自分が見下してもいいという間違った判断をした人に対しては

いない時に殴られたら、感覚がマヒしていて、大したことではな

横柄、暴力的、支配的な態度を取ります。

い、たまたま機嫌が悪かっただけと矮小化していたと思います。

そういう二つの面があるので、☆さんが周りの人に、「実は私、
こんなに苦しい」と言った時に、「え？ まさか」と思います。一

っと違った、子どもに対して暴力をふるわれたという感覚になり、

方の部分を知っている人は、まさかあの人がそんなことをする

初めて相談につながりました。

わけがない、と思います。

エセナおおたでは女性に対する暴力をなくすための講座を行なっていますが、２００９年１２月２日のＤＶ防止支援者セミナー
では、自らの DV 被害体験を通して、DV 被害者の支援を行なっている、西山さつきさんのお話をうかがいました。

けれど、妊娠中に殴られたことで、自分に対する暴力とはちょ

パワーとコントロールのある関係の中で起きてくることで、見

☆さんは暴力を受けて混乱しています。「混乱している状態

えにくいものとして、☆さんの内側が変わっていくこともとても大

のあなたがおかしい」と言われて、周りからは理解されません。

きな問題です。相手から否定され続ける中で、自分に自信が

「だって、殴るわけじゃないでしょ？」「会社ではちゃんとやって

なくなっていく。「私なんて別れてもやっていけるわけがない」

いる」と言われ、「私が悪いから、こうなる」「やっぱり私が悪い」

「私みたいな人と一緒にいてくれる人なんているわけがない」

◆すべての人に回復する力がある
私はＮＰＯ法人レジリエンスで働いています。レジリエンスと

時はありました。でも、たまにです。ピンポイントで、何でこんな

となってしまいます。ですから、ＤＶについては、的確な情報を

「私はここで我慢していくしか選択肢はない」と、思うようになっ

ことで怒るのだろう？ということが、たまにありました。結婚したら

得て的確に対応していくことがとても大切です。

ていきます。

いう言葉は回復力、復元力、マイナスをプラスに変えていく力、

よくなるだろうと思っていました。子どもを産んだらよくなるだろ

さまざまな意味の力を表しています。私たちの内面には、この

うと思って子どもを産みました。でも相手は変わることはなかっ

ウチのは本当に片づけが下手で、何度言っても家の中がゴチ

なくなるのではなく、ちょっとずつ、ちょっとずつ知らず知らずの

レジリエンスという力がいつでも必ずあります。

た。たまにある嫌なことが、どんどん頻度を上げていきました。

ャゴチャ。あの日は特にひどくて。だから自分も言い過ぎた、や

うちになくなっていき、気がついてみると自分には価値がない

生まれたばかりで首がすわっていなかった下の子と二人の子

り過ぎた」と言います。聞いた人は、「なるほど、暴力はいけな

という感覚になっていることもあります。

どもを連れて家を出たのが、１０年ぐらい前です。

いけれど、それだけ言われて片づけができないなら、片づけが

ところが、何かしらの傷つき経験、DV、いじめ、パワハラ、虐
待、何でもそうですが、傷つき経験をすると、レジリエンスが見
えにくくなることがあります。なくなった訳では決してありません。

結婚はそれまで全く違う生活をしてきた者同士が一緒に生

Ｂさんは、よく話のすり替えをしてくることがあります。「いやあ、

できない人も悪い」と思います。

ＤＶはその人自身の自尊心を奪い取っていく。それも一度に

自分らしさがなくなり、自分のやりたいことを手放していくこと
もあります。仕事をしている中でイキイキしていると、それをＢさ

私は、その見えにくくなっている力をもう一度確認し、自分らし

活を始めるわけですから、いろいろな違いがでてきます。カレ

Ｂさんは☆さんにも同じことを言います。すると、「私が悪い

んが好まないということも出てきます。仕事に行った日はいつも

く輝いて生きていくためのサポートをしています。私たちがＤＶ

ーの辛さ、野菜の切り方、洗濯物の干し方と、ほとんどが違い

から」と思いがちです。ここで見逃してはいけないのは、どんな

機嫌が悪かったり、また、実家に行って楽しく過ごしてくると、そ

を前面に出して活動しているのは、私も含めメンバーの何人か

ます。そういう時、「私はこうするけど、あなたはどうする？ 違っ

場合にでも、暴力以外の解決方法が必ずあるということです。

れを好まないＢさんは実家に行く前になると、ケンカをふっかけ

がＤＶの被害経験があるからです。

ているけど、どうしていこうか」と、話し合いができれば、健全で

必ずあるにもかかわらず、暴力という間違った方法を選んでい

てきたり、暴力的なことをしてきたりということが起きます。そうす

対等、平等な関係です。

ることが問題です。暴力を選んだ人には、１００％暴力の責任

ると行かないほうが無難かも、行かないほうがいいのかもと、☆

が生じます。

さん自身が自分からだんだんあきらめていくことも起きてくるこ

私たちは被害にあった人を「被害者」とは言いません。私自
身、「被害者」と言われると、何ともいえない居心地の悪さを感
らでもしているのに、被害者のレッテルを貼られることには違和

