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第１節  フォーカシングの背景  

 フォーカシングの創始者である Eugene T.Gendlin（ 1926−）は，1926 年

にオーストリアのウィーンで生まれ，シカゴ大学で哲学を学んだ， Gendlin

は，当初，専門とする哲学でとくに「話すこと」と「意味」についての研究

に従事し， 1958 年に「象徴化における体験過程の機能（ “The  function of 

experiencing in symbolization”）」の学位論文で博士号を取得した．Gendlin

は，その哲学の研究を進めるためにカウンセリングを体験したが，その研究

のなかでカウンセリングにおいてはセラピスト側の技法や態度ではなく，ク

ライエント側の要因に自己理解を深めるクライエントとそうではないクラ

イエントとの違いがあるのではないかという点に関心をもち，Carl Rogers

（1902−1987）の元でカウンセリングの研究を本格的に始めた．  

ところで，Rogers は心理療法や自己実現についての理論と臨床を発展させ，

カウンセリングの領域を確立したアメリカの心理学者である．彼は当時主流

であった伝統的な精神分析の方法に疑問をもち，新しい心理療法を提示した．

Rogers は，精神分析において，表面に見える症状や問題などの「現象」とそ

の背後にあって専門家にしか見えてこない「本質」に分けて考えると指摘し

た．そして，精神分析では「本質」を治療にあたる専門家が解釈してクライ

エントに伝えるが，クライエント自身は問題に向き合う過程ではその「本質」

を実感できないと主張した．精神分析においては，「本質」を伝えようとす

る治療者と精神分析の知識をもたないクライエントとの間に理解の差があ

るときには，クライエントに治療者に対する不信感が生じることを指摘した

のである．そこで Rogers は，「本質」を理論的に判断したり，クライエント

に助言したりすることを行わないことにした．「本質」について診断しよう

とするのではなく，クライエントの話を聴くことに専念することにしたので

ある．Rogers は，クライエントの話を理解しようとして傾聴し，その理解を

クライエントに伝えることで，クライエントとセラピストが共同して問題の

理解を深め，その過程でクライエントが成長し，問題を解決する力をつける

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%82%AB%E3%82%B4%E5%A4%A7%E5%AD%A6
http://ja.wikipedia.org/wiki/1958%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%9A%E5%A3%AB%E5%8F%B7
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ことができるようになると考えたのである．Rogers は，「本質」の理解と解

釈ではなく，「現象」を語るクライエントの語りの中で，「本質」が明らかに

なることを目指したのである．こうして生まれた「クライエント中心療法」

で，Rogers は，成功する事例ではセラピストは「共感的な理解」を示し，「無

条件の肯定的な関心」を表し，「自己一致」していることを明らかにした．「セ

ラピストの３条件」と言われる研究成果である．ただし，その後，この研究

成果を裏付けようとしてセラピストの態度を事例の成功と結びつけた数多

くの研究結果については，因果関係を検討しているのではなく，相互の関連

性だけを見いだしただけであるという批判もある（池見，1995, p.84） .  

Gendlin（ 1978 村山他訳 1982）は，この Rogers のもとで心理療法の成功

要因に関する研究をするなかで，心理療法が成功したクライエントと他のク

ライエントとの決定的な差異について，セラピーの記録の分析からセラピス

トの技術や技法やクライエントの語る内容に差があるのではなく，クライエ

ントがいかに話すかという点に差があることを指摘した． Gendlin は，カウ

ンセリングの成功要因を探る研究のなかで Rogers が明らかにしたセラピス

ト側の条件ではなく，クライエント側の条件に注目したのである．Gendlin

が一連の研究で見出したのは，成功したと評価されたカウンセリングのなか

で自己理解を深めたクライエントは，そうでないクライエントとは話し方が

違い，クライエントが心の実感を深いレベルで語っていたという点であった．

心の実感がどのようにクライエントの語りに表れるのかクライエントの語

りの分析を元に，クライエントが実感に触れる度合い，つまり，心の実感を

どれほど深いレベルで語るかを客観的に評定する七段階の「体験過程スケー

ル」（EXP スケール）が一連の研究のなかから考案された（表１）．このスケ

ールを用いると，クライエントが心の実感にふれる度合いを，クライエント

の語り方の様式として評定することができる．  

この「体験過程スケール」の段階４以上の記述内容には，クライエントの

あいまいな身体感覚を通して前言語的・前概念的な語りが現れはじめる．こ
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のように，Gendlin は，心理療法が成功したクライエントが内的に体験して

いるのは，問題についての漠とした，言葉にしがたい内的な身体感覚であり，

クライエントがまだ言葉にしていないそのからだの中にある特定の気がか

りなことに関わる実感に触れることがカウンセリングの成功に重要である

とした．カウンセリングのなかで自己理解を深めるクライエントの語りを分

析することを通して，フェルトセンス（ felt sense）と呼ばれるこの言葉にし

がたい内的な身体感覚を重視することが好ましい心理的変化をクライエン

トにもたらしていたことがわかったのである． Gendlin（ 1978 村山他訳  

1982）は，クライエントの語りが「体験過程スケール」（EXP スケール）の

高い段階になってフェルトセンスに触れやすくする方法の理論として「体験

過程理論（Theory of experiencing）」を提唱し，この心理的変化をもたらす

ための技法としてフォーカシングを開発した．  

 この技法としてのフォーカシングを体験することは，伊藤（ 2012）が説明

しているように，①内側のはっきりしない何かに注意を向けて，②はっきり

と感じることができる身体の感じに，③触れ続けて，優しい，友好的な，判

断しないやり方で，その感じが開けるために時間をとることで，④その人の

生（人生・生活）の何かの部分とつながり，⑤成長や変化のステップ（体験

的一歩）をもたらす，方法であり，その効果としては，①自己理解・発見，

②自己の癒し・変化・成長，③心理療法・カウンセリングの過程の促進，④

問題解決や創造的活動，⑤ストレス軽減・危機介入の方法，⑥セルフヘルプ

の方法，⑦結果としてのトランスパーソナル的体験，があげられている．  
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表１  体験過程スケール（EXP スケール）評定基準早見表（池見，1995 p.93） 

段階  評定基準の概要［例文］＜説明＞  

  １  

 

◆自己関与が見られない．話は自己関与がない外的事象．［今日

の降水確率は 10％］  

 

 

２  

 

 

◆自己関与がある外的事象．◆〜と思う，と考えるなどの感情

を伴わない抽象的発言．［今朝新聞を見たら＜本人が見たので自

己関与＞降水確率が 70％でした．雨がよく降るなあと思いまし

た］＜〜と思う，などの抽象的発言で感じに触れない＞  

 

 

３  

 

 

◆感情が表明されるが，それは外界への反応として語られ，状

況に限定されている．［雨ばかりだと，イヤですね］＜イヤとい

う感情表現は雨に限定されている．＞  

 

 

４  

 

 

 

◆感情は豊かに表現され，主題は外界よりも本人の感じ方や内

面．［その仕事のことを考えると，胸が重い感じがする，何か角

ばったような……堅苦しい感じです］＜感情は豊かに表現され，

主題は仕事よりも，受け止め方．＞  

 

５  

 

 

 

◆感情が表現されたうえで，自己吟味，問題提起，仮説提起な

どが見られる．◆探索的な話し方が特徴的である．［堅苦しいの

が好きになれないのかなあ．……いや……堅苦しさに「はめら

れる」のを嫌っているのかなあ］＜「〜かなあ」という仮説．

＞  
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６  

 

 

 

 

 

 

 

◆気持ちの背後にある前概念的な体験から，新しい側面への気

づきが展開される．◆生き生きとした，自信をもった話し方や

笑いなどが見られる．［あれ？  ああそうだ，僕は女房の病気の

ことを心配しているんじゃないんだ……心配しているんだと，

そう思っていたんだけど，ああそうだ，それよりも「病院に行

け」というのに，行こうとしない女房に腹が立ってるんだ！  あ

あ，本当はそうだ，腹が立っているんですよ（笑い）．このとこ

ろ，ずっと重たい感じだったのは，心配じゃなくて，腹が立っ

てたんですよね］＜新しい側面への気づき＞  

 

７  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆気づきが応用され，人生の様々な局面に応用され，発展する．

［夢の中の女性みたいに，もっと「気楽に」生きられたらいい

んだ．気楽さがなかったんだ．全然．自分の中の気楽さを殺し

てきた，というか，ここに来てから「大変だ」と思っていたか

ら，（笑い）酒とタバコやめたりして，そういえば，毎日，強迫

的に予定を作って自分をガンジガラメにしたり，そうそう……

大学院に入ったときも，同じようなことをしてたし，……ああ，

ストレスを感じると，いつもそうしているみたい……配属され

たときも，あのときも，自分で自分をガンジガラメにしていた

んですよ……］＜気づきが応用されていく．＞  
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第２節  心理療法の中でのフォーカシングの位置づけ  

 体験過程に触れやすくする方法がフォーカシングである．Gendlin（ 1978 

村山他訳  1982, p.29）自身は，フォーカシングとは，“からだの内部でのあ

る特別な気づきに触れていく過程”であると定義している．Gendlin の体験

過程の様式を重視するこの心理療法は，前述の「現象」を語るクライエント

の語りの中で「本質」が明らかになることを目指した Rogers のクライエン

ト中心療法などとともに心理療法の流派としては，人間性心理学のなかに位

置づけられている．  

ところで，それぞれの心理療法は独自の鍵概念をもっている．精神分析の

鍵概念は無意識であり，認知療法では認知の仕方であり，行動療法では行動

そのものである．人間性心理学では，近田（ 2009, p.153）が示すように（図

１）， experiencing（近田が提案する訳語では「体識」）が鍵概念になってい

ると言える．Experiencing には，従来から「体験過程」という訳語があてら

れてきた．Experiencing は，前言語的・前概念的体験のことを指し，言葉や

イメージなどの形になっていく前のこの experiencing という体験が形にな

っていく過程，つまり， experiencing の象徴化（ symbolization）こそがフ

ォーカシングの本質なのである（近田， 2009、p.150） .  
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行動       無意識      意識       体識  

（ 介 在 す る も の を 想 定 し な い ）  

図１  心理療法の基本モデル（近田， 2009 p.153）  
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 フォーカシングが位置を占める人間性心理学とは，村山（ 1983）によると，

“特定の内容領域を示すというよりは心理学に対するひとつの態度”であり，

“①人間を全体として研究する全体論，②人間の直接的経験にむかう現象学

的態度，③研究者の関与による直観的，共感的理解，④個人の独自性への個

性記述的接近，⑤決定論ではなく目標，希望，成長，自己実現など，将来へ

の可能性の重視，⑥選択，創造，価値，責任，自己犠牲など人間独自のより

高次な性格の強調，など”を特徴にしている．  

 人間性心理学に属する Maslow(1968)は，当時主流派であった行動科学と

精神分析学に対して，自らの立場である「第三の心理学」はいまや「第三勢

力」であり「革命」であると宣言した．ここで「第三の心理学」と呼ばれる

のは，Allport(1968)が心理学的モデルを三つに分類したことによっている．

第一の心理学は「人間を反応する存在とみる」見方であり，自然主義，行動

主義，操作主義，実証主義，物質主義の立場である．第二の心理学は「人間

を深層において反応する存在とみる」精神分析学，精神力動学などである．

第三の心理学は「人間を生成過程にある存在とみる」見方で，「心理学の多く

の企てを統合するような，人間性についてより適切な人間主義的な概念を見

つけようとする努力」であり，これが人間性心理学を指しているのである．

一方で Maslow(1968)はこの第三の心理学に含まれるものとして，アドラー

派，ユング派，新フロイト派，自我心理学者たちをあげており，その批判は

実際は精神分析に対してというより，第一の心理学と同じ自然科学主義の理

論パラダイムをもつものに対してであると考えられる．  

 人間性心理学は現代社会のなかで人間の側から要求してくる課題を扱うと

いう特徴がある．人間性心理学は，環境問題，生命倫理，遺伝子操作，臓器

移植，尊厳死，少子化や教育の諸問題に関与し何らかの参加をしようとする．

それは人間性心理学が実践的・臨床的な立場を中心に発展してきたことによ

るのであろう．  

 また，人間性心理学は人間の心とからだを分けずに全体性を重視するため，
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からだへの注意や操作から新たな気づきや目覚めが起こり，人間的成長につ

ながると考える．フォーカシングがさまざまなボディワークやダンス芸術療

法などと関連をもっているのはこの文脈から理解できる．  
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第３節  Gendlin の６ステップ法  

Gendlin（ 1978，村山他訳  1982）はフォーカシングを行いやすくする目

的で，フォーカシングを教えるための「 6 ステップ法」を開発した（表２）．

この開発された技法としてのフォーカシングの方法は，ショートフォームと

も呼ばれ， 1「空間を作る」， 2「気がかりなことに対するフェルトセンス」，

3「取っ手（ハンドル）を見つける」， 4「取っ手とフェルトセンスを共鳴さ

せる」，5「尋ねる」， 6「受け取る」という六つの段階で構成されている．  

 

表 2  Gendlin の教示法（Gendlin, 1978 村山他訳 1982）  

１  空間を作る  

  自分の内部，内面に注意を向ける．おなかとか胸のあたりに注意を向け

る．そこに何が出てくるかからだで感じてみる．何か気になることが出て

きたら，そのなかに入り込まないようにし，自分とそれとの間に少し空間

を作ってみる．他に何か感じられるか，からだに尋ねてみる．少し待って

感じてみる．  

 

２  フェルトセンス  

  出てきたもののなかから，個人的に気になっていて焦点をあててみたい

ことをひとつ選ぶ．そのなかに入らず，少し離れて立ってみる．心に思っ

ているそのひとつのものには，幾つかの部分がある．でも，それらの全部

をひとまとめにして感じてみる．気がかりなこと全部に対する自分の気持

ちがどんなものか，その感じに触れてみる．  

 

３  取っ手（ハンドル）をみつける  

  はっきりしないフェルトセンスは質的にどんなものか，言葉，いいまわ

し，あるいはイメージをフェルトセンス自体から出てこさせる．  
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４  共鳴させる  

  フェルトセンスと言葉（いいまわしまたはイメージ）の間を行ったり来

たりする．両方がどのように共鳴するかつき合わせてみる．ピッタリ合っ

ているかどうか確かめるために，フェルトセンスと言葉を思い浮かべてフ

ェルトセンスや言葉や絵が変化するなら変化するにまかせる．  

 

５  尋ねる  

  その特質をつくっているものは何か尋ねてみる．その特質が確かにもう

一度，新鮮に，はっきり，感じられるようにする．「何がその問題の全体を

そんなに…にするのか？」尋ねる．あるいは，「この感じのなかに何がある

のか？」尋ねる．  

 

６  受け取る  

  親しげな形のシフトを伴って出てきたものを受け取る．  

なお，「４取っ手とハンドルを共鳴させる」までにフェルト・シフトが生じて

いたら直接，「６受け取る」に進んでよい．  

また，これらの教示に従っている間に，取り上げている問題について，は

っきりしないからだ全体の感覚が感じられ，しばらくそれに触れているとい

うことが起こったら，フォーカシングができたということになる．  

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

1 の「空間を作る」は，「クリアリング・ア・スペース（Clearing a Space：

抱えている問題から間をおく作業，空間を作る作業）」とも言われる．自分の

内面に注意を向け，それによって出てくる気がかりや内的体験を認識する段

階である．この段階では，どれかひとつの問題だけにひっかかってしまわな

いようにし，いくつかの問題を心のなかに並べるようにし，できるだけ距離

をおいて気持ちよくしていられるようにする．  

2 の「気がかりなことに対するフェルトセンス」とは，いくつかある気が

かりなことのうちどれが最悪の気持ちにさせるかを自分に尋ね，それを一つ

選んだうえで，その問題の全体を感じる段階である．フォーカサーは，問題

のすべてを包み込むひとつの大きな気分が感じられるようになるまで深く自

分の内部に向かって感覚を働かせ，注意をその全体に対する感じに向ける．

その問題に対する感じは，言葉にならない複雑なもので，全体的で，もやも

やとぼんやりしており，やり過ごしてしまうようなものであるが，そこにと

どまるときにフェルトセンスとして感じられるようになる．  

3 の「取っ手（ハンドル）を見つける」の段階では，そのフェルトセンス

がどのような質のものかを言葉を使って形容する．たとえば，「ねばねばして

いる」「重い」「ばたばたしている」「きゅうくつ」などの言葉を見つけていく．

単語や言葉の組み合わせ，イメージなど，どれがうまくフェルトセンスの取

っ手として適合するかフェルトセンスから出させようとする段階であると言

える．  

4 の「取っ手とフェルトセンスを共鳴させる」は，取っ手（ハンドル）を

取り上げてそれをフェルトセンスとつきあわせる段階である．「完全にピッタ

リするのか？」「それでいいのか？」とフェルトセンスに問いかける．そのと

き，内面での深い息づかいとして，また感じられた開放感としてその取っ手

（ハンドル）でよいということが実感できる．しばらくの間フェルトセンス

と取っ手（ハンドル）がピッタリあっている感じをからだで感じ続け，その

状態にまかせる．  
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5 の「尋ねる」（5 の「尋ねる」は，これまでにフェルトシフトが起きてい

る場合は省略して 6 の「受け取る」に進むことができる．）では，フェルト

センスに直接「それは何か？」「それは何を必要としているのか？」などと尋

ねる．フェルトセンスに質問し，フェルトセンスからの答えを待つ．  

6 の「受け取る」では，フェルトセンスからの答えを受け取る段階である．

その答えがどんなものであれ，それを喜ぶ態度をとり，ただ受け取る．わず

かなフェルトシフトにも十分なときを与え歓迎するが，少し距離を取る．そ

のなかにいるのではなく，そのそばにいる．フォーカシングからでてきたも

のは，フォーカサーがもっているものであって，フォーカサーがそれなので

はないということに留意してセッションを終了する．以上が Gendlin（1978，   

村山他訳  1982）の「６ステップ法」である．  

 

