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家族システムと父親不在

一不登校事例にみる家族内性役割の構築

はじめに

田村毅

日本の家族関係の特徴ともいえる「母子密着・父親不在」は、不登校などの臨床問題を扱

っていく上で、特に顕著に見られることは諸家によって指摘されている。本来、その意味す

るところは、母親-父親-子どもという三者関係において微妙な形で維持されるダイナミクス

のはずであるが、従来の自我心理学においては、母子関係、あるいは父子関係という二者関

係に還元され、家族が本来持つ複雑な関係性が研究の対象から削がれてしまっている。たと

えば人生早期からの自我の形成過程をもっぱら問題とする対象関係理論では、個体の精神に

取り込まれた対象としての他者を問題とする。したがって、それらは母親ないし父親という

単独の対象として現れるのである。また、対象関係理論では早期母子関係を一義的に規定し、

父親はエデイプス期以降に、母子関係に間接的に介入する第三者として、遅れてやってくる

存在として定義された。エリクソン、ユング、ポウルピイ、クラウスとケネルなどによるホ

スピタリズム、母性剥奪、刻印づけ、初期経験などの概念は、一様に母親の重要性、代替不

能性を強調し、すでに存在する情緒的に密着した母子関係の正当化を理論的に強化する結果

となった。

したがって、親子関係、家族関係の研究が長い間もっぱら母親を対象にしていたことは、

理論的枠組み自体が持つ必然性とも言える。そのような制約の中、家族心理学領域における

父親研究は盛んになりつつある。欧米では1970年代から、ラムをはじめとする優れた研究が

見られ、日本における代表的な研究（大日向,1986;馬場,1984;柏木,1993)、のテーマは子ど

もにとっての父親、父親の属性と子どものそれとの関連など、いずれも父親と子どもの二者

関係、ないしは母親を含めた三者関係に視野が留まっており、家族システムやその背後にあ

る社会・文化的属性が直接の研究対象となることはない。

システム理論は、このような精神分析の伝統に挑戦し、パラダイムの転換を図った°精神

分析理論では、個人の心の中に自我という閉ざされた精神構造を定義し、問題となる症状や

他者との対象関係は、すべて自我の中に取り込まれたものとして理解した。したがって、実

際の家族や親子関係自体は治療の対象とせず、個人との面接の中で語られる、特定の個人の

自我の中に存在する家族関係を扱った。一方、システム理論では、自我という閉ざされた構

造をあえてブラックボックスと見なし、本人にとりこまれた他者という視点ではなく、家族

などのシステムによって定義される関係性そのものを一義的な治療の対象とした。また精神

(たむら・たけし東京学芸大学）
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分析の治療プロセスでは、自我の固着点を求め過去にさかのぼり、自我の内部へ収束するが、

システム理論では、現在及び未来を指向し、個人をとりまく文脈、すなわち家族を越えた、

学校、地域、社会、文化などのコンテクストとの相互作用を視野に入れた。そこには、個人

の精神構造というミクロな視点と同時に、社会学、文化人類学などのマクロな視点を備えた

学際的アプローチの可能性を秘めている。

その点、ジェンダーという視点、つまり特定の社会・文化に組み込まれている性役割に関

する価値体系を、家族臨床の治療プロセスにおいて考慮することは、システム理論と親和的

であるはずだが、いくつかの考盧されなければならない点がある。

第1に、システム理論のサイバネデイックスは、症状、問題行動などが、それらを呈して

いる個人の内面に包含された性質としてとらえる精神分析的な見方から、家族などのシステ

ム内で、繰り返される人間関係の相互作用の中で副次的に発生するという見方へ導いた。そ

の一次的な視点は家族という境界線の内部における、メンバー間の相互作用に注目すること

になる。すると精神分析における各個人が持つ自我の特異性が、各家族システムの特異性に

すり替わり、開かれているはずの家族システムを閉ざされたユニットであるかのように扱い、

家族の機能不全は家族内部のできごとで、まわりの文脈とは関係ないとする見方に陥りやす

V,(Hare-Mustin,1987)。従来、臨床家たちはそれに偏りすぎていたが、視点を家族システム

の上位システムである社会・文化に広げると、それらの中で構築され共有される価値観、役

割観が、家族システムのあり方との密接な相互作用に注目することが重要である。

第2に、因果律の矛盾である。システム理論の中核を成す円環的因果律(circularcausality)、

中立性(neutrality)は、同等な要素が同等な立場で相互に作用していることを前提としてい

る(Hare-Mustin,1987)。これは直線的な原因論を排除し、サイバネティックスを扱うために

は必要な視点である。一方、フェミニズムの視点は、現代社会の家父長制という社会的に維

持されたコンテクストを一義的に規定し、その結果としてのさまざまな弊害（ここでは臨床

症状）を問題にしており、その限りにおいては直線的(linear)な因果律であり、システム論

的な見方と棚酪が生じる。フェミニストからすると、システム論は社会システムの中に厳然

と存在している性、民族、国籍、年齢などによる力、資源、ニーズに差があることを無視し

ているという批判が生じる。それは例えば、虐待を受けている女性は虐待者と同等な責任を

持つという考え方になる。

以上の批判を踏まえ、家族システム論でジェンダーを扱うにあたり問題とするのは、家族

内で必然的に生じる男性/女性の性役割分化が家族関係と家族機能の硬直化を生んでいるとい

う認識である(Goldner,1985)。たとえば、家族の機能不全として母子密着と父親不在という

関係性を考える場合、それらを個別の家族システムにおける特性として倭小化するのではな

く、良妻賢母と仕事中毒、つまり現代の日本の社会文化的コンテクスト、たとえば長時間労

働や仕事優先を当然とする企業社会のありかたや、専業主婦という役割、つまり企業戦士で

ある夫の銃後の守りと、子育ての責任を一手に引き受ける女性の立場なども考慮に含めるこ

れらに注目しながら、非機能的な家族関係を脱構築することで、家族システムの変化と問題

解決を目指すものである。

本研究の目的は、臨床家として日常接する事例、ことに不登校の子どものことで来談した
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家族について、家族内の性役割と臨床問題について明らかにする。特に、家族内における心