◆相手を支配するために暴力を使う
ところが、ＤＶの関係では一方の人の意見が絶対です。もう

えることができます。水の外に出ている部分は外から見えるけ

感があります。

一方の人の考えは愚かしいもの、間違っているものという扱い

れど、水の中の部分は外からは見えない。精神的暴力の場合、

を怒らせないために、常に相手に対する正解を探り、安全な答

ＤＶの渦中にある人は、「大変な毎日を乗り越える」力があり

を受けます。菜箸をコンロ横の箸立てにどちら向きに立てるか

暴力の手段が水の中に沈んでしまっていて見えない。逆に外

えを探して、あたかも自分の意見のように出していきます。自分

ます。その力を自分自身のために働かせ、輝かすことができま

という、どうでもいいようなことでも、私が同じ考えを持っていな

から見て、いい関係と見られてしまうことがあります。

がどう感じるかよりも、どうしたら安全かを考えます。ですから、

す。私たちは、「キラキラ輝けます」というメッセージを込めて、

いと相手はキレ始めます。「なんでこんなことがわからない、一

私の場合、相手は年賀状の季節になると、家族の幸せそう

私は初めてＤＶの相談に行った時、「あなたはどうしたいと思っ

「☆(星)さん」と呼んでいます。加害者については、暴力を振る

体どういう育てられ方をした、どれだけ言えばいい」と、延々と

な写真に執着します。たった一枚のために、３６枚撮りのフィル

ているのですか？」と言われて、さっぱりわかりませんでした。

う人「Batterer(バタラー)」のＢを取って、「Ｂさん」と表現します。

始まります。言い返したこともあります。「そんな言われかたは、

ムを４本も使って一日中、公園で写真を撮り続けます。何時間

自分の中に全く答えがなかったのです。相談員さんに決めて

おかしい」と言ったこともあります。相手と同じように大きな声を

も相手が言うように笑ってなきゃならない。何時間も相手が言う

もらおうと思ってましたぐらいの感覚でした。

◆ＤＶはパワーとコントロール、そして暴力
ＤＶはイコール暴力とイメージされています。私も自分がＤＶ

出したこともあります。泣いてみたこともあります。アサーティブ

ように子どもをいい状態にしてなきゃならない。私にとって、も

講座に通って、丁寧な話し合いを試みたこともあります。どれも

のすごく苦痛な時間です。でも、その苦痛は写真には写ってい

にあっていると気づく前は、身体的暴力がＤＶだと思っていまし

やらなければよかった、という結果に終わりました。

ない。写真ではみんなニッコリ笑っています。すごくうまくいっ

◆暴力のすべてがトラウマになる
暴力の種類は身体的、性的、経済的、精神的と４つに分け

ている、というメッセージが届きます。パワーとコントロールがあ

られます。身体的暴力は「殴る、蹴る」だけでなく、間接的な目

る関係性は見えません。

に見えない形もあります。私は眠らせてもらえないという暴力が

じ、自分の力を感じにくくなります。被害経験以外の経験をいく

た。ＤＶには暴力の他に、二つの要素があります。一つ目は

私が、「それはおかしい」と言うと、もっと大きな力で封じ込め

「力の差、権力（パワー）」です。一方の人が上で、一方の人が

られます。「あなたの言うとおり、ごめんなさい」と言っていれば

下に置かれる上下関係からできる関係性です。

安全なことを学んでいきました。この時点で、私は殴られていま

パワーとコントロールですが、すごく大きな氷の塊の氷山に例

とがあります。
また、自分の意見がわからなくなることも起きてきます。相手

ありました。お説教がものすごく長くて、夜中までかかる。「もう
寝よう」とか、「もうわかったから」と言えない関係性ですから、ず

常に苦しいものでした。私の相手は他の人とうまく関係が持て

◆DV は自尊心を奪い取る
ＤＶ法ができ、ＤＶは犯罪であることが知らしめられましたが、

ない人かというと、決してそうではなかったのです。

ただ、殴っちゃいけないという捉えかたをしているＢさんたちが

手が寝て、やっと私も眠れると思っていると、なぜか起き出して

二つ目は、「支配（コントロール）」です。恋人でも夫婦でも健

せん。だから、暴力、ＤＶにはつながらない。でもこの関係は非

全なパートナーシップは、対等で平等なところからスタートしま
す。しかし、上下関係になっていて、上の人が下の人を思い通

ーっと聞いていなきゃならない。すごく睡眠不足になります。相

りにコントロールするために使われるのが暴力です。用いられ

いろいろなケースがあり、どこに行っても暴れまくる人、外で

います。彼らは殴るのをやめます。殴ることはやめますが、見え

きます。「謝らないで、よくグーグー寝ていられるな」って、また

る暴力は、身体的暴力だけではありません。精神的暴力や経

は非常によい人もいます。会社でも評判がよく、近所でもいつ

にくい形の精神的暴力で締めあげてきます。精神的暴力はい

始まります。相手は私に指一本触れたわけじゃない。寒い日に

済的暴力、さまざまな暴力が使われます。

もゴミ出しをして、「おはようございます」と挨拶をする、よい評