第４節  Cornell の５ステップ法  

Gendlin の「6 ステップ法」とは別に，Gendlin の高弟である Cornell（1994 

大澤・日笠訳 1996）は，五つのステップからなる教示法を考案した（表３）．

この教示法では，人とそのフェルトセンスの関係を“対人関係的な比喩で捉

え，内側の感じを擬人化して捉え，それと良い関係を築いていくことを目指

す．また，言語化は促すものの，それにはこだわらず，ただつきあうだけ，

ただそばにいるということをフォーカシングの本質としている．”（川池ら，

2010 p.79）．五つのステップは順に， 1「からだの内側に注意を向ける」，2

「フェルトセンスを見つける」，3「取っ手を手に入れる」，4「その感じと一

緒にいる」，5「終わりにする」である．   
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表 3 Cornell の教示法（Cornell, 1993, 村瀬監訳  1996）  

１  からだの内側に注意を向ける  

  からだに注意を向ける．まず周辺から感じ，中央部に気持ちを向ける．

感じを無理に探そうとせず，「今自分の注意が求めているものがあるか」

や，「今気になっていることはどんな感じか」とからだに問うてみる．  

 

２  フェルトセンスを見つける，あるいは招く  

  「からだの内側に注意を向ける」態度で内面に注意を向けることで，

ある種の情動，感覚，あるいは何か全体の感じやムードとして感じる，

まだ言葉にならないが，確かに実感される「何か」，それがフェルトセン

スである．  

 

３  取っ手を手に入れる（描写する）  

  からだの内側で感じたフェルトセンスが，今どんな風に感じられてい

るのか描写する．それは，言葉・文章・イメージ・ジェスチャー・色な

ど，その感じを描写するのにぴったりくるものであれば何でもよい．  

 

４  その感じと一緒にいる  

  その感じに興味や好奇心を持って友達と接するように一緒にいる．た

だし，好きになるということではなく，近すぎて圧倒されてしまわない

程度に，また，遠すぎて接触を失うことがない程度のところで感じるよ

うにする．  

 

５  終わりにする  

  その感じから出てきたものを受け取り，そろそろ終了していいかを感

じる．その感じの特徴を示すような印をつけたり，覚えておきたいこと
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を確認したり，出てきたものに対してからだに感謝して，セッションを

終える．  

 

 

（注１）“Cornell の教示の特徴は，‘内的関係’を促すことにある．人と

その人のフェルトセンスとの関係を対人関係的な比喩で捉え，内側の感じを

擬人化して捉え，それとよい関係を築いていくことを目指す．また，言語化

は促すものの，それにはこだわらず，ただつきあうだけ，ただそばにいると

いうことをフォーカシングの本質としている．”（川池ら，2010）  

 

 （注２）Cornell は，フォーカシングにおいてフェルトセンスに質問する

ことは本質的ではないとして，“本質的なことは，（自分の一部分であるフェ

ルトセンスに対して）友好的な興味と敬意のこもった好奇心をともなう態度”

（Cornell, 1994 大澤・日笠訳  p.42）で接することであると指摘した．そ

れゆえ，Gendlin(1978，村山他訳  1982)の６ステップの５番目の「フェルト

センスに質問する」を「その感じと一緒にいる」に変更し，５つのステップ

にした教示法を提案した．  
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1 の「からだの内側に注意を向ける」では，まず，からだに注意を向ける．

周辺部から感じ，中央部に気持ちを向けていく．感じを無理に探そうとした

りせず，「今自分の注意が求めているものがあるか」や，「今気になっている

ことはどんな感じか」とからだに問うてみることを重視する．  

2 の「フェルトセンスを見つける」では，1「からだの内側に注意を向ける」

のような態度で内面に意識を向けることが行われる．この段階で，ある種の

情動，感覚，あるいは何か全体の感じやムードを感じることができる．ここ

で感じられるまだことばにも行動にもならないが，確かに実感される「何か」

があり，それがフェルトセンスである．  

3 の「取っ手を手に入れる」は，からだの内側で感じたフェルトセンスが，

今どんな風に感じられているのか描写する段階である．描写の仕方は，言葉・

文章・イメージ・ジェスチャー・色など，その感じを描写するのにぴったり

くるものであれば何でもよいとされている．  

4 の「その感じと一緒にいる」では，その感じに興味や好奇心をもって友

達と接するように一緒にいる．ただし，好きになるということではなく，近

すぎて圧倒されてしまわない程度に，また，遠すぎて接触を失うことがない

程度のところで感じるようにすることが重要である．  

5 の「終わりにする」では，その感じから出てきたものを受け取り，そろ

そろ終了してもいいかを丁寧に感じる．その感じの特徴を示すような印をつ

けたり，覚えておきたいことを確認したり，出てきたものに対してからだに

感謝して，セッションを終了する．  

 

第５節  フォーカシングの実際  

そもそもフェルトセンスは日常生活でも感じられるものであり，面接でフ

ェルトセンスを得るのに特定の決まった方法に固執する必要はない．フェル

トセンスを面接で活かすためには，セラピストがクライエントに合わせて工

夫することが大切であるが，決まったフォーカシングの教示は，Gendlin の  
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「６ステップ法」や Cornell の「５ステップ法」の他にもいくつも提唱され

ている．   

また，フォーカシングは一度身につけるとその後も繰り返し活用できるた

め，心理療法の枠を越えて健康な人に対しても精神的健康の増進のために広

く利用されるようになった（桑野， 2011）とも言われている．  

実際に技法として行うフォーカシングでは，二人で行う「ペア・フォーカ

シング」と呼ばれる実施形態が最も広く行われている．その場合，フォーカ

シングを行う人は「フォーカサー（Focuser）」,フォーカシングを導く人は「リ

スナー（Listener）」と呼ばれる．フォーカシングでは，フェルトセンスと呼

ばれる気になっている事柄について体で感じる感覚（例えば，「胸のつかえ」

や「肩の重さ」など）のなかに，フォーカサーにとってまだ言語化されてい

ない重要な意味が含まれていると考える．フォーカサーは，フォーカシング

の過程をすすめてフェルトセンスと照合しながらフェルトセンスとぴったり

と一致する言葉を探す．フェルトセンスとぴったりと一致する言葉が探せる

と，フォーカサーに納得のいく感覚が産まれ，フェルトセンスがもつ重要な

意味が明らかになる．そのとき，からだがほどける開放感を伴う気づきが生

じる．それが「フェルトシフト（ felt shift）」と呼ばれるものである．言語

やイメージで表象されない「前概念的な意味（ preconceptual meaning）」を

含むからだの感覚であるフェルトセンスに注意を向けながら，それにピッタ

リ す る 言 葉 な ど の 表 象 を 探 す 体 験 過 程 の な か で ， そ の 「 暗 在 的 な 意 味

（ implicit meaning）」が概念化され「明在的な意味（ explicit meaning）」

になるときに，フェルトシフトと呼ばれるからだの開放感が生まれ，気持ち

に余裕が生まれ，問題対処能力が高まるのである．一方，フェルトシフトが

生じないとフォーカサーにはスッキリしない感覚が残るので，フェルトシフ

トの有無は実感として確かめることができる．  

フォーカシングでは，暗在的なものが行為として次につながると考えられ

ている．暗在的なものが象徴化を経て明示的な行為としてあらわされるとフ
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ォーカサーの体験そのものが変化する．その体験の変化はフォーカシングで

は，「推進（ carrying forward）」と呼ばれている．  

フォーカシングを用いた心理療法では，クライエントの気持ちを分析する

のではなく，クライエントがある気持ちをもつことが体験として次に続く行

為を暗在的に知っているととらえ，その気持ちが何を暗示し，何がその過程

を推進させて体験を変化させるのかに注意を払うのである．体験そのものが

変化する過程であると考え，その過程を一般的に「体験過程（ experiencing）」

と呼んでいる．その体験過程において，推進が停滞する状況を「構造拘束

（ structure bound）」と言い，「構造拘束」においては，体験が推進されるま

でその体験は反復されると考えられている．  

 

第６節  フォーカシング指向心理療法  

Gendlin（ 1978, 村山他訳  1982）や Cornell（ 1994, 村瀬監訳  1996）の

技法としてのフォーカシングの方法を心理療法のセッションなかに統合して

実践する（Rappaport, 2009 池見他訳  2009）のが「フォーカシング指向心

理療法」（Gendlin, 1996 村瀬他監訳 1998;1999）である．臨床でのフォーカ

シングの活用については，技法としてフォーカシングを生かす形態，観点と

してフォーカシングを生かす形態（吉良 ,  1997），間をおく技法を中心とする

形態，フォーカシングの教育を主とする形態，特定のフォーカシング技法は

利用せず体験過程の推進を全体に浸透させた形態（池見 ,  1997），カウンセラ

ー自身のフォーカシングという形態，フォーカシングの教示を自然に使う形

態，フォーカシングを教える・ガイドする形態（近田 ,  2002）などに整理で

きる．それらをフォーカシングの活用の仕方で大きく分類すると，①クリア

リング・ア・スペースの活用，②セラピストがフォーカシングのステップに

こだわらずフォーカシングを面接のなかで自然に活用する，③フォーカシン

グを技法として教える，④セラピストがフォーカシングを自分自身にもちい

ることで，面接の理解を深める，の 4 種類に分けられると考えられる．この
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整理の仕方に従うと，フォーカシング指向心理療法は，②のセラピストが面

接のなかでフォーカシングを自然に活用する方法に当てはまると考えられる． 

しかし，フォーカシング指向心理療法としてフォーカシングのステップに

こだわらず面接のなかで自然にフォーカシングを活用するとしても，そもそ

も心理療法というものは，見立てのもとに意識的に関わる営みであるので，

フォーカシング指向心理療法の下で心理面接を行おうとするときも，自然に

あるいは無為にフォーカシングを活用するのではなく，セラピストにはフォ

ーカシング指向心理療法の意義を意識しながらフォーカシングを活用するこ

とが求められるのである．そこで，本論では，成功した心理療法に共通して

生じた現象であり，“『からだ』が，たった今の生の感覚を浮かび上がらせて

くれるような，深いところがあることへの気づき（アウェアネス）であり，

また人にその気づきをもつことを援助する”（ Gendlin, 1996 村瀬他監訳

1998;1999, ｐ .4）フォーカシングの体験過程をもつことを目指した心理療法

をフォーカシング指向心理療法と定義して論じるものとする．  

 臨床的にこのような気づき（アウェアネス）が生じるには，クライエント

とセラピストの間に言語化・意識化される以前の前言語化・前概念的レベル

で優しく響きあう人と人の互いの存在感（プレゼンス）を感知しあう関係性

が確実にあることが必要条件になる．まずは，セラピストの存在感（プレゼ

ンス）を通してクライエントをフォーカシング的態度で包み込むことが治療

関係としてあるべきである．そのなかでクライエントのなかに自分の心と触

れようとするフォーカシング的態度が醸成されうると考えられる．セラピス

トとクライエントの両者のなかに生まれるフォーカシング的態度に助けら

れて，面接のなかで生成されることばを互いに傾聴する態度が高まる．また，

それぞれがフェルトセンスを感知しやすくなる関係性が立ち上がる．その関

係性のなかで面接中にクライエントとセラピスト両者のなかで生成されて

くることばを尊重し，そのことばの背後にあるそのことばが表象している互

いの心の実感を共有しようとする関係性を保つことが可能になると考えら
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れる．  
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第２章  

 

フォーカシング指向心理療法における問題との

距離のとり方 
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第 1 節  クリアリング・ア・スペースに関する先行研究  

ところで，Gendlin（ 1978, 村山他訳 1982）の「６ステップ法」の第一段

階であるクリアリング・ア・スペースだけを実施することによってもクライ

エントが問題と距離をとって，クライエントが問題に巻き込まれている状態

から開放できるよう援助できる．Gendlin のフォーカシングのショートフォ

ームの第一段階であるクリアリング・ア・スペースは，“フォーカサー（フォ

ーカシングを行う人）がある内的な問題についての内省の作業を進めていく

より前の段階で，まず自分の内面でどのようなことが問題と感じられている

かをひとつひとつ確認し，整理していく作業”（吉良 ,  1992, p.47）と説明さ

れ，“体験的距離の調整”（池見 ,  1995, p.127）のはたらきがあるとされてい

る．  

なお，通常のクリアリング・ア・スペースは図２のように示すことができ

る．核となるテーマとの心理的距離が近すぎてクライエントが面接でそれを

話題にして触れることができない場合，フォーカシングで行われるクリアリ

ング・ア・スペースでは，クライエントは自分を困らせているさまざまな問

題をからだの感じを頼りにひとつずつ確かめ，安全に置いておける距離に配

置していく．それにより，クライエントは問題との適切な距離をおいて扱う

ことができるのである．クリアリング・ア・スペースによって，クライエン

トは自分のからだの感覚への信頼が高まり，問題に取り組む意欲も高まる．

クリアリング・ア・スペースの過程では，クライエントが触れられない核と

なるテーマにセラピストも触れてみてフェルトセンスを感じると同時に，ク

ライエントがどの程度そのテーマから距離を取ろうとしているのかについて

もセラピストがフェルトセンスを感じることが大切である．そのようにして

クライエントが触れられない核となるテーマの有様をセラピストがクライエ

ントと同時に感じ取ることによって，セラピストはクライエントのそのテー

マへの触れにくさについての実感の伴った理解を得ることができる．また，

セラピストが，クライエントとそのテーマとの距離感を感じることでセラピ
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ストはクライエントのプレゼンスを感じることにもつながるのである．セラ

ピスト自身がそうして感知できたクライエントのプレゼンスにセラピストの

プレゼンスが言語的・非言語的に関わりあうのがクリアリング・ア・スペー

スの過程であると考えられる．  
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 核となるテーマ   

  

                           

 

（ 核 と な る テ ー マ に 対 す る フ ェ ル ト セ ン ス ）  （ ク リ ア リ ン グ ・ ア ・ ス ペ ー ス ）  

                                                       
      

（ 距 離 感 に 対 す る フ ェ ル ト セ ン ス ）  

      セラピスト     言語的・非言語的相互作用       クライエント  

 

     （フォーカシング的態度）     

     プレゼンス          関係性          プレゼンス  

（ ク ラ イ エ ン ト の プ レ ゼ ン ス に 対 す る フ ェ ル ト セ ン ス ）  

（ セ ラ ピ ス ト 自 身 の プ レ ゼ ン ス の 在 り よ う に 対 す る フ ェ ル ト セ ン ス ）  

図２  通常のクリアリング・ア・スペース  
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具体的なクリアリング・ア・スペースの方法を星加（ 2012, p.88）は，“気

がかりやネガティブな感じをそのまま受け取り，それを一つ一つイメージを

使って気持ちが落ち着くところに置くというものである．置き場を決める基

準は，からだの感じ，すなわちフェルトセンスである．例えば，ある気がか

り X を，目の前に置いてみる．からだの感じを確かめ，しっくりこない場合，

そこは X を置くのにぴったりな場所ではない．ホッとしたり気持ちが落ち着

く場合，X を置くのにぴったりな場所と言うことになる．”と説明している． 

フォーカシング指向心理療法において，とくに問題解決のためにその問題

の核心に向き合う必要があるにもかかわらず，その問題に接近して向き合う

ことが難しい場合，クリアリング・ア・スペースだけを用いても重篤な事例

の臨床実践において有効であると言われている（吉良， 2005）．クリアリン

グ・ア・スペースを用いて，一旦クライエントと問題との間に適切な距離を

置いたうえで，丁寧に問題に触れてゆく過程でクライエントはフェルトセン

スを通して問題を体験的に味わい理解し，問題に適切な場所を与え，心の整

理が図られるとされているのである．  

このクリアリング・ア・スペース自体が一つの技法として有効であるとい

う指摘については，福盛・村山（1994, p.110）は，“自分を困らせているこ

とから自分の身を離し，問題の中に入らず，少し後に下がり，それが遠すぎ

ない問題との関係を保っている状態”を“間が取れている状態”と定義し，

“ほどよい間”で問題にまつわる感じを感じることがフォーカシングの成功

に関連があることを示唆した．また，近田（1997）は，問題を対象化し問題

とは区別される主体としての自分を明確にすることが治療的であるとした．

さらに，井出・村山（2008）は，児童養護施設児童に集団法でクリアリング・

ア・スペースを実施し，児童の主体性および内面的な自己表現の促進や子ど

もと職員，子どもと心理職の関係の肯定的変化が示されたと報告している．

高沢・伊藤（2009）は，クリアリング・ア・スペースが精神的健康に及ぼす

影響について調査し，GHQ（一般健康調査質問紙）の総得点，社会活動障害，
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うつ傾向の得点が低減したと報告し，フォーカシング導入時の空間づくりが

それ自体でリラクセーション効果をもつという従来の知見と一致した結果が

得られたとしている．  

クリアリング・ア・スペースを臨床に応用するときには，“生活における問

題とほどよい距離をとって，それとの正しい関係”（伊藤・フォーカシング研

究所 ,  2005, p.224）をつくることが行われる．具体的には，“‘いい感じ’や，

心が落ち着く感じ，心が休まる感じを邪魔しているものの一覧” （Rappaport,  

2009, p.30）を作り，いまクライエントが感じているいくつかの気がかりを

からだの中にもっている感じを感じとり，それらの気がかりをその事柄や雰

囲気にふさわしいところが自然に心に浮かぶのを待って置いておくイメージ

をして，気がかりをひとつひとつ整理していく． クリアリング・ア・スペー

スは，“気がかりな事柄に埋没するのでもなく，捨て去るわけでもない，適切

な‘距離づくり’”（池見 ,1995 p.127）になり，ひとまず扱いにくい問題を心

理的に離れたところに置いておくのに効果的な技法である．  

 そもそもクリアリング・ア・スペースという作業自体，クライエントが向

き合いにくいテーマを意識したうえで，そこから心理的距離をとるものであ

り，増井（ 1989）が「原苦慮感」と呼ぶ，言葉にして表現することが難しい

問題を扱うものである．そもそもクライエントが言葉の形で訴える主訴とは，

クライエントがそれについて内的な違和感として自覚しえたものを，セラピ

ストに何とか伝えようとする試みであると考えるべきなのである．また，吉

良（1992）は，クリアリング・ア・スペースが体験的な効果をもつためには，

フェルトセンスが把握されていることが必要で，クリアリング・ア・スペー

スそのものが，フェルトセンスを中心とするフォーカシングの要素をすでに

含んでいる過程であるとも指摘しており，心理療法を必要とする人において

は，ある大きな問題が広汎な体験領域に広がってしまい，その問題が自分そ

のもののように感じられていることが多く，問題と主体との区別がなくなっ

て，問題から区分しうるような主体感覚が持ちにくくなっているなかで，ク
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リアリング・ア・スペースをとおした「問題感の確認と特定」「問題感に対処