理的父親不在に焦点を当て、以下の点を明らかにする。(1)臨床家族に典型的に見られる父

親、母親、子どもを含む家族関係の特徴、特に父親の役割について、（2）「父親不在」と子

どもの臨床問題との関連性、(3)社会・家族に共有されている価値観としての性役割と「父

親不在」の関連性、(4)ジェンダーの視点を組み入れた治療的介入(genderinformedfamily

therapy)の可能性と限界について。

事例

ふたつの事例を呈示する。ふたつとも筆者が治療者として関わり、ひとつは父親を治療シ

ステムに組み入れることに失敗したケース、もうひとつは両親と子どもの面接を行いながら、

家族関係が変化したケースである。このふたつを選んだのは、これらが他の事例に比べて特

異的だからではない。むしろ筆者が日常遭遇する不登校事例との共通項を多く含んでいるの

で、一般化することがある程度可能であると考えたからである。

なお、事例のプライバシー保持のために、内容の意図を損なわない範囲で、具体的事実の

記載などに若干の変更を加えた。

【事例l】E子、女性、16歳、高校1年、不登校

E子の不登校のことで母親が相談にやってきた。

都市に住むE子の家族は、有名大学を卒業し大企業に勤める父親、専業主婦の母親、およ

びE子の3人からなる。母方の祖父は、母が小5の時に亡くなったが、地方に住む母方の祖

母が、現在同居している。

E子は中学校までは「いい子」で、クラスでも中心的な存在だった。親に対しても大きな

反抗はなかった。希望していた私立高校に受かり喜んでいたが、入学後一週間ほどで学校や

めたいと言い出した。その理由を母親が聞くと、友人関係がうまくいかない、自分が出せな

いからだという。何もかもがいやになった、もっとレベルの高い高校を受けなおしたいと言

ったり、別の時には学校を休学して、アルバイトして、大検を受けるなどと言う。部屋に

｢人の目を気にするな」「がまんしろ」などの教訓を書いて貼ってある。

これと同時に、母親に対する暴力が始まった。母を叩いたり、蹴ったりするために青あざ

ができ、そうかと思うと夜中にマンガを買ってこいなどと、「わがまま」を言うようになっ

た。あまりひどいので、母親が外泊したところ、それからは暴力は振るわなくなった。1学

期は9日間欠席した。クラブ活動は同級生がいやだ、友人ができない、やめたいと言いなが

らも熱心に続けている。

E子は、今まで母親と「一卵性親子」と呼ばれるほど仲が良かった。高校受験も、母子一

体となってがんばった。その反面、父親との会話はほとんどなかった。母親から見ると、父

親は気が弱く、口が下手、まじめ一本で神経が小さく、子どもにどう接していいかわからな

いという。たとえばE子が母親に暴力を振るっていても、「ダメでしよ」と小声で言うだけ
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である。だからE子も父のことはあまりいいことを言わない。

母親からみると、夫は何もかも妻に任せきりで、父らしいことをしていない。子どものこ

とで大きなことを決めるときには入ってほしいが、入ってくれない。夫婦の会話もあまり多

くない。E子や家族と関わることを諦めてしまっているようだ。

初回面接の最後に、治療者は心配する母親に、E子の行動は病気というよりも、むしろ成

長の一過程として捉えられる可能性が高いと説明した。今のところ本人ががんばる力を持っ

ているからあまり心配しなくても大丈夫だろうと伝えたところ、母親はほっとした。また治

療者から、「包み込むような柔らかい愛情とともに、間違ったことを是正してやるような強

いな愛情がある。その両方を子どもに与えることが大切だ」と伝えた。

二回目の面接には、母親と母方の祖母が来院した。4ケ月前にE子の暴力がひどかった頃、

父親が頼りにならないので、遠方の祖母に来てもらった。その後ずっと同居しており、孫が

立ち直るまでいるつもりである。E子はおばあちゃん子で、祖母を信頼している。母親も、

祖母がいてくれて精神的に助かっている。

E子の暴力は以前に比べれば多少落ちついてきたものの、「学校に行きたくない」と言い

ながら、母親に鉛筆や消しゴムを投げたりする。その様なとき、母親が知らん顔していると

不機嫌だが学校に行くという。学校自体は楽しいし、行ってしまえば問題ない。母親に対し

ては荒れるが、祖母が注意すると素直になる。母親はE子に殴られるのではないか、E子は

病気なのではないかと心配で夜も眠れない。治療者は、このように心配する母親に対し、異

常というよりはだれにでも起こりうる思春期特有の反抗だから心配ない、このままの対応で

よいと伝えた。

三回目に母親が来院したときには、暴力を振るわなくなったし、学校に行き、以前の外向

的な生活に戻り始めたc時々、学校がいやになったと不満を言うが、翌日には元気に行く。

母親自身もだいぶ落ちつき、食欲も戻ってきた。しかしE子はまだ集中して勉強できなかっ

たり、イライラすると、母や祖母に「あれとってくれ、これとってくれ」と注文するので、

また大きな暴力がどかんと来るのではと心配していた。幸い祖母はしばらくいてくれるとい

う。E子にとっても母親にとっても、祖母がいてくれると助かるという。問題も解消し、母

親の気持ちも落ちついてきたので、この回で、一応終結とした。

ところが、その六週間後、また母親が相談にやってきた（四回目の面接)。E子が学校を

また休みがちになっているという。以前のように「高校に行く意味がない。大検を受けたい」

と言い出したり、疲れてイライラすると、母を蹴ってくるなどの暴力も出てきた。母親がい

たたまれず外に出ると、E子は祖母とふたりで仲良くやっている。祖母がいるとE子は穏や

かなようである。

これらのことについて父親はどう見ているか尋ねると、父親が別居していることが明らか

になった。以前からE子は父親との接触があまりなかった。E子が暴力で一番荒れていた頃、

E子が包丁を持ち出し「殺してやる！」と父親に向かっていった。母親は新聞沙汰になるの

が恐くて、父親に出てもらった。以来、父親は近くのアパートに一人で暮らし、E子には単

身赴任していると伝えてある。父が出て行ってからE子は比較的穏やかになった。

時々、母親は夫のところへ行きE子のことを話すが、夫は「まあ、がんばってくれ」と言
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うだけである。父親自ら進んで.「こうしよう」ということは言ってくれない。夫は子どもの