つ身体的な暴力にスライドするかわかりません。私の場合、家

家に入れないようにする、何時間も正座させておく、治療が必

判の人もいます。自分がよく思われたい関係の中では親切で、

を出るちょっと前に身体的暴力にスライドしたことがありました。

要な時に治療を受けさせないというのは、どれも間接的な身体

ユーモアがあり、いい人であるという一面を持っています。でも、

それは妊娠中に殴られるということでした。お腹に赤ちゃんが

的暴力と言えます。

私の経験はデートＤＶからＤＶにスライドしたと思っていただ
ければと思います。お付き合いをしている時からおかしいと思う

言葉にはすごく力があります。初めて「お前はおかしい」と言

つらい経験があったことで、他の人の痛みがわかるようにな

われた時、「私はおかしくない」と思っていました。でも毎日毎

りました。人の痛みがわかるようになるのはＰＴＧと言えます。つ

日言われ続けると、「自分がおかしい」と、だんだん思うようにな

らい経験を乗り越えたからこその今、その実績、乗り越えたこと

っていきました。舌打ちやニンマリ笑うことも精神的暴力になり

を誇らしく思えるのも私にとってのＰＴＧです。

ます。精神的暴力は、経験の違いで一人ひとりの物差しが違
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私が強かったから乗り越えられたのではなくて、乗り越えよう

います。その人の物差しで他の人の傷を計ることができません。

とすることで、すごく強くなっていきました。お互いを尊重すると

そこに気づくことも大事です。「そんなのは大したことではない」

いうことがいかに大切であり、安全でいることがどんなに大事か、

と周りの人が言っても、自分にとって恐ろしいと思ったら、それ

自分らしくあるということがどんなに大切か、そういうことを学べ

は自分に対する精神的暴力だと考えていいのです。

たのも、私にとってのＰＴＧだったと思います。

どんな暴力にも共通するのが、トラウマとなる心の傷を残すこ

私は子どもには傷つきがない人生を歩いて欲しいと思って

とです。もし☆さんがＢさんから離れると、目の前から暴力が全

いました。ですから、最初からこういう人生に巻き込んでしまっ

部無くなるわけです。これでもう前向きになるだろう、これでもう

たことの罪悪感がすごく大きかった。今思うと、その経験によっ

明るく生きていけるだろうと思いますが、そうはなりません。それ

て、子どもたちも私もＰＴＧという成長ができたと思います。この

は、トラウマとなる心の傷が残っているからです。その手当てが

先、どんなトラウマが起きてくるかわからないけれども、それに

必要です。

対応する力を私も持っていたい。みなさんにもどんなことがあ

第３２号
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特集：「DV 防止支援者セミナー
大切な家族･友人を DV 被害から守るための基礎知識 西山さつきさん」

発行:大田区立男女平等推進センター「エセナおおた」

っても生き延びていく自分らしくあるような、そういう力をつけて

◆乗り越えようとすることが力になる
私の人生にはＤＶというトラウマが落ちてきたことによって、

いってほしいと思っています。

予定していた人生とは違う道を歩くことになりました。新しい道

もＯＫで、自分とは違う相手の意見もＯＫということ。両方ＯＫで、

と同じ方法で計算した日本の相対的貧困率は１５.７％、子ども

はＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）と一緒に歩いているような

ただ違っているだけ。そういうコミュニケーションを増やしていく

の貧困率は１４.２％と発表しました。相対的貧困率とは、年間

道です。ＰＴＳＤと一緒に、辛さや偏見、傷つき、二次被害があ

ことがとても大事だと思います。暴力を一瞬でなくすのはとても

の世帯所得を世帯の人数による差を調整して一人当たりの可

るという非常に歩きにくい辛い道でもあります。でも、その他に

難しいことですが、暴力と尊重は一緒にならない。一人ひとり

処分所得（所得から直接税・社会保険料を引いたもの）を出し、

もう一つＰＴＧ（心的外傷後成長）という力があります。ＰＴＧのＧ

が尊重という気持ちを増やしていったら結果として暴力を減ら

その所得順に並べて真ん中になる人の所得額（中央値）の半

は成長（Ｇｒｏｗｔｈ）を表します。トラウマの後に、成長となるもの

していくことにつながるのではないかと思います。（田中きょうこ）

分以下の所得しかない人の割合です。

がついてくる、そういう力と一緒になっている道とも言えます。

最後に尊重ということを考えたいと思います。尊重とは自分

NPO 法人レジリエンス：http://resilience.exblog.jp/

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆講座･イベントのお知らせ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

