犬も喰わない」夫婦間の葛藤は身内で処理すべき問題であり、第三者にコ

ンサルトする習慣がいまだ形成されていない。今まで、男性は妻や子どもから「父親」とし

て語られてきても、「夫」としてはあまり語られてこなかった。そもそも家父長制の下では、

男性は語る側であり、語られる対象ではなかったのだ。

家族療法が日本に導入された当初、主訴はもっぱら子どもの問題であった。しかし、今後

はDVをはじめとする夫婦の問題に対するニーズも高まることが予想される。

女性学は家族という密室に隠蔽されていた暴力構造を明らかにする点で有用であった。し

かし、女性学の立場からは、暴力を受けている女性の救済に焦点が当てられ、加害男性へ

の倫理的処遇、あるいは心理的援助にまで焦点を当てる余裕はなかった。そこからさらに

一歩進めて、パートナーとの関係性の救済、つまり女性と男性の人権を擁護しながら、暴

力に頼らない関係性を再構築するためには、暴力を振るう男性の心理の解明が不可欠である

(Dutton,1995)｡DVの家族関係の病理も明らかにされつつある（中村正,2001)。加害男性

への個人あるいは男性グループとしての心理的支援（草柳、1999)とともに、夫婦という関

係性の中での援助も試みられている（下坂,1999:中村伸-,2001)。
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子どもを虐待する父親

わが国で、児童虐待は、母親による育児不安、育児ノイローゼの末の虐待という枠組みで

述べられることが多い。社会の目を集める事例の頻度としては、母親による虐待が多いが、

虐待の深刻さは、男性が加害者である場合が高い。被害者である子どもや女性を擁護するこ

とを考えれば、虐待者の加害性が十分に認識され、警察や司法に裏づけされた、強い介入力

が必要になる。虐待は犯罪行為であり、被害者から隔離するための対応策が何よりも優先す

る。家庭内暴力や児童虐待の対策は、被害者の救済に重点が置かれてきた。

それが、ある程度功を奏した段階で、次に、加害男性への支援が始まる。これらの加害男

性は、先世代から受け継がれた家庭内暴力のパターンを無意識的に受け継ぎ、暴力を供する

ジェンダー社会の被害者であるとも言える。加害者支援は、その加害性の免責のためではな

く、そのような暴力によってのみ自己主張できない、脆弱な男性性をいったん崩し、あらた

な、機能的な男性性を身につけることである。そのための試みが、わずかではあるが、日本

でも始まりつつある（犬塚，2003)。

注

(l)Hare-Mustin(1978)とMeth(1990)の文献は渋沢(1989;1992)による詳細な紹介があるの

で参考にされたい。
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