しうる能動性の感覚」が問題とは分離した主体感覚を賦活することにつなが

ると論じた．さらに，クリアリング・ア・スペースは，“フェルトセンスを感

じながら意図的に自分と自分の思いの間に心理的に適切な距離を取る．その

結果，自分の内面に心地よい感じが生まれ，フェルトセンスを感じやすくな

る．”（星加，2012, p.94）という効果もあると言われている．  

 

第２節  クリアリング・ア・スペースの一技法としての  

“ Thinking About”という技法  

 セラピストは，心理面接においてクライエントの語りを傾聴することが求

められる．セラピストは傾聴することによって問題の背景を成す事実を正確

に知るだけではなく，面接過程でクライエントの内面で生起する感情や認知

の変化についていくことができるからである．傾聴を通してセラピストがク

ライエントの内面に関心を示し続けるとき，クライエントの側にも内面を見

つめる能力が育ち，心の成長や問題の捉え方の変容が起きてくる．  

ところが，面接で扱うべき核となるテーマが虐待体験が関係するような被

害的なものである場合，そのテーマに触れることをクライエントが無意識に

回避していることもある．また，問題に近づくこと自体に心理的葛藤が大き

く，問題に直接触れることを意識的に回避していることもある．そうした場

合，面接場面で問題に触れることによってクライエントが再び傷つく可能性

がある場合もある．また，クライエントが問題を身体化して身体症状で訴え

ていて問題に向き合えずに逃避していたり，言語的に語ろうとしないことも

ある．そういった場合，クライエントが問題を身体症状に置き換えて，「満ち

足りた無関心」（Benjamin J. Sadock & Virginia A. Sadock, 2003 井上他監

訳  2004, p.704）と呼ばれる病的状態に対する関心欠如が見られることも多

い．そのような場合，どのように面接でクライエントが向き合えない問題を

扱うことができるのか問題になる．そうした状況では，クライエントは問題
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に主体的に触れることができない．クライエントが問題に向き合えない場合，

“心の実感と，それを言語化したり，象徴化したりすることが困難な場合に

は，心理療法は一般的に難しい”（池見 ,  1995, pp.39-40）という指摘が当て

はまる．そのようなクライエントに対しては，通常のクリアリング・ア・ス

ペースの方法では問題を面接で扱えないほど心理的に遠い距離に置いたまま

にしてしまうので，フォーカシング指向心理療法が目指す体験過程を重視し

た面接が進展しにくいという問題が生じる．そうした課題を解決するための

技法はこれまで紹介されてこなかった．本論はそうした課題を解決する技法

として筆者が開発し，“Thinking About”と名付けた技法を新たに提唱するも

のである．  

ところで，従来のクリアリング・ア・スペースを用いるのは，核となるテ

ーマとの心理的距離が近すぎてクライエントが面接でそれを話題にして触れ

ることができない場合である．先に述べたように，従来のクリアリング・ア・

スペースの方法について星加（ 2012, p.88）は，“気がかりやネガティブな感

じをそのまま”受け取る方法であると論じている．また，福盛・村山（1994, 

p.110）も，“自分を困らせていることから自分の身を離し，問題の中に入ら

ず，少し後に下がり，それが遠すぎない問題との関係を保っている状態”を

“間が取れている状態”と定義し，“ほどよい間”で問題にまつわる感じを感

じることがフォーカシングの成功に関連があることを示唆した．こうした従

来のクリアリング・ア・スペースの過程で，クライエントは自分を困らせて

いるさまざまな問題をからだの感じを頼りにひとつずつ確かめ，安全に置い

ておける距離に配置していく．しかし，本論で問題にしているのはひとつに，

面接で扱うべき核となるテーマが虐待体験が関係するような被害的なもので

ある場合である．この場合，テーマに触れることをクライエントが無意識に

回避していることもある．また，問題に近づくこと自体に心理的葛藤が大き

く，問題に直接触れることを意識的に回避していることもある．そうした場

合，面接場面で問題に触れることによってクライエントが再び傷つく可能性
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がある．また，本論で問題にしているもうひとつの状況は，クライエントが

問題を身体化して身体症状で訴えていて問題に向き合えずに逃避していたり，

言語的に語ろうとしない場合である．そのような場合，核となる問題との心

理的距離を調整するだけの従来のクリアリング・ア・スペースの方法ではク

ライエントを安全な心理的距離に置いたままになり，核となる問題をいつま

でも扱うことができないという問題が生じる．  

また，従来のクリアリング・ア・スペースの過程では，図２にあるように，

クライエントが触れられない核となるテーマにセラピストも触れてみてフェ

ルトセンスを感じる．しかし，本論で問題としている面接場面のように，問

題に触れることによってクライエントが再び傷つく可能性がある場合やクラ

イエントが問題を身体化して身体症状で訴えていて問題に向き合えずに逃避

していたり，言語的に語ろうとしない場合においては，クライエント自身が

触れられない核となるテーマにセラピストが触れてフェルトセンスをもとう

とする面接構造では面接は継続しにくい．心理面接においては，セラピスト

はクライエントと関係性をもちながら関わるのであり，クライエント自身が

触れられないテーマにセラピストだけが触れてその関係性を維持するという

ことはセラピストの自己一致を妨げるのからである．  

さらに，先に述べたように，近田（ 1997）は，問題を対象化し問題とは区

別される主体としての自分を明確にすることが治療的であるとしている．吉

良（1992）も，心理療法を必要とする人においては，問題から区分しうるよ

うな主体感覚が持ちにくくなっているなかで，クリアリング・ア・スペース

をとおした「問題感の確認と特定」「問題感に対処しうる能動性の感覚」が問

題とは分離した主体感覚を賦活することにつながると論じている．この点，

筆者が“Thinking About”と名付け，本論で提唱するた技法は，従来のクリ

アリング・ア・スペースに比べ，問題を対象化し問題とは区別される主体と

しての自分を明確にしやすいという利点をもっている．  

同じく，吉良（1992）は，クリアリング・ア・スペースが体験的な効果を
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もつためには，フェルトセンスが把握されていることが必要で，クリアリン

グ・ア・スペースそのものが，フェルトセンスを中心とするフォーカシング

の要素をすでに含んでいる過程であるとも指摘している．しかし，フェルト

センスがどのようにクリアリング・ア・スペースに含まれているのか，これ

まで明確ではなかった．筆者が本論で提唱する“Thinking About”は，クリ

アリング・ア・スペースにおいてクライエントとセラピストの両者が何に対

してフェルトセンスをもつのか，それがどのように体験過程を促進するのか

明確にした点も独創的である．  

 以上のいくつかの観点から，筆者が“Thinking About”と名付けた技法を

本論で新たに提唱する価値があると考える．  

 本研究では，筆者が臨床経験から開発した“Thinking About”という新た

に提唱する技法について，心理的葛藤によって問題に近づけなかった２事例

と問題を身体化することで核となる問題から回避していた２事例を用いてそ

の臨床的価値と理論について明らかにする．  

 なお，事例を発表するにあたっては事前にクライエントの承諾を得てい

ることをここに記す．また，事例の記述にあたっては，クライエントのプ

ライバシーの保護のために面接の流れを損なわない程度に事実を改変し

たり省略したりしている．  

  

第３節  本研究の構成  

 本 研 究 は フ ォ ー カ シ ン グ 指 向 心 理 療 法 の 一 技 法 と し て の “Thinking 

About”の理論と臨床について４事例から論じたものである．  

 すでに記述したように，第１章では，フォーカシング指向心理療法の基礎

を成すフォーカシングの考え方について「フォーカシングとフォーカシング

指向心理療法」と題して，フォーカシングが生まれてきた背景や心理療法の

なかでのフォーカシングの位置づけについて紹介した．また，技法としての

フォーカシングの具体的な流れを Gendlin の「６ステップ法」と Cornell の



38 

 

「５ステップ法」などを通して紹介しながら，フォーカシングで起こる代表

的な現象について説明を加えた．さらに，フォーカシングを臨床に応用する

フォーカシング指向心理療法の定義について述べた．  

 第２章（本章）では， “Thinking About”の背景となるクリアリング・ア・

スペースに関わる先行研究を紹介するとともに，本研究の方法と目的を記述

した．本節で本研究の構成について述べた後，クリアリング・ア・スペース

の一技法としての “Thinking About”の臨床場面での適用条件や “Thinking 

About”の具体的な手順について述べる．  

第３章では，心理的葛藤によってクライエントが主訴に当初は淡々と語る

ばかりで向き合えなかった事例研究１「“ Thinking About”によって問題に

向き合うことへの心理的葛藤を扱った事例－復讐心を淡々と語る男子中学

生との面接過程－」とクライエントが向かい合えないテーマを表面上は主訴

として意識していたが，そのテーマに向かい合おうとすると抑うつから身動

きできないでいた事例研究２「核となるテーマについては話したくないと言

った女性に“ Thinking About”を適用した事例－夫の以前の恋人に強い復讐

心をもち続ける女性との面接」の２事例をもとに “Thinking About”の臨床場

面での適用について論じる．  

  また，第４章では，身体化していて核となるテーマに向かい合えなかった

事例に関して論じる．事例研究３「核となるテーマを考えると身体症状が激

しくでるので語りたくないと述べた女性に“ Thinking About”を適用した事

例－母親との関係に向かい合えず問題の中核を語れなかった女性との面接過

程－」で向き合えないテーマについて語ることを最初から強く拒否していた

場合について，また，事例研究４「核となるテーマに直面することを避ける

女子高校生に“Thinking About”を適用した事例」で向かい合えないテーマ

について身体化していて語れなかった場合について論じる．  

第５章は，総合考察で，第１節では心理的葛藤を扱う方法としての

“Thinking About”の意義を考察し，第２節では身体化した問題を扱う方法と
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しての “Thinking About”の意義について論じる．また，続けて“Thinking 

About”で生成されることばが，語らないことによって語る構造をもっている

ことを考察し，最後に “Thinking About”の限界と今後の展望について述べる． 

 

第４節  “Thinking About”の適用条件と方法  

１  “Thinking About”の適用条件  

 心理的葛藤によって問題に近づけなかったり，問題を身体化することで扱

う必要のあった核となる問題から回避していたりする場合など，通常のクリ

アリング・ア・スペースの方法では核になる問題に触れられないで面接が実

感をもって進まない場合に，“Thinking About：周辺を考える”というクリ

アリング・ア・スペースの一技法が有効である． “Thinking About”では，セ

ラピスト側からみて，クライエントに向き合いにくく，語りにくい問題があ

ることが明確で，時間をかけてクライエントが向き合えない問題を語れるよ

うになるのを待つだけでは，クライエントの心の整理が進まないと判断され

るとき， ”Thinking About”の適用となる．また，クライエント自身が，自分

が核となる問題に触れ合えていないと自覚していてもいなくても “Thinking 

About”を用いることができる．  

  

２  “Thinking About”  の方法  

“Thinking About”とは，クライエントが向かい合えない問題と適切な距離

をもちながらその周辺を立体的に「 ”Thinking About”  （その周りを考える）」

することを意味する．“Thinking About”という熟語は辞書では ,字義的には

“…のことを（いろいろと）考える，思いを巡らす，考慮 [配慮 ]する，思い

やる”（井上・赤野 ,  2007, p.1888）と定義されている．前置詞 about は ,“On 

all sides of; surrounding, In the vicinity of around”  （Berube MS et al, 

1976 p.68）と定義されているように，対象物に対してその周辺で取り囲むよ

うに近接している位置関係を意味する．そこで，“Thinking About”とは，
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直接触れることがクライエントにとって危険な核となるテーマの周囲をあら

ゆる角度から立体的に近づきなからも直接には触れずに考えていく方法と定

義できる．クライエントが向かい合えない問題と適切な距離をもちながらそ

の周辺を立体的に“Thinking About”（その周りを考える）」するこの技法は，

クリアリング・ア・スペースのひとつの技法であり，直接触れるには危険な

核となるテーマの周囲をあらゆる角度から立体的に近づきなからも直接には

触れない方法である．この技法では，セラピストがクライエントの語りから

感じとるフェルトセンスをたよりに，クライエントとクライエントが直接触

れられない問題との間の距離感を調整しながら安全にクライエントが核とな

るテーマを味わうことができると考えられる．  

 “Thinking About”とは，次のような３段階で構成されている．①クライエ

ントが意識的に向かい合えない核となるテーマの周囲をセラピストがクライ

エントと自分自身のフォーカシング的態度を育てながら話題にする．②クラ

イエントによって核となるテーマと周辺の問題との関係性がアナロジーによ

って言語化されるのを見守る．③アナロジーが生成されたなら，そのアナロ

ジーに寄り添いながら，そのアナロジーがもつスキーマと問題とクライエン

トとの関係性の類似をテーマにしながら面接を深め，クライエントが向かい

合いにくかった問題の捉え方の変容を図る．  

“Thinking About”の過程をモデル化すると図３のようになる．まず，核と

なるテーマの周辺に位置するいくつかあるテーマでクライエントが語ろうと

することができる周辺の話題を選択する．その選択はクライエントとセラピ

スト関係のなかで行われる．セラピストがクライエントにとって心理的に安

全に扱えるテーマであることを確かめながら，クリアリング・ア・スペース

を用いて，向かい合えない核となるテーマから心理的距離感をとることによ

って， クライエントと扱う話題となる話題が選択される．選択される話題は

移り変わることもある．それが，段階①クライエントが意識的に向かい合え

ない核となるテーマの周囲をセラピストがクライエントと自分自身のフォー
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カシング的態度を育てながら話題にする，という過程に相当する．それと同

時に話題となるテーマを巡ってフォーカシング的態度で面接が進む．フォー

カシング的態度でそのテーマを扱うことによってクライエントは，まず，ク

ライエントが扱える話題とクライエント自身との関係性を語ることができる

ようになる．クライエントが扱える話題は核となるテーマそのものではない

が，核となるテーマと関連性のある話題である．それでクライエントは，ク

ライエントが扱える話題を語りはじめながら，その過程で核となるテーマと

自分自身との関係性を扱うことになる．その語りがフォーカシング的態度で

見守られるなかでクライエントは当初クリアリング・ア・スペースしていた

核となるテーマとの関係性を扱うようになり，前言語的・前概念的な気づき

から生成されるアナロジーの形で核となるテーマと関係性を語り始める．こ

れが，②クライエントによって核となるテーマと周辺の話題との関係性がア

ナロジーによって言語化されるのを見守る，という段階である．核となるテ

ーマと周辺の話題との関係性を表現するアナロジーが生成されたとき，この

段階は終了する．そのアナロジーは，直接核となるテーマとクライエント自

身の関係性と同じスキーマをもっているため，そのクライエントとセラピス

トの間で生成されたアナロジーを面接で扱うことによって，クライエントは

核となるテーマとクライエント自身の関係性について語れるようになるので

ある．これが，③アナロジーが生成されたなら，そのアナロジーに寄り添い

ながら，そのアナロジーがもつスキーマと問題とクライエントとの関係性の

類似をテーマにしがら面接を深め，クライエントが向かい合いにくかった問

題の捉え方の変容を図る，という段階である．  

ところでここで言うフォーカシング的態度とは，自分自身が感じること，

すべての経験に許容，受容，優しさ，好奇心を保つこと（Cornell , 1996 大

澤・日笠訳 1999）であり，オープンであること，優しさ，友好的であること，

許すこと，尊重すること，受け取ること，傾聴することが重要な特徴となる

態度である（伊藤・フォーカシング研究所 , 2005）．フォーカシング的態度と
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は，フォーカシングが可能になるような内的環境をつくり出すフォーカシン

グの五つのスキル（Cornell, 1994 村瀬監訳  1996）である「認めること」

「関係を見つけること」「友だちのように居ること」「共鳴させること」「受け

取ること」と関係する態度であると考えられる．実際の面接ではセラピスト

がセラピストとクライエント双方にフォーカシング的態度を醸成させること

が肝要である．フォーカシング的態度を面接のなかで継続的に醸成させるこ

とによって，“思考や考えの一人歩きや連鎖といった知性（頭）から来る自己

を尊重しな い内なる 批評家的な 作用を防 ぐ ”（ 山崎・内 田・ 伊藤 ,  2008, 

pp.491-492）ことが可能になり，実感のともなった体験的な面接過程を導く

ことができると考えられる．  

 

 

 

 

 

 



43 

 

 周辺の話題  

       周辺の話題  

 

 周辺の話題  話題に選ばれた周辺の話題  

 核となるテーマ   

①  （ ク リ ア リ ン グ ・ ア ・ ス ペ ー ス ）  

                              ② （ ア ナ ロ ジ ー の 生 成 ）  

 
 周辺の話題   

 

 

 

①→②→③の順で  

“Thinking About”の  

過程がすすむ  

① （ 向 き 合 う ）  

                     

                                          
          

 

 

（ 距 離 感 に 対 す る フ ェ ル ト セ ン ス ）  

（ 話 題 に 選 ば れ た 周 辺 の 話 題 に 対 す る  

フ ェ ル ト セ ン ス ）  

                                  ③ （ 生 成 さ れ た ア ナ ロ ジ ー に よ る 語 り ）  

  

セラピスト     言語的・非言語的相互作用     クライエント  

  

           （フォーカシング的態度）       

    プレゼンス          関係性            プレゼンス  

（ ク ラ イ エ ン ト の プ レ ゼ ン ス に 対 す る フ ェ ル ト セ ン ス ）  

（ セ ラ ピ ス ト 自 身 の プ レ ゼ ン ス に 対 す る フ ェ ル ト セ ン ス ）  

                                                                                
     

図３  “Thinking About”の過程  
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第３章 

  