ことをぜんぜん心配していないようだ。父親は子どもと接したことも会話もなかった。E子

も「父らしいことを何もしてくれなかった」という。母親から見ると、夫は言葉のかけ方を

知らない。子どもにとって、父親は堅苦しい、思うように話ができない。逆に、一度夫が子

どもをぶん殴ってくれたら全部解決するのにと思うこともある。

母親にとって夫は無口で会話があまりなく、話していても納得できず不満である。それが

娘に伝わるのだろう。しかし、父親が家に戻ってくるとよけいまずくなるし、母にとっても

夫がいない方が楽なので、しばらく夫はアパートで生活して欲しい。母親は、祖母といっし

ょにがんばっていこうと思っている。遠方の母の姉たちも応援してくれるとのことであった。

これに対し、治療者から父の役割を強調し、父親が治療に参加する必要性を伝えた。すると

母親は、次回「夫を必ず連れて来ます」と言った。

五回目の面接に、母親と共に、父親がはじめてやってきた。母親は挨拶もそこそこに、E

子を心配している様子について一方的に話し始め、父親は妻の話を黙って聞いていた。母親

の述懐によると父親は無口で会話がないとのことであったが、治療者が父親に話を向けると、

父親なりに子どものこと、しつけの方針などについての考えを語った。

「妻はめんどうを見すぎていた。いい学校に入れてやろうと、子どもに対してやりすぎだ

った。父親としては、受験勉強はそこそこにして、思いやりを大事にし、もっとのんびり育

てたかったが、子どもにそれをできなかった。私から妻にそのことを言っても妻は夫の意見

を聞く耳を全く持たなかった。夫婦仲があまり合わず、夫婦で子どもの教育方針について話

し合うことはあまりなかった。この頃はそうでもないのだが、今までは帰宅時間も遅かった

ので、娘と接することがあまりなかった。今は全く子どもと接していない。小さいときから、

娘と私がコンタクトできればこんなことにはならなかったと思う。今、子どもがどうやって

イライラを抑えられるかが課題だが、それには祖母がかかわればいい。今となっては母親と

祖母に任せる。自分はわからない部分が多いので、あまり口出したくない。落ちつくまで1-2

年、私はいない方がよいと思う｡」

母は夫の話すことに特に口を挟むこともなく、黙って聞いていた。治療者は、父親が真剣

にE子のことを心配し、考えていることを認め、次のように伝えた。「父親の言うことはも

っともなことだ。しかし、父親と母親の見方が異なるために、それぞれの持ち味が相殺され

てしまっている。そのことも含めて、E子の問題の解決のために、父親と母親が協力して治

療に参加することが重要である｡」父親は仕事で多忙の中、今後月1回程度来院することに

同意した。

六回目の面接には母親のみが来院した。父親は多忙を理由に来院しなかった。前回の面接

の時、夫の前で話せなかったと前置きして、夫の話について感じたことを語った。「夫はよ

くもあんなことが言えると呆れてしまった。夫とは結婚する前から話が合わなかった。結婚

してから夫婦で話し合うことはほとんどなかった。夫婦喧嘩もなく、会話のない夫婦だった。

自分の母親が手術で大変だったとき、夫は一度も手伝ってくれなかった。夫は日曜日でも自

分の好き勝手にしていた。また、家の建設資金として貯めていた貯蓄を夫は競馬などに何度

か使い込み、母は怒って会社に電話して怒鳴ったことがあった。それをE子が聞いていて、

22



子ども社会研究2号

布団の中で泣いていた。E子は父親のことを、情けない、常識がない、偉そうに言うな、恥

ずかしい、顔を見ているとイライラするなどと表現する。娘が中学の時、「お母さん、お父

さんと別れてもいいよ」と言った｡」

母親にとって、夫と気持ちを通じ合わせることよりも、別れる方が楽だが、経済的なこと

を考えると、とても無理だと思う。「夫婦仲が悪く、こんな恥ずかしいことを話して済みま

せん」と何度も言うので、治療者は「こんな家族の恥ずかしいことを他人に話すことはとて

も勇気がいることだ。だからあなたは勇気がたくさんある」と、母親の気持ちをねぎらった。

七回目も母親のみが来院して、E子が精神的に落ちついてきたことが報告された。夜中に

母に買い物を言いつけ、「わがまま」を言ってきたので、意を決して暴れるのを覚悟でもの

すごくきつく叱ったら、E子は何も言えずしょんぼりとした。今までは恐くてきつく叱るこ

とはできず、子どもの言うとおりにしていた。E子のそばにいるのが恐く、避けようと逃げ

ていた。それがE子といっしょに過ごせるようになった。すると子どもも落ちつき、叱るこ

とができた。

この事例lは本人の問題の背後に疎遠な父子関係と葛藤した夫婦関係があった。父親を治

療システムに組み込む努力をしたが、一回面接したのみで、父親を含む家族関係は変化しな

かった。しかし、母親に対する治療的介入の結果、母子関係が改善し、同時に本人の問題も

解決した。

次の事例2は、疎遠な父子関係と葛藤した夫婦関係という点では事例lと類似している。

しかし、当初より父親が治療に積極的で、問題解決システムに組み込まれていた点が異なる。