２００９年１０月、厚生労働省は経済協力開発機構（OECD）

2007 年国民生活基礎調査
2006/1/1～12/31 の
1 世帯あたりの所得金額

OECD が定期的に発表していますが、日本政府が正式に公
表したのは初めてのことでした。貧困率は国民の何％が貧困

母子家庭の２００７年の収入状況（平均金額）をみると、常勤

かを示すものですが、貧富の差が大きくなると、所得の中央値

で働いている人は２５７万円ですが、臨時･パートになると１１３

が上がり、貧困率は高くなります。

万円と半分以下になってしまいます。
２０３０年には、総世帯数に占める６５歳以上の一人世帯の

忙しくても、時間がなくても、育児をめいっぱい楽しみた
い！ そんなパパにぴったり！パパの愛情をた～っぷり伝
え、赤ちゃんの気持ちもわかる講座です。
日時：4/18,4/25,5/9,5/16(日）10:30～12:30
募集：生後２カ月～ハイハイまでの第一子の赤ちゃんと父
親(全４回参加できる方優先)
定員：１５組（申込多数の場合は抽選）
申込：E-Mail またはＦＡＸに、①講座名「赤ちゃんのハッピ
ースマイル講座」 ②〒住所 ③子どもと父親の名前（ふり
がな） ④子どもの月齢と父親の年齢 ⑤電話番号を明記
して。申込締切：４月８日（木）

日時：5/10,5/17,5/24,5/31(月）14:00～16:00
募集：５０代以上の女性４０名（抽選） 申込締切:4/26（月）
申込：往復はがきで、①「シニアライフ連続講座」 ②〒住
所 ③名前（ふりがな） ④年齢 ⑤電話番号を明記。

身近な出来事を短いシーンで演じることによって、硬くな
ったココロやカラダをほぐし、表現力やコミュニケーション
能力を磨く講座です。
日時：4/24,5/8,5/22,6/5（土）13:30～16:00
6/19(土）13:30～16:30
募集：女性２０人（応募者多数の場合は抽選）
保育：１歳以上未就学児１５人まで。１人１回５００円
申込：E-Mail（携帯可）またはＦＡＸに
①女性のための演劇入門講座 ②〒住所 ③名前（ふ
りがな） ④年齢 ⑤電話番号 ⑥保育希望の場合は子
どもの名前（ふりがな）、年齢（月齢）、FAX 番号か PC メ
ールアドレスを明記。申込締切:4/13（火）

大田区立男女平等推進センター「エセナおおた」
〒143-0016 東京都大田区大森北 4-16-4
電話 03-3766-6587 03-3766-4586
FAX 03-5764-0604
e-mail escena@escenaota.jp
HP URL http://www.escenaota.jp/
メルマガ escenaotamail@yahoo.co.jp
指定管理者 NPO 法人 男女共同参画おおた

「INFORMATION エセナおおた」の発行は NPO 法人 男女共同参画おおたが区の補助を受けて実施しています。

割合が３７.7％になるというデータがあります。そのうち女性の
みの世帯は６１.２％にもなります。未来の社会の姿は、女性た
ちが健康で豊かな生活を送ることができるかどうかにかかって
いるともいえます。
男性一般労働者を 100 とした場合の給与水準
女性一般労働者

男性短時間労働者

女性短時間労働者

１５.７％という数字は OECD 加盟３０か国中４番目の高さで、
国民の間に所得格差が広がっていることがわかります。ちなみ
に、２００４年の OECD 報告では、日本のひとり親家庭の相対的
貧困率は５８.７％と、半数以上の家庭が貧困状態にあります。

男女共同参画白書より

現在、非正規雇用の多くは女性です。男性との賃金格差も

貧困ライン以下の家庭の多くは、母子家庭、ひとり暮らしの

大きく、仕事と子育ての両立が難しく、退職を余儀なくされてい

高齢者世帯です。２００７年の国民生活基礎調査によると、全

ます。今から老後の安定にもつながる働き方ができるようになら

世帯の１世帯あたりの平均所得は５６６.８万円に対し、母子家

なければ、貧しい女性たちが増えていきます。女性たちが経済

庭は２３６.７万円、高齢者世帯は３０６.３万円でした。

的に自立できる、男女共同参画社会づくりが必要です。