事例研究－心理的葛藤によって問題に向き合え

なかった２事例 
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第１節  はじめに  

クライエントと問題との関係性において何らかの葛藤があり，クライエン

ト が 問 題 に 向 き 合 え な い 場 合 に “Thinking About” を 用 い た ２ 事 例 か ら

“Thinking About”の臨床応用について論じる．また，２事例に共通している

復讐心による葛藤について考察する．  

一つ目の事例では，いじめ被害に関連して最初意識していなかった強い復

讐心から逃れられないクライエントに対して  “Thinking About”を用いた．

葛藤が強いために問題を扱えないときに “Thinking About”が有効であるこ

とを明らかにする．  

二つ目の事例では，夫がつきあっていた女性に対して不公平感，うらみ，

憎しみから生まれてきた強い復讐心をはっきりと意識してもち続けるが，相

手のことを考えると身動きできないで抑うつ状態になっていた女性との面接

過程を取り上げる．とくに，問題との関係性をクライエントが語りだすとき

にアナロジーを用いることで，直接触れるには危険な核となる問題を明確に

語らなくても，クライエントが新たなスキーマを学習し，核となる問題に対

する見方を変容させることができることを明らかにする．  

 

第２節  事例研究１  「“ Thinking About”によって問題に向き合う  

ことへの心理的葛藤を扱った事例－復讐心を淡々と語る男子  

中学生との面接過程－」  

１  問題と目的  

 面接に来談するクライエント（以下，本節では Cl と略す）のなかには，語

るには辛いと思われる体験でありながら，それについて感情を交えずに淡々

としかも多弁に語る Cl がいる．そうした Cl は，“知的客観化 /一般化”（髙工，

2004）の傾向が強く，問題を表面的な言葉の理解だけで解決させようとしが

ちである．そうした Cl は言葉やイメージを使って問題を対象化したり象徴化

したりすることが苦手で，セラピスト（以下，本節では Th と略す）も， Cl
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との間で転移や逆転移を得ることが少ないので，面接を展開させるのが困難

なことが多い．  

「妄想－分裂ポジション」（Klein M, 1946）以前の最早期の対象関係世界

を描写する際に，Bick E（1968, 松木監訳 1993）は，原初的皮膚機能の障

害のために形成される「第二の皮膚」という概念を提唱した．この「第二の

皮膚」をまとった人の特徴には，「筋骨たくましいタイプの自己の包み込みの

形成」と「言語的な能力の異様な亢進」がある．これらの特徴は，本研究で

扱う「辛い体験を感情を交えずに淡々と多弁に語る Cl」をよく描写している． 

また，Sullivan（ 1954, 中井他  1986）は抑揚などの声の調子に Cl の思

いや感情が表現される「音声的（ヴォーカル）なコミュニケーション」 を精

神医学的面接で重要なものとしている．「第二の皮膚」の特徴をもち，辛い体

験を知的客観化して淡々と語る Cl は，それとは対照的に，もっぱら表面的な

言 語 用 い て 面 接 を 「 言 語 的 （ ヴ ァ ー バ ル ） な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 場 」

（  Sullivan, 1954，中井他訳 1986）にしているといえよう．増井（ 2004, 

p.110 ）は，Th がフォーカシング的態度と音声的（ヴォーカル）なコミュニ

ケーションの場を導入することの重要性を述べるなかで，“Vocal を聞くこと

による面接自体が，患者のより本来的な自己感覚や desire をより賦活し，そ

のことにより患者の自体感の膨らみやあり様が変化し易い状況を与える”と

指摘している．  

本事例は，「知的客観化」の傾向が強く，「第二の皮膚」をまとっていると

思われる Cl との面接である．Cl は強い復讐心をもち，「筋骨たくましいタイ

プの自己の包み込みの形成」や「言語的な能力の異様な亢進」といった「第

二の皮膚」の特徴を備えていた．本事例を通し，Cl をフォーカシング的態度

を用いて言語的（ヴァーバル）なコミュニケーションの場に導いた過程につ

いて考察したい．  
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２  事例の概要  

クライエント：面接開始時，中学校 2 年生，14 歳男子（以下，Ａと略す）．  

面接の構造：筆者が相談員を務める Z 大学心理教育相談室に面接の申し込み

があった．遠方からの来談であったので，２週間に１回の頻度で面接をはじ

め，Ａの心理状態に落ち着きが見られるようになった #17 からは月１回に変

更した．  

主訴：中学校 1 年次（ X－ 1 年）の一学期から校内でのいじめが原因で不登

校になった． Cl は，祖父の死の直後（ X－１年 7 月）に精神病レベルにまで

不安が高まり，精神科救急に搬送された．以後，通院で薬物療法を受けてい

る．X 年 5 月に父親（以下，Fa と略す）が自殺した．その後，Fa の死は自分

が学校でいじめられていたのが原因だという考えにとらわれ，再び精神病レ

ベルで反応し，数日間入院加療を受けた．それ以来，いじめの加害者に対す

る「復讐心が頭から離れないで困っている．」ということである．また自殺願

望，不眠，食欲不振があって苦しいという訴えもあった．  

家族構成と家族の背景：Ａと母親の２人家族．母親は，無職．亡くなった

Fa（ 50 歳代後半）は，典型的な高学歴で高度な専門職に就いていたが，数年

前から大うつ病で休職していた． X 年４月に現住所に一家転住したが，その

後，病状が悪化し， X 年 5 月，自宅で縊死．第一発見者は，Ａであった．母

親は，40 歳代前半で，知的な話し方をし，かなり若々しく見える．Ａは，小

学校低学年から病気がちで欠席が多く，身体の弱さを理由にいじめられるこ

ともあった．進学校に入学（ X－ 1 年 4 月）するが，その直後から，「運動が

不得意で頭でっかちであることでいじめられ」（ #1），１学期途中から不登校

になっていた．  

アセスメントと面接の方針： A の強い復讐心を収めることを面接の目的と

する．Ａの問題には，祖父と Fa の死の受容の問題が関係しているようである

が，２人の死に直接向かい合えるほど A の自我は強くない．客観的に淡々と

辛い体験を語る A は，いじめ加害者に対する復讐心にも向い合えないでいる．
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Ａにはしばらく支持的に接し， A が生々しい復讐心に飲み込まれて危機的な

状況に陥らないように留意する． A の自殺願望は明確にその実行を禁止し，

その心配がなくなってから，A の復讐心を扱うことにする．A が通院し心理療

法を受けることを許可した医療機関とも連携する．医療機関受診時では，一

時的な錯乱状態をともなう精神病であるという診断であり，しばらく薬物療

法が継続した（ #18 まで）． Th も面接開始直後は Cl に人間味が感じられず人

格に荒廃した印象を受けたが，初回面接終了までには言語的な相互コミュニ

ケーションを通して Cl の現実検討能力が機能していることが確認でき，神経

症レベルにあると判断して面接を開始した．  

 

３  面接経過  

プライバシー保護のために，面接の流れを損なわない程度に関係者に関わ

る事実は削除されている．A の発言内容は「  」で，Th の発言内容は，＜  ＞

で示す．  

 

第Ⅰ期  「頭」と「体」による復讐を淡々と語る（ #1～ #6 X 年７月～ 9 月） 

#１で A は引越し前に進学校に通っていて暴力的ないじめを受けていたこと

を小声で語った．＜前に住んでいたところはこのあたりと雰囲気は違う？＞

と尋ねてみると， A は「遠くにビール会社の本社が見えて，その大きな広告

看板が印象に残っている．いつもそのロゴを自分の部屋の窓から眺めてい

た．」と教えてくれた．その後，A は，Fa の死について早口で話した．A が「あ

そこは緑が少ない地域だった．」と述べたとき， Th は植物が成長できないよ

うな無機質な環境で A がいじめに耐えていたことを実感できた． A にはビー

ルのブランド名のロゴだけが生活感のある生き生きしたものに見えたのでは

ないか，という思いが Th に迫ってきた．  

A は， Fa について，自分が自殺の第一発見者だったことを淡々と述べた．

「泣くことはなかった．でも，脱力感はあった．父の死後，中学時代のいじ
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めが父の死に関係があると考えてしまうようになった．加害者は自分より学

業が優秀だったので余計に許せない．」と感情を交えずに語った．A のいじめ

加害者に対する復讐心は，Ⅰ期を通じて繰り返し語られたが， Th は， A が強

い復讐心をあまりにも淡々と感情を交えずに語るので気持ちがついていかな

かった．撃沈される寸前の戦艦が言葉の対空砲火を浴びせ続けているイメー

ジを Th は浮かべた（ #1）．聞くに堪えない暴力的な内容を詳細にではあるが，

自分の感情には決して触れずに淡々と語る A が，Th には遠くにいる感じがし

ていた．そこで， #2 以降，面接の最初の部分で， A の睡眠時間や食欲などの

体調を必ず確認することにした． A は次第に数字で睡眠時間と食事の量など

を語るようになった．この方法は， A がどれほど復讐心に翻弄されているか

Th が感じとる尺度となった．また，淡々と語って，自分が語っている内容の

重みを実感しにくい A が自分の体験の重みを客観的に確認する方法にもなっ

た．  

#２以降も，いじめ加害者に対して復讐をしたいという気持ちが淡々と語られ

続けた．「小学生の時，僕の学習能力はすごかった．それを復活させて相手を

言い負かしたいと思っています．」（ #３）  というように言葉による復讐が繰

り返し語られた．  

 一方，A は，体を鍛えることにも取り組んだ．「体を鍛えて復讐できるよう

に備える」（ #３），「腕力を鍛えるために，テニススクールに行くようになっ

た．」（ #４）という具合である．「所詮，力には力だと思う．」（ #４）などと筋

力をつけて復讐することも淡々と語った． #５では，「ガンジーの無抵抗非暴

力主義を両親から教えられてきたが，その考え方に戸惑っている．いじめに

は，ガンジーの考え方では対応できないと思う．自分は筋力のある体をつく

りたい．そうやって強い体を手に入れたら，そのときはひどい復讐をするか

もしれない．」と言う．＜体力で負けたのが悔しかったのだね．＞と応答する

と，「自分は，極小未熟児で生まれたので，体力を身につけることが復讐には

大切．」と言い，毎日，筋力トレーニングをしたおかげで，腕などに筋肉がつ



50 

 

いてきたことを語った．第Ⅰ期では，「体と頭で復讐できれば最高．」という

言葉が繰り返し語られた．  

 

第Ⅱ期  「頭」と「体」の鍛錬をするなかで，ほどよく疲れる（ #7～ #18 X

年 10 月～ X+1 年 5 月）  

A は，体力と知的能力で復讐したいという願いを行動で表現するようにな

った．第Ⅰ期で通い始めたジャズピアノとテニススクールに加えて，パソコ

ン教室と英会話教室，そして，スポーツジムにも通い始めた．さらに，毎夜，

ジョギングもするようになった．勉強で復讐するために，「問題集を 10 冊ほ

ど買ってきてガンガンはじめた．」（ #８）さらに，Ｘ年 11 月には，６つ目の

習い事であるエレクトーンも習い始めた．購入したのは，「最新機種で，使い

こなせる講師がエレクトーン教室にはいないほどのもの．エレクトーン演奏

が脳の活性化によいと聞いて購入した．」（ #11）．#８以降，A の習い事の多さ

に Th は驚き， A の行動力についていけない気持ちがした．  

Th は淡々と語るだけの A が習い事の多さに実際にどれほど疲れているかに

思いを馳せ，そのときに Th 内部に生まれる感覚にフォーカシングしながら A

の話を聴いていくようにした．＜疲れを体のどこで感じる？＞（ #12），＜そ

の胸にこみあげてくるような疲れってよく感じるの？＞（ #13）などと尋ねる

と， A は「最近は毎日の日課がつまってきて，学校に行っているのと変わら

ない．疲れを感じることもある．体の中から胸に上がってくる感じかな．」

（ #12），「夕方になるとさすがに疲れが胸にこみあげてくることが多い．でも，

ここまでいろいろやって少し疲れを感じると，逆に学校に行っても大丈夫の

ように思えてきた．  

中学校が無理なら高校から登校してもよいと思っている．」（ #13）と語りだ

すようになった．そこには，表面的な淡々とした言葉で理解して済まそうと

する態度ではなく，内的感覚にフォーカスして自分の疲れを身体感覚として

感じとろうとしている A の実感がこもった言葉があった．また，このころに
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なると，面接の最初の部分で睡眠時間や食欲を尋ねても，就寝時や食事の様

子をいくらか感情を込めながら母親とのやり取りなどを含めて語るようにな

った．  

淡々と語ることが少なくなった A に対して， Th は面接中， A がたしかに現

前にいるという A の存在感を強く感じとるようになってきた．そこで， #17

で＜体力がついて勉強もできるようになれば学校に戻れるのかな？＞と A が

自分に向き合えるか確かめるために率直に尋ねてみた．A は，「強くなるには，

体力と勉強以外にもう一つ何か，もっと強い存在感みたいなものが必要．復

讐心がこみ上げてきて困ることもあるけれど，頭や体で実際に実行する復讐

心というものはもうほとんどありません．今は生きる目標，存在感みたいな

ものが欲しい．勉強をガンガンするのも自分らしくないし，スポーツでは本

当の自信がつかないこともわかった．これからは，自分の存在感って何か考

えていきたい．」と答えた．  

A は，習い事のうち，英会話学校，エレクトーン，コンピュータ教室，テ

ニススクール，スポーツジムを自分の判断で次々とやめていったが，「ジャズ

ピアノだけは自分の居場所を感じるので続けようと思っています．」（ #17）と

語った．来春の高校受験のために受験勉強を始めたが，「間に合わなかったら

一年遅れてもよい．」（ #18）とも言う．また，医療機関の通院，服薬は医師の

指示で中止された（ #18）．  

 

第Ⅲ期  復讐心の周辺をアナロジーで語る  （ #19～ #27 X+1 年 6 月～ X+2 年

4 月）  

「存在感」という言葉を口にしてから， A は自分の存在のあり方について

アナロジー（類推）を用いて語りはじめることが多くなった．「復讐心につい

て考えるのはまだ怖い．考えるとパニックになりそう．でも，復讐心はドー

ナツのように中身がなくなってきたと思う．自分の存在感がそこにあるはず

なのに．」（ #19）と語る A は，自分の存在感を模索するかのようにアニメを次々
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と読んでその主人公の生き方を自分の存在のあり方と比較して Th に語った．

アニメは，幼児の世界を描くものから青年期の主人公がだんだん強くなる物

語にまで読みすすめられた． Th は， A の存在感の模索の過程を重ね合わせて

それらのアニメの内容を聴いていった．  

A は，自分の存在のあり方を語ろうとしても，「あ～」とか「う～」とかう

めき声を発して立ち止まることが多かったが，やがて「～のような」という

比喩表現（直喩）を用いて自分の存在のあり方の周辺について語ることが多

くなった．Th も一緒になって A の存在のあり方を比喩で考えようとし，その

いくつかは A と検討した．たとえば，「音楽家のような自分」，「コンピュータ

関係の仕事をしているような自分」，「組織のなかでは働けないような自分」，

「お金持ちではないような自分」といった具合である．最後に A がぴったり

かもしれないと語った比喩表現は，「キリストに救われたような自分」（ #25）

というものである． Th は， A の存在のあり方にピッタリする比喩表現が見つ

からずにもどかしく感じるその感覚にフォーカシングしようとするなかで，

フォーカシング能力を高めることができていたが， A のこの言葉が刺激にな

って，瞬時に Th のなかに自殺を遂げた Fa が柱に掛かっている姿が鮮明に立

ち現われた．そして，そのイメージに導かれながら，キリストの死と Fa の死

の関係にどんなアナロジーがあるのか確認しながら聴いていった．キリスト

教の背景をもつ A は，「キリストは人類の原罪を贖うために死んだ． Fa もう

つ病で死んだというより，何かまだ誰も気付かない家族の理由，それは病気

の Fa が生きていることで家族に迷惑をかけてしまうという消極的な理由か

もしれないけれど，キリストが人類を愛してその救いのために死んだように，

Fa も家族を愛するがゆえに死を選んだにちがいないと思う．そう考えるよう

になったので，死を選択した Fa を受け入れ，これからも Fa を尊敬して生き

ていけると考えるようになった．」と説明を加えた．さらに， A は Fa のこと

を「鴨居に掛ったキリスト」（ #25）という隠喩（メタファー）でも呼んだ．

このとき，Th の柱に掛かった Fa のイメージが Fa の家族を思う気持ちととも
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に Th に迫ってきた．A によると，この隠喩は「完璧にぴったりくるものでは

ない．」が，「自分の存在感をもつには役に立つ．」と語られた．  

ところで，復讐心については，「ときどき思い出したように強い憎しみがよ

みがえることはある．」（ #20）が，「たとえ加害者に出会っても，もうどうで

もよい．」（ #21）と言えるようになった．面接で語られる復讐心も，整理され

て力を失ったもののような印象があった．Th は A が復讐心を対象化し織り込

んだことを確認するために，神田橋（ 1990）が，イメージだと取り返しがつ

くので，試しに死んでみることをするといろいろなことが見えてくるのでは

ないかと論じていることを参考に ,＜実際に復讐したらどうなるか考え，その

結果についてイメ－ジしてみるよう＞（ #23）A に促した．A は，「復讐したい

自分も今ここにいる自分も同じ自分であることが感じとれる．」（ #23）とか，

「イメージしてみても復讐してたいしてよいことは起こらないことがわかり

ました．復讐はもうどうでもよくなりました．」（ #24）と述べた．#26 で A は，

いじめの舞台になった以前の居住地に母親と二人で数日間滞在する機会があ

ったことを報告し，その土地で過ごしても復讐心に脅かされなかったことか

ら，「自信が生まれた．」（ #26）と述べた． A にとって「復讐心は，意識すれ

ば感じられるようなもの，歩いても走ってもついてくる．でも，意識しなけ

ればよい．これからは一人でやっていけますよ．」（ #27 ）と述べ，終結とな

った．終結後，Ａは高校，大学に進学し順調に生活している．  

 

４  考察  

（１）  A の無抵抗・非暴力の価値観からくる復讐心  

一見すると， A のいじめ加害者に対する復讐心は， Fa の死と直接的な因果

関係はないように思われる．しかし，自分と Fa の存在のあり方を同一視して

いた A にとって，Fa の死によっていじめ加害者に復讐心をもち，自分も死ん

でしまいたいと思ったことは自然なことであった．  

知的レベルの高い専門職を輩出してきた父方家系に属すると自覚していた
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A にとって，祖父の死，そして約 10 ヵ月後の Fa の自殺は，これまでの勉強