両親との継続した面接を通して、父親の役割と、父親を含めた家族関係が変化した事例であ

る。

【事例2】Y子、女性、13歳、中学1年、不登校

小学6年生の三学期より、学校を休みがちになったY子のことで、母親が相談に来た。当

初は筆者と同じ施設の、個人療法を志向する治療者が主に母親と面接していた。はじめは母

親のみであったが、遅れて父親も参加するようになり、約1年後に本人も不眠を理由に来院

するようになった。

Y子は、学校を休みがちになったころから勉強に対するあせりが強く、テスト前になると

パニック状態になった。また、人にとても気を使う。中学に進んでから疲れることが多くな

り、だんだん朝起きれなくなった。中学1年の後半からはほとんど出席せず、一学期間、ほ

とんど家に閉じこもっていた。その後、閉じこもりは薄れ、外出するようになったが、中学

2年以降全く出席しないまま中学を卒業した。高校を受験するが失敗し、1年間浪人して塾

へ通い、通信制高校へ入学した。1学期間通ったが、ここでも友人と合わないことで悩み始

め、行ったり休んだりの繰り返しで、ともすると家にこもりがちになった。

Y子は情緒不安定で、よいときと悪いときの落差が大きかった。よいときは家でも落ちつ

いており、学校にも通った。カウンセリングでも積極的に話し、治療者とのコンタクトもよ

へ句
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ぃ。しかし不安定になると学校に行かず、カウンセリングにも来ない。家で母親にあたり不

満をぶつけるので、母親自身も精神的に参っていた。家族、特に父親から家族の問題が関係

しているのではないかということで、前の治療者から家族療法を勧められ、筆者を紹介され

た。

担当が筆者に変わり、初回の面接は両親が揃って来るはずであったが、父親だけが時間通

りに来て、母親は遅れてやってきた。本人が急に学校に行くと言い出したので、母親はそれ

につき合うために予定の時間に家を出られなかったのが理由である。

父親の考える問題は、Y子が学校にあまり行かず家にこもりがちになること、母親に不満

を際限なくぶつけ、それをすべて聞いているので母親がかなり参っており、このままだと共

倒れになってしまうことである。しかし母親にぶつけている不満の内容は、父親は直接聞い

ていない。一方、母親の考える問題点は異なり、両親の対応の違いが明らかになった。母親

から見ると、Y子は現在、不安定なのだから、とにかく本人の言うことを聞いて、Y子の言

うとおりにしなければならない。このままでは妻がまいってしまうという夫の指摘に対して、

母親は「こんなに大変なのに、夫はわかってくれない、フオローしてくれない。夫に協力し

て欲しい」と述べた。

一方、Y子自身との面接では、友人関係の悩みが語られた。「友人と波長が合わない。休

み時間に居場所がなく、さみしい。友人と一緒にいても寂しさを感じる。ひとり、仲のよい

友人がいるが、他の友人が来ると困る。クラスの雰囲気に入ってゆけない。でも、学校では

媚びを売ってしまう。そうしないと孤立する。孤立することが怖い。一人でいると、まわり

からどう見られているか気になり、ツンツン睨んでしまう。学校では気をはっていないとな

らない。だから、学校に行くことにパワーが必要で、疲れてしまう。自分はつまらない人間

だ。私は人とずれている。私には欠陥がある。こうなったのも親のせいだ。親が無理に私立

に行かせたから、地元で遊べる友人ができなかったからだ｡」などと語った。

家族構成は会社を経営する父親、専業主婦の母親、Y子、および2歳年下の妹からなる。

また、父方の祖父母が近くに住んでいる。祖父母にとってY子は初孫だったので、Y子が小

さい頃、毎日訪ねてきてY子をとても可愛がり、いろいろ物を与えた。母は緊張していやだ

ったのに、夫は何も言わず、遠くで眺めているだけで、サポートは一言もなかった。夫にと

っては嬉しかったのだろう。母親は怖くていやだったのを、夫は理解してくれなかった。母

親にとって夫は根本的には助けてくれない人で、それがとても不満であった。「以前は母が

しかる役、祖母が抱え込む役、父は知らんぷりの係りだった。母親は、祖母からのストレス

を子どもにぶちまけていた。それが、問題が起きてからは、母が抱え込んだ。父親は黙って

くれればいいと思っていた｡」と母親は語った。

Y子は父親に対してきわめて否定的な評価をする。「父親は顔を見るだけで「ウサイ」｣、

｢父親は神経質で気が小さいから、面と向かって私に話さない。父の姿は自分の将来を見る

ようだ。父親は人と深くつき合えない。私もそれを受け継いだ」などと述べた。また、治療

者に対し「父って、おっかないでしよ」と語るなど、父親に対する恐怖心も持っていた。そ

のため治療者が親子の同席面接を勧めても、Y子は拒否した。

母親から見ると、Y子と父親は話していても意図がうまく伝わらずピントが合わず、父親
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が直接Y子と話すことはなかった。子どもが小さいとき、父親は子育てに無関係だった。そ

