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NPO: 2007年にNPO法人化。活動は2003年から

Focus: DV、性暴力、トラウマ等についての情報発信

Members:DV、暴力被害経験のあるメンバーを含む14人

Services: 講演、研修、講座、サポートグループ、出版など

Web: www.resilience.jp

Contact: info@resilience.jp

Resilienceとは
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NPO: Resilience became a licensed NPO in 2007

Focus: Domestic violence issues in Japan

Members:14 including several who are survivors

Services: Presentations, classes, groups, publication

Web: www.resilience.jp

Contact: info@resilience.jp

Resilience: Overview

33
Resilience: 2017



B

Resilience: 2017
4

About power and control

Benefit area

Contempt area
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Types of Abuse

身体的暴力

Physical

Abuse

性暴力

Sexual

Abuse

経済的暴力

Financial

Abuse

精神的暴力

Emotional

Abuse

トラウマ

Trauma

デジタル暴力

digital

Abuse
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DVのサイクル

 危険性の増加に気づく
 サイクルが小さくなってきている（頻度があがっている）

 暴力が深刻なものになってきている（平手打ち→首を絞める、など）

 精神的暴力の期間がかなり長い間続いている

どれも
コントロールの現れ

緊張感が
高まっていく

Lenore Walker

精神的暴力の
場合

Emotional 

Abuse

下手にでる
コントロール
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Domestic Violence: Cycles

 Risk factors
 When cycle is getting smaller

 When violence is getting more serious

 When emotional abuse period continues for an extended period of time

Underhanded 

Control

Cycle of 

Domestic 

Violence
Tension mounts

Lenore Walker

Emotional 

Abuse
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暴力による混乱

• トラウマティック・ボンディング

• 離れることは崖から飛ぶようなこと

• 戻る回数：平均5~8回

• 戻った時にも支えてくれる人の
存在が、最終的に被害者が
逃げられる結果につながっている
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Violence and Confusion 

• Traumatic Bonding
• Analogy: jumping off 

a cliff

• Average number of 

times it takes for a 

survivor to leave the 

relationship 

permanently: 5 to 8 

times



誰かに相談すると…

 「なぜ別れないの？」
 「あなたがよっぽどのことをしたからBさんは怒ったのよ」
 「そんな大したことではないんじゃない？」
 「きゃ～、私もそうやって束縛されたい！」「愛されてるじゃん」
 「私がBさんに抗議してくる」
 「どうしてもっと早く言わなかったんだ！」
 「なぜ？」「どうして？」

周りの人が「耐えなさい」とか「あなたも怒らせないように」と言うことは、
「相手の支配下に入りなさい」と言うことと同じ。
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トラウマと脳
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 アミグダラ（扁桃体）の役割

 危険を素早く察知し、体へ
伝達する

 記憶: 感情と感覚のみ

海馬の役割

出来事（経験）などの記憶に必要

記憶: 出来事や経験

始まり

途中

トラウマの記憶の
多くは身体に残る
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トラウマの後にある成長 Healing Process

「こうなるはずだった…」という道

“This is how my life was supposed 

to have been.”

•PTSD: Post Traumatic Stress Disorder   心的外傷後ストレス障害

•PTG: Post Traumatic Growth   心的外傷後成長



Resilience: 2017
13

日本におけるDVの現状

Domestic violence in Japan

被害者88% は女性 88% of victims = 

women

保護命令 Protection Orders: 2,415
2016年3月 警察庁白書 Reported on March 2016



 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する
法律

2001年施行, 2004,2007,2013年に改正

 配偶者、元配偶者、実質的配偶者に限定

恋人間、親から成人した子、兄弟姉妹間、同性間では使えない

 退去命令
荷物をまとめる間だけ。その後は被害者が逃げなければならない

日本のDV法
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Law for the Prevention of Spousal Violence 
and the Protection of Victims

Enacted in 2001, amended in 2004,2007,2014

Basically limited to “spouses”

Order to vacate premises
Assumption that the victim has to leave

Domestic Violence Law in Japan
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「犯罪」となりそうなものを避ける
見えにくい精神的暴力にシフトする傾向

専門職研修の必要性
理解不足による二次被害等の発生

離婚における「調停」の手続き
必ず調停の手続きを経なければならない

女性の雇用、低賃金、シングルマザーの貧困
子どもへのケアの不足
シェルター、その他サービス

DV:日本における課題
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Great resistance against being labeled a 
“criminal”

trend towards emotional abuse

Lack of training for professionals
Increased likelihood of re-victimization

“Chotei” process
Archaic system that causes harm in DV cases

Employment issues for women

Lack of child care

Shelters/services

Domestic violence: issues in Japan
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講演会、研修: 学校、一般、行政等

講座、ピアサポート: 12回講座、ピアサポートグループ

支援者研修: カウンセラー、医療従事者、教員、
相談員、行政窓口職員等

出版:

レジリエンスの活動
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Presentations: Audience: Schools, general public, 

local government training, etc.

Classes/Groups: For women; Tokyo and 
Yokohama

Facilitator training: Participants: counselors, 
medical doctors, nurses, teachers, 

local government staff, etc.

Publications:

Resilience: Services
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支配があるかのチェックリスト

□●●の言うことは絶対だ
□自分の希望を●●に伝えるのはとてもエネルギーがいる
□ ●●が帰ってくると緊張する
□ ●●を恐れている
□ ●●がいる前で電話をしたくない
□ ●●を待たせることはできないと思っている
□自分がどう感じるかよりも●●が怒らないかが基準になっている
□ ●●の言動に意見できないと思っている
□たとえ間違っていると思っても、 ●●に同調しなくてはならない
□ ●●に自分の本音は絶対に言えない
□ ●●が怒りだすと、なんとかなだめようとしてしまう
□ ●●が機嫌が良い状態であるためにはどんなことでもすると思う
□どんなに自分が楽しんでいても●●の機嫌が悪くなるともう楽しむことはできない
□ ●●についたうそがばれるのが怖くてしょうがない
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傷ついたあなたへ～わたしがわたしを大切にすること～
レジリエンス刊 梨の木舎 より一部抜粋・編集

http://resilience.exblog.jp/7547007/
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書籍リスト
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レジリエンスについて