中心の自分の生き方を否定する危機的な出来事となった．そこから生まれた

A の復讐心は，A の存在を支えてきた自己愛の表現形でもあった．いじめ加害

者が自分より成績がよかったことが， A の復讐心を増幅したことも了解でき

る．また，A が復讐心をもったことは，「ガンジーの無抵抗非暴力主義を両親

から教えられてき」（ #5）た A のキリスト教的博愛主義に基づく価値観を真っ

向から否定することにもなった． A はこの価値観を大切にして教育されてき

たので，この価値観も A の自己愛を支えるものとして機能していた．それで，

A の復讐心は，A の生まれに関わる自己愛を支える一方で A の価値観を支えて

いる自己愛を否定してしまうものにもなるという両義性をもっていたのであ

る． A は，このアンビバレントな復讐心を現前にして，立ち止まざるをえな

くなったのであろう．そのようなわけで， A は「分裂－妄想ポジション」以

前の非象徴化レベルともいえる原初的なレベルにまで退行し，一時的に精神

病レベルと診断されるほどの不安定な状態になったと考えられる．  

このように A の復讐心は A の存在のあり方を分裂させる両義性をもってい

たため， A は復讐の実行に向けて全く身動きできず，ただその復讐心の原因

となった出来事や感情を面接で淡々と語るだけであった．復讐心をもっては

ならないという禁則を両親から与えられていた A は，復讐心と向きあおうと

しても，実際に復讐を行動に移すことをイメージするなど加害者との関係性

のなかに復讐心を位置づけることはできなかった．復讐心を抱えられない自

分のあり方だけを直視して苦しむだけであった． A は，一向に弱まらない復

讐心を抱えながら，自意識過剰状態になり，自己を攻撃するスパイラル状態

にますます陥っていた．  

ところで，A が復讐方法としてこだわったのは，「体と頭で復讐できれば最

高．」（ #5）と語ったように，筋力をつけて加害者を圧倒するという肉体のレ

ベルでの復讐と勉強して加害者を言い負かすという言語的なレベルでの復讐

の 2 種類の方法であった．肉体のレベルでの復讐は，極小未熟児として誕生
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したＡにとって肉体的存在を賭けた意味をもっていたと考えることができる

し，言語的なレベルでの復讐に関しては，知的レベルが極めて高い父方家系

に自分が属しているという強い意識が幼少からあったことや自分より成績が

よい級友にいじめられたことに強いこだわりがあることから考えて，Ａの実

存的存在を賭けた復讐方法であったと考えることができる．しかし，これら

の復讐方法に向けて体力増強や習い事に励むことは，博愛主義にもとづく教

育を受けるなどおよそ復讐心とは無縁な家庭で育ち，スポーツが不得意で体

力増強にはまったく関心がなかった A の本来の姿からは想像できなかったこ

とであり，周囲を驚かせる突然の行動変化であった．  

 

（２）  「第二の皮膚」からみた復讐心の特徴  

非象徴化レベルともいえる原初的なレベルで生じた A の復讐心が肉体的な

筋力の増強と言語的な多弁という二種類の復讐の方法をもったことは，「第二

の皮膚」の概念から説明することができる．  

前述のように，「第二の皮膚」とは，Bick E（1968, 松木監訳 1993 ）が，

人間の最原初的形態のときに，境界として機能し，人格の部分部分をまとめ

るものとして働いている正常な皮膚機能を代用し，全体的な無統合状態破滅

不安を防衛するものとして提唱した概念である．「第二の皮膚」を発達させた

人の特徴には，「部分的あるいは全体的なタイプの筋骨たくましい殻，または，

それに相当する言語的筋骨たくましさ」があると言われている．  

本来，皮膚感覚というものは，抱っこや授乳，それに伴う話かけなどの過程

でまとまってゆき，自己存在感が保障されたあたたかい関係性のなかで感じ

とられ，発達していくものであろう．そうした過程で，柔軟性のあるほどよ

い距離感が保たれた対人関係性が育つのである．しかし，対象との関係に問

題があって「筋骨たくましい殻」をまとった場合，そこにあるのは皮膚感覚

ではなく，筋肉感覚である．そこには対象とぶつかり合う攻撃性や対象から

自己を防衛する闘争的な姿が見られる．筋肉を鎧のように身につけていたの
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では，全体的なまとまりを維持できたとしても，疲れ果ててしまう．鎧を身

につけているだけでも内なる自我は常に力を抜くことができない．  

また，A は，「第二の皮膚」をまとった人のもう一つの特徴である「言語的

筋骨たくましさ」も備えていた． A は，辛い体験を淡々と繰り返し語ること

で，その特徴を示していた． A は，同じような言葉を発し続けることで周り

から自分を精一杯守っているように感じられ，言葉の対空砲火を来襲する攻

撃機に浴びせ続ける撃沈寸前の戦艦のようなイメージを Th に与えた（ #１）．

A の言葉の砲撃が激しいので， Th との友好的な相互コミュニケーションが入

り込む隙はないように思われた． A と意味ある相互コミュニケーションを行

うためには，Th が A と思いや感情が自由に行き交う場である「音声的」なコ

ミュニケーションの場を作り出すことが必要に感じられた．  

 

（３）  「第二の皮膚」の特徴をフォーカシング的態度につなげる援助  

A は，「第二の皮膚」の「筋骨たくましい殻」の表現形として，スポーツな

どの多くの習い事をした．しかし，いくら握力や背筋力などの客観的数値の

変化で筋力がついてきたことが客観的に理解できても， A はいじめ加害者に

も，復讐心に翻弄されている自分にも向き合えず，淡々と経験した事実を述

べるばかりであった．そこで， Th は， A に身体が疲れるという感覚を感じと

らせることによって，自分の存在感を A に主観的に感知させる方法をとった． 

最初，A は自分の身体の疲れを感じとることはできなかった（ #2）．A には，

身体感覚を感じとるだけの自己の存在基盤もなかったのであろう ．成瀬

（1988）が「心的自己」の基礎として重要であると指摘する「自体感」（「自

分のからだとして実感する感じ」）が A には欠如していたと思われる．濱野

（2008）は，主観的でありかつリアルなできごとが，この世の確かなできご

ととしてこの人に生じていると伝わってくるとき，他者とつながっていく通

路が，かすかにそこに立ち現われてくることを指摘している． A が身体感覚

を獲得するには， A が確かに何かを感じ，経験しながら生きているという主
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観的な身体感覚を Th の側で感じとることによって「他者とつながっていく通

路」を開くことが必要であったと考えられる．  

そこで， A の肉体的疲れという主観的な身体感覚に注意を向けるために，

Th は，#２以降 ,面接の最初の部分で必ず A の睡眠時間や食欲などの体調を確

認することにした．最初 A は，自分の睡眠時間や食欲の有無を客観的な数字

で淡々と語るだけであったが，Th は，＜習い事が多いと，疲れませんか？こ

れだけ予定が混んでいると，からだではどのように感じていますか？＞（ #10）

などと質問するようにした．Th 自身が心理面接場面での自分自身の体験を吟

味する「セラピスト・フォーカシング」（吉良 ,  2002a; 2002b; 2005）を行っ

た場合，Cl-Th 関係で相似形の内容の体験が生じやすいと報告されている（吉

良 , 2005）．本事例において， Th は体系的なメソッドにもとづく「セラピス

ト・フォーカシング」を行ったわけではないが，面接中に上記のような質問

を Cl に定期的にする機会を活用して Cl の身体の疲れをイメージし，その疲

れを Th 自身が Th の身体感覚で感じとろうとすることで，結果として「セラ

ピスト・フォーカシング」を行ったと考えられる．そのおかげで A の内部に

も身体感覚にフォーカシングする態度が共時的に生まれたと考えられる． Th

のフォーカシング内容はひどい疲れを感じるものであったが， Th が Cl と同

じ身体感覚を感じとる存在としてとどまることで，「疲れを感じることもある．

体の中から胸に上がってくる感じかな．」（ #12），「夕方になるとさすがに疲れ

が胸にこみあげてくることが多い．」（ #13）など，A の方から自分の身体状態

をしだいに実感の伴う感情をこめて報告するようになった．このように， Th

が A の身体感覚に対してフォーカシング的態度をもつことが， A にも自分自

身の身体感覚にフォーカシング的態度を向ける態度を育てる助けになった．  

A が，「復讐心はもうありません．」（ #15），「ジャズピアノだけは居場所を

感じるので続けようと思っています．」（ #17）と実感をこめて言うには，実際

に面接室の外で「筋骨たくましい殻」を鍛えるトレーニングを積んでみて肉

体的疲れを感じること，そして，Th のフォーカシング的態度と共時的に生起
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する自らの身体感覚を感じとり味わう体験が必要であった．  

Gendlin（ 1996，村瀬他訳 1998;1999）は，怒りなど向かい合いにくい感

情にフォーカシングするとき，その怒りやいらいらの方に独自の空間を作り，

それを認め，その感情の流れに任せる一方で，同時に，フェルトセンスの側

にも守られた空間を作ることの大切さを指摘している．しかし，本事例の A

の場合，復讐心自体の方を向いて適切な距離感で空間を作ることが困難であ

った． A にとって，復讐心そのものに向かい合うことは，自分を身動きでき

なくさせている自己否定の虚無の状態に固着することを意味したからである．

そこで面接では，復讐心ではなく，復讐心を体験できないでいる A の存在の

あり方に焦点をあてて A の話を聴くことにした．その方向性に Th が最初に気

付いたのは， A が「遠くにビール会社の本社が見えて，その大きな広告看板

が印象に残っている．いつもそのロゴを自分の部屋の窓から眺めていた．」，

「あそこは緑が少ない地域だった．」（ #1）と述べた初回面接であった．Th は

そう語る A の語り方に強い違和感をもった．それが A の淡々とした表面的な

語りのなかで唯一生命感を感じさせるものであったからである．同時にそれ

を聴きながら，復讐心に向かい合えないでいる Aの苦しみが Thに迫ってきた．

その語りに Th が違和感を手掛かりにフォーカシング的態度をもつことで，Th

は Cl が淡々と語り続ける無味乾燥な面接のなかで，復讐心に向かい合えない

Cl の存在に出会うことができたのである．さらに池見（ 2005）は，傾聴する

Th の存在のあり方（プレゼンス）によって Cl の体験のはっきりしない暗在

的な側面が明らかになり，フェルトセンスも変化していくとしている．たし

かに，復讐心に向かい合えなくて，次々と習い事を増やす A の語りにフォー

カシング的態度で傾聴するなかで，「復讐心はドーナツのように中身がなくな

ってきたと思う．自分の存在感がそこにあるはずなのに．」（ #19）と語り始め

たように， A はやがて復讐心に向かい合えない自分自身について語るように

なった．また，ヴァーバルが大半を占める淡々とした語りのなかで自分の存

在感についてわずかにヴォーカルで語る A の言葉を拾い上げていく面接を辛
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抱強く継続するなかで，ヴォーカルを見分けてそこにフォーカスしようとす

る Th のフォーカシング態度も確立してゆき，Th-Cl 間でヴォーカルなコミュ

ニケーションの場が広がっていった． A もそのなかで，フォーカシング的態

度をより確実なものに成長させることができた．  

第Ⅱ期の後半に，「これからは，自分の存在感って何か考えていきたい．」

（ #17）と語った A は復讐心自体には向い合えないものの，復讐心に向かい合

えない自分の存在のあり方をテーマにして語る用意ができたようであった．

しかし，無防備に A が自分の存在のあり方に面接で触れていこうとするなら，

「復讐心について考えるのはまだ怖い．考えるとパニックになりそう．」（ #19）

と語っていたように，再び大きな不安に飲み込まれて身動きできなくなる可

能性が残されていた．それで，第Ⅲ期では，Cl の復讐心に向かい合えない存

在のあり方の方にクリアリング・ア・スペースし，安全にテーマを扱ってい

く”ための工夫をもつことが要請された．その工夫として，Cl の向かい合え

ない問題と適切な距離をもちながらその周辺を立体的に“Thinking About”

することが有効な方法であった．この方法を用いることによって， Th が Cl

の語りから感じとるフェルトセンスをたよりに， Cl と Cl が直接触れてはな

らない感情との間の距離感を調整しながら安全に Cl が核となるテーマを味

わうことを目指した．この過程で表出された表現は表面的なものではなく，

立体的で三次元の幅と高さと奥行きがある意味深いものであり，核となるテ

ーマに近接はするが接触したり密着したりはしない適切な距離を保ったもの

であった．Cl は核の周囲に立体的に思いを自由に漂わせながら言葉やイメー

ジを生みだすことができたのである．第Ⅲ期の前半で A はアニメの主人公の

生き方を象徴として用いて自分の成長を語った．Th も傾聴してそのプロセス

を促したが，その過程は A が復讐心をもてない自分をアニメの主人公になぞ

らえながら“Thinking About”する過程であったといえよう． Th は， A が

“Thinking About”していることを意識することで面接の中でいま何が起こ

っているのか理解しながら安心して A の話を聴くことができた．また， A と



60 

 

核になるテーマの距離が近づきすぎないように応答や間合いを用いて調整す

ることができた．  

“Thinking About”を用いる状況では，核となるテーマは Cl に直面させ

るには危険なものなので，新しい用語を用いてそのテーマ自体をはっきりと

表現することは避けられ，アナロジー（類推）を用いて間接的に語られる．

アナロジーを用いることで，直接触れるには危険な核となるテーマに触れな

くても，Cl は新たなスキーマを学習し，核となるテーマを変容させることが

できる．アナロジーを用いたターゲット（問題）の解決のためには，ベース

（類似の体験）が対応しなければならない．Holyoak, KJ & Thagard, P（1995, 

鈴木他監訳  1998）は，スキーマを形成するアナロジーの深層構造が引き出

されるならば，アナロジーは強力な心の道具になりえると論じている．実際

の言語的な面接ではアナロジーは直喩や隠喩（メタファー）といった比喩表

現で表現されるが，Lakoff G & Johnson M（1980, 渡部他訳 1986, p. 322）

が述べるように ,人は“自分自身の過去や現在の活動，それに夢や目標を際立

たせ一貫したものにする個人的なメタファーを探し求め”て自己理解を深め

ることができるのである．“Thinking About”の過程において， Cl はテーマ

の周辺を漂ったり接近したりしながらその過程で生み出される思いや感覚を

言語的に表現しようとする．最初は ,喃語レベルの「あー」とか「うー」とか

いう言葉が発せられるが，やがて Cl は核となるテーマに近いベースを選択し

て対応させようとして，「～のような」という比喩（直喩）を使って説明しよ

うとする．たとえば，第Ⅲ期で A は，復讐できない自分に注意を向けて，「復

讐心はドーナツのように中身がなくなってきたと思う．自分の存在感がそこ

にあるはずなのに．」（ #19）と直喩を使って自分の存在のあり方を語りはじめ

た．第Ⅲ期では，アニメの主人公と自分を対比させて直喩表現で語る時期も

あった．また，自分の姿を「音楽家のような」，「コンピュータ関係の仕事を

しているような」，「組織のなかでは働けないような」，「お金持ちではないよ

うな」と現実的な観点から直喩で述べることもあった．＜自分が音楽家のよ
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うに感じるのはジャズピアノと関係がある？＞と尋ねると，Cl は「自分が音

楽家のようと感じるのは，ジャズピアノの先生から褒められたからその気に

なっただけ．本当にそうなりたいと思っているわけではない．人に言われて

その気になるのが僕の癖．だから自分というものがないのかもしれない．」

（ #23）と述べたように， Cl は核となる「自分の存在のあり方」というテー

マの周辺をさまざまな比喩表現で語っていった．その過程で，「いろいろ考え

てみると，アニメの主人公と同じように自分のなかの悪と闘っているように

感じる．もちろん，アニメの主人公と現実の自分は違うと思うけれど．成長

していく感じは似ている．」（ #24）と語るなど，アナロジーを使って自分の存

在のあり方と類似のベースを探して新たなスキーマを形成しようとしていた． 

比喩表現は，Cl と Th の面接過程から生み出された二者の共有物であった．

“Thinking About”の過程において Th も Cl と同じように，ぴったりする比

喩表現を模索するなかで，もどかしく感じることがあった．この感覚は，２

者が共有する体験であった．この体験は Cl と Th のフォーカシング的能力を

育てるうえで重要であった．言葉が比喩表現として身体から生じつつある過

程でのもどかしさが両者に身体感覚を生じさせ，その感覚に鋭敏にさせたか

らである．吉良（2002b）は， Cl の体験の常同的反復傾向が強く主体感覚が

賦活化されにくい局面において，Th 側で体験の当事者としての主体意識の拠

り所となるような具体的な感覚をもつことが不可欠であると論じている ．

“Thinking About”の過程でも Th の側に生じるフェルトセンスと Cl のフェ

ルトセンスを照合していくときに Cl のフォーカシング能力が向上すると思

われる．「キリストに救われたような」（ #25）という A が生成した直喩は， A

が自分の存在のあり方に接近して考え，自分と Fa との関係や自分の価値観を

統合させたことを示していた．おそらく A にとって直喩で表現するより隠喩

（メタファー）で表現する方が理解の核心に近い直接的な触れ方だったのか

もしれない．A が最後に述べた「 Fa は鴨居に掛ったキリストだ．」という隠喩  

（メタファー）は「存在感をもつには役に立つ．」（ #25）と A 自身が評価した．



62 

 

比喩を使っていろいろと核となるテーマの周辺をベースとターゲットの対応

関係で整理した A は，自分の存在のあり方を対象化することができるように

なった．新たなスキーマを形成した A は , 神田橋（1990）が述べるように試

しに死ぬことをイメージしてみても，実感のある自己イメージを得た（ #26）．

A には，今後，母親との関係や成長に伴う価値観の揺らぎなど課題が残され

ているが， A が面接で得た実感のともなう意味深いコミュニケーションの方

法を将来も生かすことができればと願う．  

 

第３節  事例研究２  「核となるテーマについては話したくないと  

言った女性に“ Thinking About”を適用した事例－夫の  

        以前の恋人に強い復讐心をもち続ける女性との面接」  

１  問題と目的  

「復讐」とは“あだを返すこと”であり，「あだ」とは“自分に害をす

るもの”と広辞苑（新村，1976, p.1928）で定義されている．第１節では，

語るには辛いと思われる体験を巡って，その体験にまつわる心理的葛藤か

ら生じた復讐心について感情を交えずに淡々としかも多弁に語るクライ

エントを対象に“Thinking About”という独特のフォーカシング的心理療

法の工夫が提案された．  

本節では夫がつきあっていた女性に対して不公平感，うらみ，憎しみか

ら生まれてきた強い復讐心をもち続けるが相手のことを考えると身動き

できなくなり，抑うつ状態であった成人女性との面接過程を取り上げ，

“Thinking About” が問題の核心に迫れない成人のクライエントにとって

もクリアリング・ア・スペースの方法として機能し，クライエントとセラ

ピスト双方が安全感をもちながらフォーカシング態度で問題を扱う段階

に到達できるのに効果的な方法であることを示したい．  
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２  事例の概要  