の結果、今ではY子の気分がすぐ．れないときに父親がそばにいるとますますイライラがひど

くなるから、父が気を効かせて席をはずしてほしい、子育てにじゃましないでほしいと母親

は語った。父親はそれに従い、Y子が家族に当たり散らしている時、場所を開けて一人にさ

せるようにしていた。一方、母親はY子を全部受け入れ、望みをできるだけ叶えて、Y子の

思い通りにさせようと、まわりでうろうろしていた。

Y子は母親のことを大嫌いという。「あの人は私のことを振り回してきた。母はすぐ逃げ

ちゃう。親は私に何も言えない。ボーイフレンドを家に連れ込んだこともあったが、親は見

て見ぬ振りをする｡」その一方で、母が大病を患ったと思い込み、母親のことをとても心配

した。「私がめちやくちややって苦労かけたから母がガンになった。心配かけないように生

活をきちんとしなくちゃ」と語り、一時期とても素直になった。一方、父親からみると妻と

Y子は「一枚板」のようにぴったりくっつき、本人の言いなりになり振り回されているから、

もう少し離すべきだと語った。

家族でカウンセリングする目標を尋ねると、父親は妻が全部Y子の言うことを聞くので共

倒れになってしまうから、その軌道修正をすることだと言う。母親は、両親が自然にY子に

対応できるようになることと言う。また、母親はつい夫に指図してしまうので夫がいやがる

こともどうにかしたいという。治療者から、父親・母親ともそれぞれ真剣にY子のことを考

えているが、微妙に食い違っている。そのことも含めて話し合っていこうと伝えた。父親は

家族療法に積極的で、毎週でも来てもいいというが、とりあえず2週間ごとに来ることにし

た。

面接を継続する中で、いくつか家族関係が変化する出来事があった。

父親は家の中が整理されておらず、きたないことを指摘した。例えばY子が髪を洗った後、

抜けた毛をそのままにしておくために、洗面台の回りがいつも髪の毛で散らかっていた。そ

れについて、母親は夫が家事や子どもたちのことについてもっと手伝って欲しい、ぜんぜん

手伝っていない人に子どもや自分のことを言われてもピンと来ないと述べた。治療者が、具

体的に何を手伝ってほしいかと尋ねると、洗面台と風呂の掃除を夫にやってほしいと言った。

そこで治療者は課題として、父親が洗面所と風呂の掃除の係になるように伝えた。そうすれ

ば、Y子に対して髪の毛のことも注意できるようになる。すると母親が反応した。「そんな

ことしたら、Y子が「なんでお父さんにやらせるの！』と文句を言うだろう」しかし治療者

は、Y子や母親の反対を押し切っても、父親が関わることの重要性を説明し、父親を元気づ

けた。その後の面接で、父親が毎日風呂と洗面所の掃除をやりはじめたことが確認された。

また別の時、予約の時間外に、Y子が情緒的に非常に不安定な状態で母親と一緒に飛び込

んできた｡Y子はトイレに立てこもり、大声を出していた。母親を部屋に呼び入れて面接を

始めても「パニックだ、どうしよう、薬を飲ませた方がいいか、入院させないと…」などと

落ちつかず、途中で立ち上がってトイレにいるY子の様子を見に行ったりした。そこで、治

療者は母親をY子から分離することを考えた。Y子がトイレから出てきたので、母親を控え

室で待たせ、Y子ひとりと面接した。Y子は「もう帰りたい、足が痛いからタクシーを呼ん

でくれ、でもタクシーの運転手がイヤだから….」などと不平不満を並べた。それに対し、治
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療者が取り合わないでいると、あきらめてひとりで帰って行った。出て行<Y子について行

こうとする母親を面接室に呼び入れ、動揺を鎮め、「全く心配しなくてよい。ただ、駄々を

これているだけだからほっておきましょう。」と伝えた。しばらくすると母親も落ちつきを

取り戻した。その次の面接で、本人が落ちつき、「ぐずく“ず言わなくなった」ことが報告さ

れた。

治療が進み、家庭内における父親の役割が徐々に変化していった。ある日、母親が外出し

ているとき、父親がY子に「部屋をかたづけなさい」と言った。Y子は憤慨し、自室にこも

って、「父を殺す」などと騒いでいた。その後、友人の家に行き、そこから学校には通った。

三日後に家に帰ってからはふだんと変わらない様子だった。父親とY子が母のいないところ

で口論したのは今回が初めてであった。今まで、父親は何も注意することはなかった。また、

母親が注意する際も「～しなさい」とは言わず「～してくれる？」と言っていた。母親は、

娘の気持ちがよくわかる、父の一言はY子にとってすごく恐かったはずだと言う。父親は子

どもに対して慣れていないし、娘にとって恐いのだから、あまり子どもに関わらないで欲し

いという。父親は「～しなさい」とひとこと注意しただけなのにと言う。治療者から、今回、

父親が注意したことはすごくよかったとコメントした。今まで父親と子どものコミュニケー

ションがなかったのが、初めてできた記念すべき事件だ。初めてだから子どもにとってつら

かったのかもしれないが、このようなことをあと5-6回やったら、きっとよい父子関係ができ

るだろうと伝えた。

また、次のような変化もあった。今までY子が学校に行くときは、父親が車で送っていた。

送っているのは学校の中でY子だけという。父親は送りに行くのはもうやめたいと言った。

しかし、母親は、Y子はイライラしているのだから、送ってやらないといけないと主張した。

父親はそれに対抗できず、母親の指示のままに車で送っていた。治療者から、「父の考えは

正しい｡Y子の調子もよくなってきたし、自分の力で行かせればいい。しかし疑問なのは、

父がそういう考えを持っていながら、なぜその事を主張しないのか」と伝えた。父親は母と

子どもが「一枚板」になっていて、父親の言うことを聞かないという。そこで治療者は「母

と子どもの一枚板を離すため、父親が自分の意見を入れてやろう」と伝えた。母親も車の送

りをやめることに同意し、それをどのようにY子に伝えるか話し合った。直接父親がY子に

言うことはY子が抵抗を示すから、父親が手紙を言いて、本人の部屋のドアに貼っておいた。

以来、父親の送りはなくなり、本人は自分で行っている。

治療者が母親と子どもの「一枚板」を変えるためにどうしたらよいかと父親に尋ねると、

転地でもすればいいと言った。それを聞いて、母親から、Y子が夏にホームステイ短期海外

留学を希望しているという話が出た。しかし、母親としては、本人は体力的に疲れるし、相

手に迷惑をかけるから絶対無理だという。治療者から、本人は案外、留学に耐えられる力を

持っているのではないかと指摘すると、父親はやらせてみようかと乗り気である。母親はま

だ心配であるが、両親の話し合いの結果、やらせてみようということになった。母親は「私

って、そういうの何でもストップ。かけちゃうんですよ。その方が親も心配しなくていいから」

と述べた。

その後の面接で、留学は「大正解」であったということが両親から報告された。ホームス
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テイ先でトラブルがあったが、自分で手を尽くして解決することができた。帰ってきてから、

家での態度ががらっとよくなった。食器を洗うなど、自分のことを自分でするようになった。

以前は父親に対して「何よ！」と食ってかかっていたが、今はあまりそういう態度に出なく

なった。イライラが減ってきて、学校にも落ちついて行けるようになった。

考察

このふたつの事例に典型的に見られるように、不登校事例の多くには、共通した家族関係

のパターンが見られる。それは母親と当該の子どもが、幼少時からの親密な親子関係を維持

し、年齢相応の母親からの自立が達成されず、時にアンビバレントな感情が母親への攻撃性

という形で現れる。一方、父親は、過去からの家族生活体験の不足からひとり遊離し、妻や

子どもとの十分な信頼関係が築かれていない。そのため家族は父親に対する否定的なイメー

ジを共有し、父親は子どもとの関わりが薄く、子どもに問題が生じても、その問題解決シス

テムから除外されている。このような家族関係の形成に関する要因について、もう少し詳し

く分析しよう。

第一に、両親の疎遠な夫婦関係があげられる。家族の問題に対処し、解決するために必要

な親密性が形成されていない。そのため十分なコミュニケーションが行われず、日常生活で

起こりうる様々な不一致が未解決のまま持ち越されている。その大きな要因として、夫の仕

事上の要請から、夫婦が向かい合い共に過ごす時間が十分とれていないことがあげられる。

症例lでは、夫婦間に結婚当初以来の深い葛藤があった。しかもそれはタブーの話題とし

て、面接場面でも表面化することが避けられており、四回目の面接まで語られなかった。子

どものためという名目で両親が別居しており、治療関係の維持に必要な最低限の両親間の協

力体制すら十分でなかった。その点、症例2ではお互い、相手に対する強い不満があるもの

の、毎回、夫婦そろって面接に来て、夫婦間の葛藤についてもオープンに話し合うことがで

きた。夫婦間の基本的な信頼関係は保たれていたので、それをてこに治療を継続し、父親と

母親の資源を活用して家族システムを変化することができた。

これらのケースでは、程度の差こそあれ夫婦お互いが、相手に対する不信感ないし嫌悪感

を持っている。特に、夫が子育てに関与していない、サポートしてくれないという不満が妻

側に強い。それが幼少時より長期間に渡り続いているため、その不満を抱きつつも、父親な

しでどうにかやっていけるシステムが形成されている。母親がひとりで子育てに孤軍奮闘し

ているという思い込みは、排他的な強い情緒的結合を生み、こんどはそれが父親の介入をむ

ずかしくするという悪循環に陥っている。

第2に、拡大家族の影響である。ふたつの事例とも片方の親と祖父母世代との適切な世代

間境界の欠落が、結婚家族における夫婦の情緒的結合を阻害していた。事例lは父親の機能

を代償する強力な母親-祖母連合のために、父親が遊離していた。夫のサポートが得られず孤

立した母親が、実家の祖母に援助を求めた。祖母の適切な対応で子どもは祖母になつき、母

親にとっても相談相手として大きな支えとなった。その事自体は母親の精神的安定につなが
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るのであるが、家族システムに目を向けると、祖母のサポートのために、夫の存在が不必要