クライエント： 40 歳代前半の女性．地元の大学を卒業してから数年間

会社勤務を経験した後，高い外国語運用能力を生かして塾講師として働い

ていた．かねてから顔見知りであった技術者の同い年の男性と友人の紹介

で交際を始め，約２年間付き合った後，１年前（ X－１年５月）に結婚し

た．クライエントは結婚するまで現住所の近くに住む両親と同居していた．

家族は元々両親と妹の４人であったが，妹は約 10 年前に結婚し近県に夫

と２人の娘と一緒に住んでいる．クライエントは中肉中背で年齢より若い

印象を受ける．面接時間に遅れることなく予約時間開始の２，３分前にい

つも到着していた．聡明な感じで事実関係や日常生活の出来事はハキハキ

と話すことができるが，問題の核心の女性の話になると声が詰まり涙が滲

み出てきて話せなくなる．服装は英国風のメルヘンチックな感じのものを

好むようであった．  

主訴：「ある女性のことを考えると復讐したい気持ちが湧いてきて，身

動きできなくなる．日常生活に支障がある．不眠．」（主訴の記載のとおり） 

家族構成：同い年の夫との 2 人家族．クライエントの両親が近くに住んで

いて家事を助けるためにクライエントの母親がほとんど毎日訪ねてきて

いる．  

これまでの経過： X－１年 8 月にクライエントが住む団地の年配の住人

から結婚前に夫の元に女性が通っていたことを知らされた．真偽がわかり

かねる話しぶりであったが，念のため夫に問いただしたところ，夫とクラ

イエントの友人の女性（以下， A と略す）が結婚前（ X－２年 8 月から X

－１年 4 月）に関係をもっていたことがわかった．夫の携帯電話の通信記

録からもそのことが明確に証明された．友人を通して A に事の次第を問い

ただすと，A は夫がクライエントと結婚することは知っていたが，クライ

エントの夫となる男性が優しい人だったので好きになり，一時的にクライ

エントから夫を借りる感覚で関係を続けていたということがわかった．今
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となっては A はクライエントと結婚した夫には未練はないそうであるが，

クライエントは A に話し合おうと呼びかけても A が直接会おうとしないこ

とや友人を通して伝わってくる A の言葉から A が反省しているとは感じ取

ることができなかったし，実際，最後まで A から謝罪の言葉を聞くことは

できなかった．やがてクライエントは A に出会うのが怖くなり，A が幼友

達でクライエントの近所に住んでいたため日常の買い物に外出すること

もできなくなった．クライエントは抑鬱的になり日常の家事ができなくな

り不眠もひどくなったため心療内科に通院を始めた（ X－ 1 年 12 月）．自

分の方は苦しんでいて A に出会うのが怖くて外出もできない状態なのに A

が普通の生活をのうのうと続けているのを聞いて A を許せなく思い，A に

対して強い復讐心をもつようになった．クライエントはその復讐心が心か

ら離れなくて苦しんでいた．問題が生じるまで，クライエントと A は幼友

達で，クライエントは A と特別親しくしようと思うことはなかったが， A

とは地元の小学校，中学校の同級生であり，何かの折に会う機会がこれま

でにある顔見知りである．クライエントが友人たちを通して知るところに

よれば，成人後の A の異性関係は派手であり，配偶者のいる男性と関係し，

これまで 2 組の夫婦関係を破綻させたそうである．クライエントの友人た

ちによると，A は自分のさびしさを紛らわすために既婚者の男性と関係を

もつことが多く，２，３年でその男性との関係に飽きると相手には見向き

もしなくなることを繰り返してきたそうである．相手の男性は家庭が崩壊

するが，A との関係も切れてしまい A から見向きもされなくなってしまう

そうである．今回の出来事では，クライエントは夫をそんな惨めな男性に

したくないと堅く決意していた．クライエントの夫は A との関係を反省し，

クライエントの治療に協力的で夫が家事全般を行うように心がけている．

クライエントは夫の過ちを許し，夫は A にだまされていた被害者であると

考えている．心療内科に定期的に通院して薬物療法を受けているが，薬物

療法に反応しにくいようで，復讐心に囚われて身体が思うように動かなく
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なっている．クライエント自身がカウンセリングを望み，医師もカウンセ

リングも勧めたためこの度来所した．  

アセスメントと面接の方針：クライエントは抑鬱的で不眠も強い．薬物

療法の効果も十分ではなく，復讐心にとらわれながら家に籠もりっきりに

なっている自分の状態を変えることができずに苦しんでいる．まずはクラ

イエントの苦しみに共感しながらクライエントの感情の理解を深めたい．

同時に薬物療法を支持しながら無理なく家庭でストレスマネージメント

できる方法を探していきたい．クライエントは思いのレベルで対処できず

に苦しんでいるので，抑鬱や不眠が軽減した段階で，クライエントの復讐

心をフォーカシング的態度で取り上げながら，問題を身体レベルで扱って

いきたい．クライエントは聡明で健全な思考力をもっているが A のことを

考えると理由もなく身体が反応して身動きできない苦しみを経験してい

る．A に対する復讐心に直接触れずに安全に思考と身体のレベルをつなぐ

ことを目標に， “Thinking About” の方法を適用してクリアリング・ア・

スペースできると思われる．  

 

３  面接経過  

クライエント（以下，本節では Cl と略す）の発言を「   」，セラピス

ト（以下，本節では Th と略す）の発言を＜   ＞で示す．体調面の心配

や対人不安の高さのために公共交通機関が利用できなかったため，夫の運

転する車で来談した．面接日時を夫の仕事の都合に合わせる必要があり，

第Ⅰ期と第Ⅱ期では２週間に１回の頻度で来談することが基本であった．

第Ⅲ期はフォローアップを目的にしたため面接の間隔が長くなった．なお，

夫は Cl の面接中，別室で読書をしながら待機していた．  

  

第Ⅰ期  ＃１～＃ 10 （ X 年３月～ 8 月）   抑鬱状態や不眠の軽減を図

る  
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Cl は夫と来談したことを Th から尋ねられもしないうちから，人に会う

のが怖くて公共交通機関を利用することはできないので夫に車に乗せて

もらって来所したと説明した（＃１）．玄関に現れた Cl は英国風の花柄の

ワンピースにつばの大きな麦わらのハットをかぶり，大きめのメガネをか

けていて肌寒い３月初旬の夕方にはいくらか気が早いように思える春の

装いであった． Cl の身繕いは一緒に来た夫が仕事帰りの疲れたスーツ姿

であったのとは対照的であった．主訴を聴くなかで不眠が続き，抑鬱状態

で日常生活に支障がでていることが切実に訴えられた．問題は婚約中に夫

と関係していた A に対する思いであるとまず語り，それから準備してきた

と思われるように整理されたそれにまつわる事実関係を静かに語り始め

た．Th は Cl が語った出来事自体に驚いた．Th のなかに A がどんな人かイ

メージしたい気持ちが湧いてくるのを感じながら Cl の話を聴いていた．

しかし， Cl は事実を語り終え，次に A に対する自分の思いを語り始めよ

うとするととたんに言葉が出なくなり下を向いて黙っていた．その姿が

Th には Cl が静かに自分の思いに蓋をするかごとくに見えた．Th にとって

＃１は， Cl の辛さを非言語的に感じるだけで終わった．  

＃２でも Cl は A に対する思いを語ろうとすると涙が滲み出てきて言葉

が出なかった．そこで， Th は問題の核心であるように思える A への思い

を扱うのではなく，まずは Cl の不眠や抑鬱状態の改善を最初の面接目標

にした．家事がほとんどできず，家にこもりっきりになっている Cl がも

っとも困っていた症状は寝つきが悪いことであった．睡眠導入剤も Cl に

は当時不快感を与えるものになっていた．そこで Cl に丁寧に説明をして

承諾を得た後に心地よいイメージを想起させながら Cl を変性意識状態に

導入し，リラックスした身体の状態を感じてもらった． Cl は抵抗なくリ

ラックスした状態に導入され，入眠時のイメージをもつことができた．そ

のイメージを次の面接まで持ち続けてほしかったので，変性意識状態下で

入眠前に足湯に入ることと安らかな入眠のイメージを関連付けた．この方
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法を＃２から＃４まで行うことにより， Cl は入眠前に足湯に入ることに

よって寝つきがよくなった．Cl は睡眠導入剤も再び服薬するようになり，

服薬しても不快感がなくなった．  

依然起床時刻は正午ごろで身体は休息を必要としているようであった

し，家事もほとんどできていないということであった．それでも睡眠が十

分に取れるようになると， Cl の心身に少しばかりゆとりができたようで

あった． Th はリラクゼーションが有効であると判断し，いくつかの方法

を Cl に紹介したところ，Cl は自分でリラクゼーションの方法を少しずつ

試せるようになった．＃６では入浴後にストレッチをすると身体が自分の

もののように感じやすくなると Cl によって報告された．＃７では寝入る

まで夫にマッサージをしてもらっているのがよいと語られた．また，＃８

では近県に住む小学生の姪が Cl の実家に遊びに来ていたとき，Cl は彼女

と一緒にいるとなぜか落ち着けて元気がもらえたと語った．この姪は広汎

性発達障害の診断を受けていて人間関係をもちにくい特性があるが， Cl

は「この姪といると動けなくて外出しにくいわたしでも通じ会える人がい

るという安心感がもらえる」ということであった．夏休み中，姪が実家に

数日間滞在したときは， Cl も実家に泊まっていたようである．  

一方，＃３では A が「電車で１時間ぐらいのところ」に引っ越したこと

がわかった．A に対する感情をじっくり語ることはこの段階では難しかっ

たが，Cl の断片的な語りから，A が平常通り生活している一方で自分がほ

とんど家事もできずに家に閉じこもることになっていて新婚生活が台無

しになっていることへの不公平感や Cl に直接謝罪もせずにまったく罪悪

感をもっていないように思える A に対するうらみや夫が奪われていたこ

とで湧き上がってくる A への憎しみなど A に対する復讐心にかかわる感情

が Cl の問題の核心にあることが Th に理解できるようになってきた．  

 ＃９で Cl は面接の最初でそれまでのセッションと同じように自分の最

近の体調を報告した後で，「 A は境界例ではありませんか？」と突然 Th に
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質問をしてきた．そのように思うようになった理由を問うと，「インター

ネットで自分の症状を調べていると心の病気について詳しくなってきた

のです．興味本位でいろいろなサイトを見ていると『境界性人格障害』と

いうのがちょうど A にピッタリあてはまるように思ったのです．あれだけ

巧妙に結婚している男性を誘って手玉にとっておいて飽きたら捨てるっ

ていうのはきっとこれにちがいないと．『境界性人格障害』の特徴を読め

ば読むほどきっと A はこれだと思って，納得したのです．」＜納得した？

＞「そうです．納得したのです．『境界性人格障害』（注）なので彼女は問

題を起こしたのだと．病気でないとあんなことできないでしょ．」Th は「 A

に直接会ったわけでもないし，A が医師から『境界性人格障害』であると

診断を受けたわけでもないので容易に決めつけることはできないが， Cl

にとっては A が『境界性人格障害』だと考えると A のことがすんなり理解

できるのですね．」と返答した．Cl は A が思春期から母親と関係が悪いこ

とやその母親もさまざまな所で人間関係でトラブルを起してきたことな

どを実例を上げて語り，続けて「夫はやっぱり巧妙に罠にかかったのです

ね．わたしはそんな A には負けたくありません．夫婦二人で幸せになって

みせたいのです．それでも幸せになるなんて無理です．こんな状態になっ

てしまって．悔しいし，A の病気のせいだとしても，こんな風にわたしが

なってしまうなんて不公平だと思いませんか．なぜ A のターゲットが私の

夫だったのでしょう．優しい男性なんていくらでもいるでしょ．病気のせ

いにすると A のことは先生にはお話しやすいですが，たぶんもし A と街で

ばったり偶然に出会ったらわたしは A の前から逃げてしまうと思います．

A には気持ちのなかでも向き合えません．復讐できたらと思いますが， A

のことを考えただけでも苦しくなります．こんな状態で一生過ごすのって

生き地獄にいるようなものです．」と思いが語られた． Th は「 A のことや

A がしたことをあなたが忘れることはないでしょうが，もっと自由に A の

ことも考えられるようになることをここでの目標にしましょう．ご主人は
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自分のしたことを悔やんでこうしてあなたと一緒にここにも来ています

し，家事を手助けしてくれるお母さんもいらっしゃいます．姪っ子さんも

支えですね．そしてあなた自身も自分でなんとかしようと努力しておられ

る．足湯やストレッチは効果的でしたね．ご主人のマッサージも効いてい

る．」と語りかけて Cl が既にもっている援助資源に注意を向けた．＃ 10

では「車で誰かと一緒だったら買い物に 15 分圏内は出かけられるように

なりました．」と報告された．また，引きこもりがちな生活や薬物の副作

用からくる体重増加を気にしていた Cl は Th が紹介し Cl のかかりつけの

医師も承諾した糖質制限食（江部，2005,2010）を始めてみたり（＃４～），

Th の指導のもとに自宅でも TFT（思考場療法）（Roger J. Callahan, 2001, 

穂積訳 2001）を行なってみたりした（＃６～）．このようにして Cl が自

助努力を始められたことによって， Cl は夫や母親からの援助のおかげも

あって不眠や抑鬱状態から立ち上がろうとする力を自分で育てることが

でき，身体感覚に目を向けやすくなってフォーカシングに導入する準備が

できたと思われる．#10 では睡眠導入剤を服薬する回数が減ったことや服

薬の内容が変更され軽くなったことが報告された．  

 

第Ⅱ期  ＃ 11～＃ 22（ X 年９月～ X＋１年３月）    フォーカシング的

かかわり  

 「身体は少し楽になりましたが，A のことを考えることは避けてしまう

ので，いつまでたっても心の整理がつきません．」と言う Cl に Th は＜そ

の A のことを考えるのを避けてしまう気持ちを味わってみましょう＞と

勧めた（＃ 11）．Cl は「 A に近づけない自分のなかの恐怖心のようなもの」

に近づき，「それは胸いっぱいに広がるような黒い霧のようなもの」と感

じられた．以後，第Ⅱ期では毎回 A に近づけない自分のなかの気持ちにつ

いてフォーカシングすることになった． Cl は自分のなかの気持ちにフォ

ーカシングすることを自己理解できる充実した時間として楽しみにして
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いた．＃ 12 で Cl は最近見た印象的な夢について報告した．何回も繰り返

し見る夢なので気になり，ここで語ってみたいということであった．夢は

２種類あり，ひとつは火事の夢であった．「自分の家かどうかはわからな

いが，見覚えのある家が燃えている．わたしは急いで逃げているようにも

思うが急いでいるのかどうかよくわからない．消火活動をするかどうか迷

っているようにも思う．家は炎に包まれているが，燃え落ちはしない．わ

たしは逃げながらそれを静かに見ているようだ．わたしが知っている人が

周りにいたのかもしれないが，わたしはそれがだれだかわからない．火事

になっても燃え尽きない家だった．」ふたつ目は Cl が泥沼にはまり込んで

もがく夢である．これはただただ苦しい夢であるらしい． Th は何の解釈

もせずに Th 自身が聴きながらイメージしにくいところだけを質問しなが

ら Cl が夢について語るのを聴いていた．そして，「私の復讐したいけれど

弱くてできないしんどさが夢にでているのでしょうね．」と話した．その

回では「 A に近づけない自分のなかの恐怖心のようなもの」にフォーカシ

ングしたところ，「黒い霧から白いゼリーのようなものになりました」と

語り，Cl は「そのままゼリーのようなものを置いておきます」と述べた．

Cl はその「白いゼリーのようなもの」を「まとわりつく復讐心のような

もの」と名付けてひとまず心の隅においておくことで満足した．＃ 13 で

は， A が再び Cl の家の近くに引越ししてきたらしいことが報告された．

そのことを友人を通して知った Cl には再び緊張が走り， A と出会ったら

どうするかが話題になった． Cl はまた身動きできないほど苦しむのでは

ないかという不安が強まった．「出会ったら，本当は刺し殺したい．そこ

までできなくても『わたしをどうしてくれるの！』と言ってやりたい．激

しく睨みつけたい．でも実際は，私のほうから隠れてしまうかもしれな

い．」と Cl は話した．実際，＃ 15 では A を近くのスーパーで偶然見かけ

たことが語られた． Cl は一瞬スーパーに来てしまったことを悔やんだそ

うである．身体が反応し，身動きできない感じがして思わず A から見えな



71 

 

い棚の影に隠れてしばらく動かなかったそうである．「どうしてわたしが

隠れないといけなかったのか．どうして A はのうのうと何もなかったよう

に買い物を続けられたのか，そう考えると悔しい．A はわたしに気づいて

いた．笑っていた．復讐したいけれどわたしにはできない．ああやって彼

女から逃げることしかできない．彼女のことを考えるとやっぱり苦しくな

る．」と辛さが語られた．＃ 16 で A のことを考えると苦しくなる気持ちに

フォーカシングすると「胸につかえている黒い塊みたいになりました． A

のことは考えたくありませんが，自分の気持ちならフォーカシングできま

す．」と Cl は話した．  

 Cl の両親は Cl の家のすぐ近くに住んで， Cl の母親が家事のできない

Cl を助けるために毎日のように Cl の家に通っていた．Cl の父親は寡黙な

人のようで今回の一連の出来事にも口を挟まないで見守ってくれていた

そうである．その Cl の父親が以前から患っていた神経の病気が悪化して

自分の足で歩くのが不自由になった（＃ 17）．Cl はほぼ毎日午後になると

実家に行って父親の介護をするようになり，そのおかげで自分自身の問題

に向き合わなくてもすむ時間が増えたようであった．「父親の介護をして

いると自分の問題が命懸けで取り組むほどのものでもないように思えて

きた．」（＃ 19）と話す一方で，学生時代に経済的な理由から海外留学を断

念したことや今でも外国で生活したいという夢を実現できないかもしれ

ないが今ももっていることが語られた．Th には Cl の語学力やこれまでの

キャリアから判断して外国での生活も非現実的な空想と片付けられない

響きがあると思った．Th は父親の介護が出来ていることや Cl の語学力や

フォーカシング能力が高いこと，そして一番たいへんなとき Cl 自身が自

助努力で乗り越えたことなどを丁寧に説明して外国と関わる生活という

夢を現実にする力そのものは Cl のなかにはあると確信していると伝えた． 

 第Ⅱ期では A のことは直接語らないで問題の周辺だけを語る “Thinking 

About” の方法を Th は意識して行なっていた．毎回のフォーカシングも A
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に対する復讐心に焦点をあてるのではなく， A のことを考えたときに Cl