になり、祖母によって代償された父親不在の家族パターンが固定化されてしまった。

事例2は、父方の祖父母の日常生活への介入のために、母親が遊離した例である。義父母

の日常生活への介入に母親は違和感を持った。それに対して、父親が効果的に妻の精神的な

サポートとなり、祖父母世代との明確な境界線を引くことができれば核家族としての情緒的

結合を樹立することができたと考えられる。しかし実際には、夫が妻の有効なサポートとし

て機能できず、その結果、夫への不信感と母親自身の孤立感から、子どもとの心理的密着を

強める結果となった。

この両者に共通している点は、祖父母の介入と夫婦関係の希薄さが密接に関連しているこ

とである。夫婦関係に問題があったからこそ祖父母の介入を許し、あるいは祖父母のサポー

トを必要とした。反対に、祖父母の介入の結果、夫婦関係の子育てにおける協力体制が阻害

された。その根底には成人した父親や母親が、自分の親からの十分な自立を達成していない

ことも考えられる。いずれにせよ、この両者は円環的であり、原因と結果として明確に区別

できない。

パーソンズのいう父親の役割は、ことに学童期以降、子どもが家族からの自立性を獲得し、

社会化するプロセスにおいて重要であり、父親的な権威に適応することで、社会的な規範を

受け入れるとされている。本事例で明らかになったのは、家族内における対人関係のパター

ンと、学校などの社会的な場における友人との対人関係との類似性である。

両事例とも、親友と呼べるような1対1の緊密な友人関係は問題ない。つまり、基本的な

信頼関係を築く能力は備えている。しかし、緊密で独占的な近しい関係でなく、学級やクラ

ブという場を共有し、知り合いでありお互いの眼差しを気にしながらも独占的な関係ではな

い関係を維持することが困難である。それは「仲のよい友人がいるが、他の友人が来ると困

る」とか「クラスの雰囲気に入ってゆけない。でも、孤立することが怖い｡」といったよう

なことばに表されている。

一方、彼女たちの家族内での人間関係に目を向けると、緊密で排他的な母親との二者関係

については問題ない。しかし、そこに第三者的に介入し、母親ほど密着していない父親との

関係を樹立することができない。いわば、中間的な対人関係が不得手である点で共通してい

る。これは社会化のプロセスにおける対人関係能力の未熟さと言うこともできる。換言すれ

ば、そのような能力を養うために、過去の自我形成過程に立ち戻るのではなく、「今、ここ

で」の家族内における人間関係の好ましい変化が、社会的な場での対人関係能力の獲得に直

接結びつく可能性を秘めている。

さて、私領域である家庭内のジェンダーは、当然の事ながら社会という公領域におけるジ

ェンダーと密接な関係にある。家族という枠組みは、公領域と私領域に境界線を引き、その

不透過性ゆえに私領域を公領域から分離している。ゆえに、家族のジェンダーを扱う場合に

も、一般化が困難とされる領域である。特に臨床家族のジェンダーを扱う場合、病理性とい

う名の下に、それぞれの家族の特殊性・個別性に還元され、一般化されることを拒んでいる‘

確かに、前述したような夫婦関係の問題、拡大家族の影響など、問題を抱えた個別の家族

システムにはそれなりの特殊な要因が存在しているかのように見える。しかし個別性故の特
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殊な問題としての視点のみからこれらの臨床事例を理解してよいものだろうか。これらの臨

床家族に接していると、少なくとも、その背後にある社会的・文化的価値観としての性役割

は特殊なものではなく、われわれが一般的に共有するものであることを痛感する。不登校な

どの臨床問題を、正常範囲から逸脱した「病理」としての次元としてではなく、だれにでも

発生する可能性のある日常性の次元でとらえれば、臨床問題にたびたび付随する「父親不在、

母子密着」は、我々が規範とする性役割と深く結びついているといえる。

具体的には、父親の家庭で過ごす時間の絶対的な不足があげられる。父親は家庭外の役割

を優先させるために、必然的に家庭で過ごす時間が不足する。特に子どもが幼く、手のかか

る時期は、父親は30,40歳台の働き盛りである。父親自身が家族や育児に関わりたいという

希望を持っていても、家庭外の役割がそれを許さない。家族の幸せのための仕事に逼進する

ために、家族との時間を犠牲にするという構造的矛盾に気づくこともなく、当然のこととし

て受け入れている。

それと呼応する形で、母親が家庭内の役割、特に育児の役割を独占しているという思い込

みがあげられる。それは、「父親は慣れていないのだから、あまり子どもに関わらないで欲

しい」という言葉に象徴されている。母親がパートタイムなど、家庭外の役割をある程度担

っている場合もあるが、あくまでそれは副次的にしか過ぎない。同等に、父親が子どもに関

わることは副次的で、接触時間が短く、子どものことを理解していないのだから、最終的な

責任は母親自身にあるという見方である。特に子どもに問題が発生すると、母親が抱く危機

感のためにその傾向は強まり、「父親は今まで関わってこなかつ-たのだから、今さら下手に

手を出ざないでほしい」というほどである。したがって、父親が子どものことに関与しよう

としても、このような妻からの抵抗とともに、父親の否定的なイメージを母親と子どもが共

有するために、子どもからの拒絶に会う。父親はそれまでの子どもとの関係の欠如の故、こ

れらの抵抗を押し切ってまで子どもに関わろうとする動機づけと自信は持ち得ない。つまり

問題を含みながらも父親不在の家族システムが硬直し、一定の平衡状態にある。それを崩す

ことを治療者がたくらめば、たとえそれが望ましいと理解されても、新しい行動という不安

定状況を作り出されるわけで、家族全体からの抵抗をうける。

また、父親の家庭内での役割の欠如が指摘できる。男性は、家庭外の役割が明確に規定さ

れ、それに没頭することで、自分の役割を果たすことができる。男性にとって、家庭内での

役割がなく、事例lのようにまったく家族から遊離していても、企業人としての役割を果た

すことで、家族のための任務を遂行することができた。それとともに、母親の社会的な役割

の欠如があげられる。臨床家族では、母親が専業主婦である場合が多い。必然的に家庭内の

役割に重きがおかれ、子どもへの過剰な関わりとなる。

もちろんそこには母親や父親の個人としての未熟な自我や対人関係能力の欠如を想定した

方が理解しやすい場合もある。しかし、一見個人病理と見なされる問題も、社会的コンテク

ストの中で生み出された、個人を拘束する状況への抵抗と見ることができる。

最後に、治療的介入について考察する。ジェンダーの視点を組み入れることは、臨床問題

の分析ばかりでなく、問題解決つまり治療的介入に際して重要となる。筆者は男性であるの

で、自己の個人的体験を重視するfeministtherapistを名乗るには限界がある。むしろ、女性の
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立場にかぎらず、家族システムにひそむジェンダーについて敏感であるという意味での