が自分のなかで起きてきることに焦点を当て続けていた． Cl にとって自

分が苦しむようになったのは A が引き起こした問題のせいであったが，Cl

はその A のことを考えると自分のなかで「身の毛がよだつ」（＃ 20）感じ

がした． Cl は，父親の世話をする日常生活や夫が優しくしてくれている

こと，姪と一緒にいると何も話さないでも落ち着くことなどを話しながら，

「境界性人格障害って治るのですか？そういう人は反省できるのです

か？」と A のことだと言わずに A のことを質問したり（＃ 20），「人を嫌う

気持ちってその人を見なくなると消えるのかな．」「人を傷つける人をカウ

ンセリングするってたいへんでしょうね．わたしにはできませんが，傷つ

けられた人の気持ちはよくわかります．そういう気持ちと仲良しですか

ら．」（＃ 21）などと自分のもつ A に対する消化しきれない復讐心を語るよ

うになったりしていた．  

 Cl は A には直接ふれないフォーカシング的かかわりのなかで「 A のせい

で」と考えることで自ら被害的な状況に追い込んでいる自分に気づくよう

にもなってきた（＃ 21）．「こんな風に考えていたら余計 A に負けますね．」

このままでは「夫との関係がドーナツのようになってしまっていたのを取

り返せない．新婚を取り返さないと．」（＃ 21）と語った Cl は「ドーナツ

の穴を充実させないと自分を生きることにならない」（＃ 21）と言って，

現実に夫と温泉旅行に行った．「新婚旅行のやり直し」（＃ 22）ということ

であった．同時に医師の判断で薬物療法は中止になっていた（＃ 22）．そ

れでも「まだ電車には一人で乗れない」（＃ 22）と言う Cl であったが，Th

には現実に動き出した Cl にとってその解決は時間の問題であるように思

え，＜一度できるか試す価値はありますよ．だめでも失うものはもうない

ように思います．それでも電車賃がもったいないから，何か電車に乗る用

事があるときについでに試せばいいですよ．＞と暗に電車に乗れることを

保障する言い方で伝えた．   
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第Ⅲ期  ＃ 23～＃ 25（ X 年＋４月～ 11 月）       フォローアップ  

＃ 23 では緊張したけれど 30 分間なら電車に一人で乗れるようになった

と Cl は伝えてくれた．Th は＜ 30 分間乗れたら，不自由はないのでもう大

丈夫ですね．それ以上長く乗る実験は今度の旅行のときにでも置いておき

ましょう．＞と簡単に扱った．そして主訴が解消したので終結の時期につ

いて話題を向けた． Cl は一緒に来所していた夫がまだ独り立ちは心配だ

と考えているということでフォローアップを求めたため， Cl と相談のう

え秋まで間隔をあけてあと２回会うことにした．＃ 24 では夏に夫と旅行

に行った写真を Th に見せてくれた．電車ではなくて車での旅行であった

が，写真の Cl の表情も現前にいる Cl の有り様も充実している様子だった．

旅行はまさに結婚生活をやり直すにふさわしい機会になり，二人でこれま

でのことを振り返り，二人の関係をやり直す話を十分時間をかけて行った

そうである．最終回になった＃ 25 で Th は Cl と一緒に面接過程を振り返

った．Cl は第Ⅰ期の頃を思い出して，「長いトンネルにいるようでしたが，

最初の数回のカウンセリングでずっと先にトンネルの出口があることに

気づきました．本当に出口まで行けるかどうか不安でしたが，自分であれ

これ工夫することを教えてもらえて，自分でやってみたのがよかったです．

動けないときや後戻りしたときも自分で出来ることだけをやればよいと

言ってもらえたのがよかったです．」，「それからフォーカシングという方

法は自分にあっていました．自分の身体の感覚に聴いてみるというのがわ

たしにはよかったです．夕食の献立もフォーカシングして決めてみたら，

と言われたことがあって，そんなことできるの？と思いましたが，いまで

はフォーカシングって日常生活で役立つと思っています．自分にフィット

しないことは避けるようにして動けるようになりました．」そして，「辛い

気持ちをもつ人のことが少しわかるようになったのも今回辛い思いをし

て学んだことです．夫と二人でやっていきます．それは最初から思ってい
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たことですが．そして気持ちのなかでは A に出会ってもどうでもよくなり

ました．きっと街でばったり出会えば今でも嫌な気持ちになると思います

が，それでもいいです．」と Cl は明るく，しかしどこかしんみりと語って

終結となった．   

 

４  考察  

（ 1）クライエントの理解−クライエントの自己意識と自己コントロール   

を巡って  

クライエントは，交際中に現在の夫に裏切られていたことを知ったが，

相手の女性はクライエントの知り合いでもあった．相手の女性は夫との関

係をクライエントに友人を介して告白したもののクライエントにとって

は彼女が反省しているように思えなかった．クライエントはその事実を知

って，抑鬱状態になり家事もできなくなって心療内科に通うことになった

自分と比べ相手の女性は普通にのうのうと生活しているのが不公平に思

えて許せなかった．クライエントは相手の女性がこれまでにも同様の問題

を起こしていたことは知っていたが，自分の身に降りかかるとは思っても

みなかった．知り合いであった彼女に無防備のまま裏切られたことも悔し

かった．そうした悔しさや不公平感から彼女に対する復讐心が生まれた．

クライエントは彼女に出会っても何一つ言い返すこともできない自分に

苛立ちを感じながら，さらに復讐心だけが募っていた．  

抑鬱や不眠の状態が強く身動きできない状態が続いた第Ⅰ期において

クライエントは自助努力をするようにセラピストから促された．セラピス

トにはクライエントの抑鬱や不眠の状態を改善してから A への復讐心の

問題を扱うという見通しがあり，クライエントにはまず症状から脱したい

という強い願いがあった．第Ⅰ期ではクライエントは身体面でのケアがま

ず必要で A への感情を扱うことはできない段階にあったが，クライエント

には身体面での辛さの軽減のためにはいろいろ試してみたいという思い
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が強かったし，セラピストから変性意識状態にうまく導入されてリラック

ス体験をもてたことをきっかけにセラピストが提案するさまざまなリラ

クゼーションの工夫を効果的なものとして受け入れる態勢ができていた．

それで Th は，足湯，マッサージ，TFT，糖質制限食などの自助努力の工夫

を重ねてクライエントが自己コントロールできる自分を取り戻すきっか

けとした．クライエントが体重増加を気にして糖質制限食を始めたときは，

セラピストはそれまでのクライエントの自助努力の工夫の取り入れに性

急さを感じなかったので食習慣が特別偏ったことになる心配はなかった．

クライエントは数ヶ月間糖質制限食のなかでも軽目のものを試して自分

なりの目標を達成したそうである．  

また，クライエントにとって発達障害をもつ姪との交流は適切な自尊感

情を保つのに役立った．姪とのほとんど非言語的なやりとりのなかでクラ

イエントは自分の存在感を実感することができた．また，クライエントの

父親が病気を悪化させて，歩行が困難になって介護が必要になりその援助

を行えたことも同様にクライエントに自分の存在感や有能感を感知させ

る機会になりクライエントが自分のなかの思いに向かい合うよう立ち上

がらせる助けになったと思われる．  

そうした力を蓄えて，クライエントは自分自身の在り方を深く味わう機

会をもったが，そうした体験過程を通してクライエントは自分の生涯の前

半の生き方を再考することにもなったと考えられる．夫と二人で生きるこ

とを選んだクライエントは夫婦として妻として自分らしく生きることで

自己実現しようとした．クライエントにとっては，今回の危機によって中

年期の危機を通りすぎることにもなったのかもしれない．  

 

（２）クライエントが復讐心を収めた過程について  

クライエントが夫の交際相手を元々知っていたということはクライエ

ントが復讐心を収めるのに有利に働いたと考えられる．クライエントは A
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がこれまでにも異性との問題を起こして何組かの夫婦関係を破綻させて

きたことを知っていたので，自分たちはそうなるまいと決意できた．A を

「境界性人格障害」であるとクライエントなりに理解したことも，クライ

エントにとっては A を自分なりに理解し，A の不適切な行動様式の被害者

という立場に夫をおく助けになった．A のことを知っていたことは，復讐

心をはっきりとした相手にもつことになったが，相手のイメージ枠のなか

から復讐心が肥大化して妄想的に膨れ上がってしまうことはなかった．  

A のことを考えるだけで「身の毛がよだつ」（＃ 20）感じがするクライ

エントが A に抱く強い復讐心に向かい合うには，そのテーマと十分にクリ

アリング・ア・スペースし，安全にテーマを扱っていくことが必要であっ

た．本事例では，クライエントは第Ⅰ期で身体の苦痛を除くことを願い，

セラピストもそれを優先すべきことと判断して変性意識状態に導く技法

を用いたり，さまざまな自助努力の方法を提案したりしてストレスマネー

ジメントに集中した．結局，第Ⅰ期でさまざまなストレスマネージメント

の方法を試してクライエントがセルフケアをして自分を大切にする感覚

や自分をコントロールできる感覚を育てたこと自体が，復讐心という核心

のテーマからクライエントを安全にクリアリング・ア・スペースしたり，

自分の身体感覚を感知する能力を育てたりすることにつながった．第Ⅰ期

でクライエントの身体感覚に注意を向けさせクライエントのフォーカシ

ング能力を高めておいたことが，第Ⅱ期でフォーカシング的な関わりを通

してクライエントの核心のテーマに  “Thinking About” を用いて接近す

る準備となった．  

“Thinking About”とは，面接で扱いにくいテーマの周囲をあらゆる角度

から立体的に近づきなからも直接には触れずに考えていく方法であると

定義できる．この方法を用いることによって，セラピストがクライエント

の語りから感じとるフェルトセンスをたよりに，クライエントとクライエ

ントが直接触れてはならない感情との間の距離感を調整しながら安全に
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クライエントが核となるテーマを味わうことを目指すことができる．クラ

イエントはテーマである核の周囲に立体的に思いを自由に漂わせながら

言葉やイメージを生みだすことができる．第Ⅱ期ではクライエントは病気

の父親の世話をするようになった日常生活の様子や夫がクライエントを

支えて優しくしてくれていること，姪と一緒にいると何も話さないでも落

ち着くことなどを話しながら，「境界性人格障害って治るのですか？そう

いう人は反省するのですか？」と直接的ではないが A のことを質問（＃ 20）

していた．また，「人を嫌う気持ちってその人を見なくなると消えるのか

な．」「人を傷つける人をカウンセリングするってたいへんでしょうね．」

（＃ 20）と自分の復讐心のことを間接的に語ったりした．さらにクライエ

ントは「『境界性人格障害』のカウンセリングはわたしにはできませんが，

傷つけられた方の人の気持ちはよくわかります．そういう気持ちと仲良し

ですから．」（＃ 21）と語ることもあった．こうした形での語りは，直接 A

に対する復讐心を語らないでその周辺を語る “Thinking About” の形をも

っていた． “Thinking About” の過程で表出される比喩表現も見られ，ク

ライエントは，「境界性人格障害」のカウンセリングについて語りながら，

このままでは「夫との関係がドーナツのようになってしまっていたのを取

り返せない．新婚を取り返さないと．」（＃ 21）と語った．この「夫との関

係がドーナツのようになってしまっていた」という比喩表現は，クライエ

ントと夫との関係のなかで抜け落ちていた夫婦で扱わねばならない問題

が核心となるテーマであったことを教えてくれた．A と夫が関係をもって

いたということは A を「境界性人格障害」に仕立て上げ悪者にすることで

夫婦の間では触れないタブーになっていたが，A と夫が関係をもっていた

という否定できない事実を「境界性人格障害」のせいにしないで夫婦で扱

うこととクライエントの復讐心そのものに向かい合って扱っていくこと

はパラレルな関係であることを示唆していたように考えられる．それでク

ライエントがクライエントの復讐心を自分の心に織り込むには，本当に夫
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婦だけの問題として起きてしまった問題に向き合うことが必要であるこ

とに気づいたということをこの比喩は示していた．第Ⅲ期で二人が出かけ

た旅行はまさに結婚生活をやり直すにふさわしい機会になり，二人でこれ

までのことを振り返り，二人の関係をやり直す話を十分時間をかけて行っ

たそうである．  

このように安全にクリアリング・ア・スペースしながら比喩表現を引き

出すなかでその比喩表現とパラレルな関係の問題を明らかにし問題の核

心までクライエントとセラピストを到達させる過程はまさに “Thinking 

About”の過程であったと言えよう．  

（注）クライエントは境界性人格障害と述べているが，自己愛性パーソナ

リティー障害の可能性が高いと考えられる．  

 

第４節  まとめ  

１  事例１における“Thinking About”の活用  

A の復讐心は，A の存在の在り方を分裂させる両義性をもっていたため，

A は復讐心を前にして全く身動きできず，ただその復讐心の原因となった

出来事や感情を面接で淡々と語るだけであった．  

Th は， ”Thinking About”の第一段階である「①クライエントが意識的

に向かい合えない核となるテーマの周囲をセラピストがクライエントと

自分自身のフォーカシング的態度を育てながら話題にする．」という段階

として， A に身体が疲れるという感覚を感じとらせることにした． Th は，

＜疲れを体のどこで感じる？＞（ #12），＜その胸にこみあげてくるような

疲れってよく感じるの？＞（ #13）などと質問するようにした．そのおか

げで A の内部にも身体感覚にフォーカシングする態度が生まれた．  

 “Thinking About”の第二段階である「②クライエントによって核とな

るテーマと周辺の問題との関係性がアナロジーによって言語化されるの

を見守る．」という段階を踏むために面接では，周辺の問題として A の身
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体の疲れや数多くの習い事の話題を少しずつ話題にして，復讐心そのもの

ではなく，復讐心を体験できないでいる A の存在のあり方に焦点をあてて

A の話を聴くことにした．  

“Thinking About”の第三段階である「③アナロジーが生成されたなら，

そのアナロジーに寄り添いながら，そのアナロジーがもつスキーマと問題

とクライエントとの関係性の類似をテーマにしながら面接を深め，クライ

エントが向かい合いにくかった問題の捉え方の変容を図る．」という段階

には，  A が「復讐心はドーナツのように中身がなくなってきたと思う．

自分の存在感がそこにあるはずなのに．」（ #19）と語り始めたときに入っ

た．A は「キリストに救われたような」（ #25）という直喩や「 Fa は鴨居に

掛ったキリストだ．」というアナロジーを使って A は，Fa の死とキリスト

の死の関係に復讐心に対する自分の在り方をみたと思われる．  

 

２  事例２における ”Thinking About”の活用  

事例２では， A のことを考えるだけで「身の毛がよだつ」（＃ 20）感じ

がする Cl が向き合おうとしない強い復讐心と A に対する恐怖心を扱った． 

第Ⅰ期で Cl がセルフケアをして自分を大切にする感覚や自分をコント

ロールできる感覚を育てたこと自体が，復讐心や恐怖心という向かい合え

ない核心のテーマからクライエントを安全にクリアリング・ア・スペース

したり，自分の身体感覚を感知する能力を育てたりすることにつながった．

第Ⅰ期で “Thinking About”の第一段階である「クライエントが意識的に向

かい合えない核となるテーマの周囲をセラピストがクライエントと自分

自身のフォーカシング的態度を育てながら話題にする．」ことが行われた． 

第Ⅱ期での日常生活に関する語りは，直接 A に対する復讐心を語らない

でその周辺を語る “Thinking About”の第一段階の形をもっていた．また，

“Thinking About”の第二段階「クライエントによって核となるテーマと周

辺の話題との関係性がアナロジーによって言語化されるのを見守る．」で
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表出されるアナロジーも語られ， Cl はこのままでは「夫との関係がドー

ナツのようになってしまっていたのを取り返せない．新婚を取り返さない

と．」と語った．この「夫との関係がドーナツのようになってしまった」

というアナロジーは，問題を A のせいにしないで夫婦の問題として扱うこ

とを伝えていた．この段階で “Thinking About”の第三段階の「アナロジー

が生成されたなら，そのアナロジーに寄り添いながら，そのアナロジーが

もつスキーマと問題とクライエントとの関係性の類似をテーマにしがら

面接を深め，クライエントが向かい合いにくかった問題の捉え方の変容を

図る．」という過程がすすんだ．「夫との関係がドーナツのようになってし

まった」というアナロジーは，A にまつわる出来事や A の「境界性人格障

害」という周辺の話題と夫婦の問題という核となるテーマとの関係性につ

いて，夫婦の問題という中心が扱われないまま，ちょうどドーナツのよう

に中心を欠いたままに放置されてきたことを示していたのである．  

 

 ３  復讐心を巡る心理的葛藤と “Thinking About”  

 事例１の第Ⅲ期で A は，復讐できない自分に注意を向けて，「復讐心は

ドーナツのように中身がなくなってきたと思う．自分の存在感がそこにあ

るはずなのに．」（ #19）と直喩を使って自分の存在のあり方を語った．そ

の後，A はアニメの主人公と自分を対比させて直喩表現で語ったり，自分

の姿を「音楽家のような」，「コンピュータ関係の仕事をしているような」，

「組織のなかでは働けないような」，「お金持ちではないような」と直喩で

述べることもあった．A は核となる「自分の存在のあり方」というテーマ

の周辺をさまざまな比喩表現で語っていったが，フォーカシング態度で心

理面接を進めてクライエントが核となる問題に向き合うようになっては

じめて語った比喩表現は，「復讐心はドーナツのように中身がなくなって

きたと思う．」という表現であった． A は， Fa の死とキリストの死との関

係を考えたときに，抱いていた復讐心は力を失ったのである．  
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 興味深いことに事例２においても，復讐心をもつことに葛藤していたク