genderinfOmedfamilytherapistを考える。つまり家族の機能不全が、非機能的な家族内のジェ

ンダーに関連しているという認識のもとに、それを脱構築することによって、家族の機能性

の回復を目指すものである。具体的にはどのような介入が可能であろうか。

第1に、治療者自身のジェンダーに対する感受性である。ジェンダー体験はきわめてパー

ソナルな体験であり社会的・文化的コンテクストに埋め込まれているために、自己のジェン

ダー体験を客観視することがむずかしい。

たとえば、治療者自身の原家族における父親体験が希薄の場合、クライエント家族の呈す

る父親不在を問題として取り上げることが、理念上は理解していても、そのことをあたりま

えのこととしてとらえて、敢えて問題としないことがある。また、治療者自身が父親とのエ

デイプス葛藤を乗り越えていない場合、自分の父親との関わりの難しさが、そのままクライ

エント家族における父親、あるいは男性に対する扱いが消極的になったり、クライエントと

父親との関係を扱うことが困難になる。

第2に、問題解決場面への父親の参加である。事例lでは、父親は一度来たのみであった。

しかも、治療者のすすめにより妻が夫を説得した結果であり、父親自身は不本意であった。

父親はすでに家族関係から除外されており、自分が家族のことに関わることの動機づけはな

い。むしろ、面接によって夫婦間の葛藤が明らかになり、夫は家族への関わりを否定した。

一方、事例2のように始めから父親が問題解決システムに組み込まれているケースも最近は

増えてきた。しかし多くの場合、父親不在は、そのまま問題解決における父親不在を顕して

いる。

子と・もの精神的な問題に直面し、母親が治療に参加し、父親はやってこない理由として、

仕事上の要請という物理的な要因をあげることが多いが、むしろそれは性役割意識に裏付け

された、家族システムに帰属する当然のルールであることがわかる。

それを脱構築するための試みとして、父親を治療システムに組み込む努力を治療者は行っ

てみるべきである。母親が「夫は忙しいから無理です…」と言う場合、まず母親自身の性役

割をまず変えることを試みる。子育ては両親の責任であり、父親にとっても仕事と平等に重

要な課題であるという認識を母親が持つことができれば、母親の力で父親を説得することが

可能になる。

また、直接電話や手紙によって父親に対して治療への参加を求めることも有効な手段であ

る。その際、いきなり治療者の価値観を直接的に呈示しても、一度も会ったことのない父親

からの抵抗に合うだけである。父親のこれまでの機能を肯定的に認め、父親のより積極的な

役割が重要であることを丁寧に述べるようにする。このような努力によって、当初は無理と

思われていた父親でも多くは治療に参加するようになる。その例外が、夫婦間に隠れた深刻

な葛藤がある場合である。

第3に、治療場面に登場した父親に対する十分なサポートである。父親に対するジョイニ

ングは細心の注意を払うことが必要である。父親にとって、治療に来ること自体が父親とし

ての伝統的役割に反することである。つまり、家族の統率者としての役割を果たすことがで

きず、第三者に救いを求めなければならないという敗北感を伴うこと、また家族と並列に、
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しかも外部の人を交えた場で感情や問題を言語的に表現することなどである。精神療法の方

法論自体が女性性に親和性があり、男性的な価値観とは相反するわけで、それにもかかわら

ず治療場面に登場した父親の勇気を支持し、ひとり家族システムから遊離し、妻や子どもか

ら疎んじられる立場を理解する必要がある。

治療が進み、治療者との関係性が成立し段階で、今まで存在しなかった父親の家庭内での

役割を作り出すことが可能となる。

事例2に対して、筆者は父親に洗面所の掃除という具体的な役割を割り当てることを提案

した。治療者は、父親が新たな役割を持つことに抵抗する母親に対して、父親が関わること

の重要性を強調し、両親でY子の問題の解決について話し合った。両親が治療者と共に、Y

子のことを話し合うという治療的会話自体が、従来の両親の関わり方と異なる関わり方を作

り出していく。その結果、父子関係が変化し、それまで子どもに何も言わなかった父親が、

はじめて直接Y子とコミュニケートすることができた。しかし、当然ながらそれは肯定的・

友好的なものではなく、Y子は反発した。従来のパターンでは、子どもの反応を察知した母

親が父親の行動を無効化し、否定的なメッセージを父親に投げかけていた（図)。

そこで、治療者は母親の無効化に対抗し、父親の新しい行動を「記念すべき出来事」と、

肯定的に意味づけした。そのことによって、父親が関わることが可能になり、たとえ子ども

の反応が否定的であっても父親が子どもに関わる下地が作られるようになったのである。

第4に、父親へのサポートと呼応して、母親に対するサポートも重要となる。母親として

子育てに全責任を持つという役割を守り、その帰結として母子密着を生んだ状況を治療者は

十分に理解する。事例2では、母親が夫の両親を含む拡大家族内で孤立し、夫からの十分な

サポートを得られなかった立場を理解し、それを治療セッション内で言語化した。事例1で
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は、夫婦不仲について、妻が持つ自責の念と恥の意識を理解した上で、「少なくともそのこ

とを第三者に伝える勇気がある」という形で、妻の心情を肯定的に意味づけした。その結果、

子どもを叱ることができなかった母親が、必要なときに叱るという親としての役割を獲得し、

子どももそれを受け入れることができた。

治療過程が進み、夫からの妻へのサポートと父親としての具体的な関わりがある程度達成

された段階で、排他的で密着した母子関係へ介入した。事例2では、治療場面で再現された

母子間の心理的共鳴状況に治療者が直接的に介入し、母子間の境界線をつくった。妻が夫の

変化を認知すると母親がひとりで関わっているのだという思い込みから解放され、それまで

自分が受け持っていた役割を夫に委ねることができるようになった。

このように、両親それぞれの立場を肯定し、それまで担ってきた役割を検討しながら、新

しい役割を創り出していく。その際、親子の関わりや夫婦関係について治療者と共に話し合

うなかで、夫婦間の対等で自然なコミュニケーションが生まれる。その結果、夫婦間の親密

性が樹立され、子どもとの新しい機能的な関係が生み出されていく。そして、子どもの問題

も変化していくことになる。事例lでは、自信を回復した母親との関係が改善した。事例2

では、父親との交流が深まる中で、父親に対する恐怖心が解け、父親との親密性や肯定的イ

メージを得ることができた。それと同時に、家庭外での対人関係にも自信を深めることがで

きた。

しかし、事例lについては残念ながら、父親の役割や、父親を含めた家族関係は変化せず、

非機能的のままである。治療者の関わりや、治療技術の未熟性も去ることながら、夫婦間の

葛藤の深刻さに十分対応できなかったことが主な要因であると考える。今後、このような、

より病理性の深い事例への対応が残された課題である。
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