ライエントは，核となる問題の存在する場所を述べて，「夫との関係がド

ーナツのようになってしまっていた．」（＃ 21）と語った．この「夫との関

係がドーナツのようになってしまっていた．」という比喩表現は，クライ

エントと夫との関係のなかにこれから夫婦で扱わねばならない問題の核

心があり，それがこれまで抜け落ちていたことを教えていた．  

 このように，強い攻撃性や怒り，拒否的感情で成る復讐心をもつことに

葛藤を感じて身動きできなかった 2 事例とも，“Thinking About”を用いて

これまで向かい合えなかった復讐心という問題に向かい合ったとき，復讐

心 そ の も の が 実 体 の な い も の に 変 化 し た こ と を 明 ら か に し て い る ．  

“Thinking About”は，核となるテーマそのものとの距離をとるという従来

のクリアリング・ア・スペースとは異なるアプローチであり，向かい合え

ない核となるテーマからさらに距離がある周辺の話題とクライエントと

の距離を調整しながら話題にし，元々の核となるテーマと周辺の話題との

関係性がアナロジーで立ち現れてくるのを待つ姿勢をとるという点で，従

来のクリアリング・ア・スペースに比べ，さらにクライエントを安全なと

ころに置きながら問題を扱っていこうとする技法であることが明らかに

なったのである．また，“Thinking About”は，生成されるアナロジーを通

して核となるテーマを安全のうちに面接で扱うことができ，そこからクラ

イエントが新たな気づきを得てクライエントの体験過程を推進できると

いうクライエントにとって単なる問題解決にとどまらない全人的な成長

促進的なはたらきをもつ技法であることも明らかになったのである．  
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第４章 

 

 事例研究－身体化していて問題に向き合え

なかった２事例 
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第 1 節  はじめに  

クライエントが問題を身体化していて問題を言語的に扱えなかった２

事例から，問題を身体で表現することから言語で表現するように変化する

うえで “Thinking About”が有効であることを論じる．また，身体表現を通

してクライエントが問題を扱う意味や身体ではなく言語で問題を語るこ

との意味について考察する．  

 一つ目の事例では，クライエントに児童虐待が疑われるような不適切な

養育の体験があり，母親との関係という問題の核心に触れることで安心感

が損なわれる危険があった女性を取り上げる．問題に向き合えず語れない

なかで問題から解離したり，身体化したりして表現していたクライエント

に “Thinking About”が有効に機能することを示す．児童虐待といったトラ

ウマ的な体験をもつクライエントに “Thinking About”を適用した過程を

明確に示す．   

二つ目の事例では，問題に向き合おうとすると頭痛や腹痛が起きてしま

う た め に 言 語 的 に 話 す こ と が 難 し か っ た 友 人 と の 関 係 を “Thinking 

About”によって見直すことができた高校生の事例を取り上げる．問題を身

体で表現して言語的に語ろうとしない場合に，“Thinking About”が有効で

あることを明らかにする．  

 

第２節  事例研究３  「核となるテーマを考えると身体症状が激しく  

    でるので語りたくないと述べた女性に“ Thinking About”  

    を適用した事例－母親との関係に向かい合えず問題の中核  

   を語れなかった女性との面接過程－」  

１  問題と目的  

フォーカシング指向心理療法（Gendlin, 1996 村瀬他訳 1998;1999）

では，クリアリング・ア・スペースが重篤な事例の臨床実践において有効

であるとされている．クリアリング・ア・スペースを用いて，クライエン
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トと問題との間に適切な距離を置いたうえで丁寧に問題に触れてゆく過

程で，クライエントはフェルトセンスを通して問題を体験的に味わい理解

し，問題に適切な場所を与え，心の整理が図られるのである．ところが，

クライエントが問題に触れることを無意識に回避していることや問題を

身体症状に置き換えていることも多い．また，クライエントが意識的にそ

の問題を避けていることもある．そうした状況では，クライエントは問題

に主体的に触れることができない．これらの場合，“心の実感と，それを

言語化したり，象徴化することが困難な場合には，心理療法は一般的に難

しい”（池見，1995 pp.39-40）という指摘が当てはまる．問題を体験的に

味わえないクライエントに対しては，通常のクリアリング・ア・スペース

の方法では，フォーカシング指向心理療法が目指す体験過程を重視した面

接が進展しにくいと思われる．  

そうした課題意識から，本論では解決すべき問題に向き合えないクライ

エントと関わる技法として， “Thinking About：周辺を考える”という技

法を提唱している．  

本節では，幼少から母親による不適切な養育を受けてきて母親との問題

を無意識に身体化してきた成人女性の面接過程を取り上げ， “Thinking 

About”の働きについて考察したい．クライエントは，問題の核心に触れる

ことで，安心感が揺るぎ，身体化が激しくなる危険があった．また，併せ

てクライエントのノートテイキングが心の整理法として機能したことも

報告したい．   

 

２  事例の概要  

インテーク面接におけるクライエントの様子： 20 歳代半ばの女性．高

校卒業以来，今まで販売のアルバイトをしてきた．化粧をしっかりとして

いて，若い女性らしい着丈の短めの真新しいワンピースを着ていた．外見

からメイクやファッションに関心が高いことが伝わってきた．適度な緊張
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感は感じられたが，クライエントの眼には力がなく，疲れているようであ

った．クライエントの疲れた様子と着用している衣服の真新しさと若々し

さが対照的であった．クライエントの話は理路整然としていて，混乱した

様子はなかった．セラピストに事実経過が正確に伝わるように言葉を選び

ながら話をしていた．重大と思われるエピソードを他人事のように淡々と

客観的に語り，母親のことを「あの人」と突き放したように呼ぶことが印

象的であった．  

主訴：相談申込の用紙には，「自分のこと．家族のこと」とだけ記入さ

れていた．＃１で語られた内容から判断すると，母親との関係からくるス

トレスを背景にした希死念慮や身体症状の改善と家族内でのコミュニケ

ーションの改善が主訴であると考えられた．  

家族構成： 50 歳代で研究職に就く父親， 40 歳代で専業主婦の母親との

3 人家族である．３歳年下の弟は結婚しており，行き来は少ない．父親，

母親ともに実家は代々続く資産家である．父方祖父母は隣接した市に居住

している．母方の祖父は既に逝去しているが，祖母は健在である．父親に

は兄弟がいない．母親には実家を継いでいる弟がいる．  

これまでの経緯：クライエントは母親から虐待（ネグレクトや心理的虐

待）と思われる扱いを幼少時から受け，母親から愛されているという自覚

がもてないでいる．自己肯定感や自己効力感が低い．高校生のときには原

因不明の胃痛をしばしば経験した．高校卒業後のここ数年は母親に対する

怒りの感情が高まってきて，母親を殺してしまいたいと思ってしまうこと

がある．それで母親のことは考えないようにしている．母親はクライエン

トに対して支配的で，細かな規則を作っては小言を言うことが多い．クラ

イエントは，最近では微熱，めまい，吐き気に苦しめられてきた．自宅に

一人でいるときに意識を失って，帰宅した母親に発見され，救急搬送され

たことが最近２度あった．救急搬送先の医療機関では，家庭でのストレス

を軽くするように指示されたが，診断や投薬を受けることなく帰宅した．
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クライエントは，自分が何をしていたか忘れてしまうことがあったり，

元々ある対人恐怖の傾向が強まって人に会うことや外出が億劫になった

りしてきた．また，部屋の壁に物を投げつけたいという衝動をもつことも

多くなった．そこで，このままではいけないと思い，心理療法を求めて筆

者が相談員をしていた大学附設の心理相談室を自分で調べて自発的に来

談した．相談は１回 50 分間で有料である．なお，母親は多動傾向や抑う

つ傾向を主訴に数年間の通院歴があるが，薬物療法では改善が見られない

と自己判断し，通院は中断している．  

見立てと面接の方針：母親との関係に悩み，身体化傾向があるクライエ

ントの辛さを受容的に傾聴してクライエントの理解を深めることによっ

て，クライエントの不安を和らげることにした．また，母親からの不適切

な関わりから母親との愛着関係が十分ではないクライエントは，ここ数年

母親のことを考えると怒りの感情に苛まれ，母親への攻撃心が激しくなり，

最近は自分でも困るほど身体化や行動化が目立ってきた．しかし，一方で，

クライエントは満たされてこなかった依存心や甘えの感情を母親にもっ

ていることも考えられる．クライエントにとって母親との関係というテー

マは自立していくために，いずれは向き合うべきものであると考えられる．

そこで，まずは，受容的関わりによってクライエントの身体症状を落ち着

かせることを目標にしたい．その後，激しい身体化や行動化を避けるため，

クライエントが語りたくないという母親の話題を直接扱わないようにし

ながら “Thinking About”の過程を進めることにした．  

面接構造：面接は X 年 10 月から X＋３年 12 月までの 37 回であった．

２週間に１回の間隔で面接を始めたが，身体症状が落ち着いた X＋ 1 年 1

月にクライエントは転職した．新しい職場は忙しく，来談のために休暇を

取ることが難しかったため，面接間隔は１ヶ月に１度になった．  
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３  面接経過  

 以下の面接過程の記述において，「  」はクライエント（以下，本節で

は Cl と略す）の発言，＜  ＞はセラピスト（以下，本節では Th と略す）

の発言である．   

 

第Ⅰ期  ＃１～＃７（ X 年 10 月～ X＋１年１月） これまでの経過が語ら

れた時期  

 第Ⅰ期では， Cl の自己評価の低さや身体症状に悩まされている現状，

そして幼少期から母親（以下， Mo と略す）からネグレクトや否定的な言

葉による心理的虐待と思われる対応を受けてきたことが繰り返し語られ

た．食事を作ってもらえないことが多かったり，「あなたは生きている価

値がない」と度々言われてきたことが語られた．「自分をネガティブに考

えてしまい，朝起きる度になぜ死なずに朝がきてしまったのかと考えてし

まう」（＃１），「あなたなんかいなくなればよい，と言われて育ってきた」

（＃２），「細々とした勝手な規則を押しつけられてしんどい」（＃２），「こ

れまで死にたいと思うことがよくあった」「あの人（ Mo）をどうしたら殺

せるかと考えることもある．心の中では殺しているので，あの人のことは

話したくない」（＃３）と語られた．Mo は昨年の夏に大手術をしたそうで

あるが，Cl は，「手術は成功して欲しくなかった．どうしてあのとき死ん

でいるべきあの人が生きているのでしょう？」（＃４）と独りごとのよう

に語った．語られる言葉の激しい内容とは裏腹に Cl の事実だけを淡々と

述べる語りからは，Cl の Mo に対する怒りは伝わってこなかった．Cl は被

虐待的体験を思い起こしたくないために Mo について感情を交えて語るこ

とができないのではと考えながら Th は Cl の語りを聴いていた．  

Cl によると「あの人のことは考えないようにしているのに，体が反応

しているみたい」（＃１）で，高校時代は胃痛に苦しみ，高校卒業後のこ

こ数年は微熱，めまい，吐き気をしばしば経験してきた．１ヶ月ほど寝込



88 

 

むことも珍しくなく，自宅のトイレで気を失っていたのを Mo に発見され

て救急車で病院に運ばれたこともあった．＃１の２週間前にもまた同じこ

とが起き，救急搬送された．それで Cl は「このままでは自分はダメにな

る」（＃１）と考えて来談を決意したそうである．また，Cl が高校生の頃

にホームドクターに相談したとき，「家庭に問題があるので，あなたには

薬ではなく心理的なケアが必要と言われていた」（＃３）こともずっと気

になっていて今回の来談につながったそうである．  

Mo との関係について，「あの人のことは話すのが嫌ですが」と何度も言

いながら「これまであの人に愛されてきた自覚はない」（＃５）と述べ，

５歳の時に，「バスに乗って出かけたお店で『買って欲しいものがある』

と，わたしがわがままを言ったとき，『勝手に買いなさい』と Mo はお金を

私に渡したきりどこかに行ってしまい，わたしは一人でバスに乗って帰っ

た」（＃５）というエピソードが語られた．Cl は幼稚園では自分より弱い

子どもをいじめていた記憶がある．小学生のときは Mo から厳しくしつけ

られていたのでおとなしかったが，中学生では反抗的になり，気に食わな

いことがあると皿を割ったり， Mo をカッターナイフで切りつけようとし

たりした．Mo はそういう Cl を監視しようとして，Cl の机の中をしばしば

無断で開けていたそうである．高校時代は欠席が多く，「出席日数ギリギ

リで卒業した」（＃７）．高校在学中は化粧品を万引きして学校から指導を

受けたことがあったなど，「問題児だった」（＃７）そうである．「高校卒

業後は少し落ち着いて自分の生き方を探すようになり， Mo との関係をど

うすればよいか考えて，いろいろ努力した」（＃７）が，Mo が勝手に細々

とした規則を作って小言を言うのに耐えられなくなってきている．  

Cl は，自分が Mo との関係で体験してきた被虐待体験と思われるエピソ

ードを「あの人のことは言いたくない」（＃１）と言って，Mo のことや Mo

と自分との関係を語ることを巧みに避けながら話した． Cl は，起きた出

来事だけを Cl からみた事実として淡々と語った．そこには，生き生きと
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した感情がなかった． Th は，「あの人のことは話したくない」と言う Cl

を尊重し， Mo のことを直接話題にしないようにしながら， Cl の身体症状

や Mo との不適切な愛着関係からきたと思われる Cl の自己評価の低さにま

つわる出来事を聴いた．なお， Cl の希死念慮については，否定せずに受

け止めた． Cl の体験を Th が再体験しようとしながら聴くときに Th のな

かにも同じような思いが湧き上がってくることを伝えながら， Cl が自分

を傷つけないとの約束を交わした．この時期に Cl の微熱，めまい，吐き

気はほとんどなくなってきたが，ここ数年ある「心にモヤがかかった状態」

（＃７）が残っていた．  

 

第Ⅱ期  ＃８～＃ 19（ X＋１年３月～ X＋１年 12 月）  問題の周辺部分が

語られた時期  

 引き続き Cl は，「あの人のことは話したくない」と言って Mo の話題を

避けた．Cl は Mo が Cl や父親（以下，Fa と略す）と起こす口論や，Mo が

家事が苦手で台所が片付かないことなど，家庭内で起こる出来事を語った．

「 Mo が片付けをしないので台所が洗い物で溢れそうなのです．」＜ Mo が片

付けたらいいのにと思うのかな？  そう思うとどんな感情がでてきます

か？＞「 Mo に対しては感情はもうありません．どこかに行ってと思うぐ

らい」＜どこかに行って，と思うとすっきりするの？  それとも何か胸が

つかえるみたいですか？＞「そうですね．吐き気があった時みたいに何か

嫌なものが体にあります」＜消化していないドロドロした感じですか？＞

という具合に， Th は双方のフォーカシング的態度が育まれるように心が

け， Cl の語りと Th のなかに感じることを照合させながら Cl の語りを聴

いていった．第Ⅱ期の始めに Cl は身体症状が和らいだこともあって転職

した．新しい職場では休暇を取ることが難しくなり，面接は月に１回にな

った．希死念慮や身体症状の改善という主訴から家族内でのコミュニケー

ションの改善という主訴に話題が移っていったので，そのことを Cl と確
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認した．Cl は，「月１回の面接が大切なので，ここに来られない日も自分

のことや家族との関係を振り返ることができるように学んだことをノー

トに取ります」（＃８）と言って，細かな字で面接の内容をノートに取り

始めた．話題になった Mo や Cl 自身の発達課題も記入された．面接内容を

イラストにしてまとめたりもしていた． Cl が面接内容を「学んだこと」

と表現するのは， Cl が人間関係の持ち方について再学習していることを

表しているように感じられた．ノートテイキンングが Cl にとって問題と

の距離感を保って心を整理する助けになるように思われた．また， Cl に

自分と向き合う必死さや純粋さを感じ取った．そこで Th は Cl のノートテ

イキングを禁止せず， Cl の自由に任せた．  

Cl は高価な化粧品を購入しすぎてカードローンの返済に困っているこ

とを語った．借金は Fa に肩代わりしてもらった（＃８～＃ 12）が，「化粧

をしっかりしていると自分が落ち着く」「化粧しないと怖くて人に会えな

い」「整形にも興味があるが今は化粧でいい」「化粧しているときは Mo に

は干渉させない．自分の時間がもてる」（＃８）ので，いろいろと高価な

化粧品を購入したらしい．部屋には立派な三面鏡があってそのコーナーは

Mo にも触らせないそうである．化粧品はクレジットカードで購入を続け，

カードローンなどでの支払いも難しくなったので， Fa に相談したそうで

ある（＃９）．このことは Mo にも知られるところとなった． Fa は，問題

が長引くと Cl が Mo との関係で今まで以上に辛くなると考えて，ローンを

一括で返済してくれたそうである．Mo はこの件で Cl に小言を毎日のよう

に言い，言い始めると数時間にも及ぶことがあった． Mo は， Cl を責めた

て，一度話し始めると深夜でも止まらないらしい．Cl は Mo から長時間小

言を言われるのは辛いが，最も辛いのは Cl の聖域になっている三面鏡の

周辺に新しく買った化粧品がないか Mo が Cl の留守中に調べていることで

あった． Th がこのエピソードを自分の中で再体験しながら聴いていくな

かで，＜返す見込みが立たない借金があると思うとどんな感じがします
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か？＞＜突然， Mo の小言が始まるとどんな感じになるのでしょうか？＞

と尋ねると， Cl は「胸がつまったというか，また気を失ってしまいたい

ような感じでしょうか」「 Mo の小言は無視したいのですが，反論したい自

分もいるよう」などと Cl は少しずつ Mo との関係のなかで生じる内面の感

じを語るようになった．  

やがて面接での話題は Mo が家の中を片付けないため，Fa が寝る場所が

なくなったことに移っていった． Fa は祖父母の世話を口実に祖父母の家

に住むようになった（＃ 10～＃ 19）．Mo は結婚当初から整理が不得意で家

中がいつも散らかっていた．Fa や Cl が手伝っても，Mo はすぐに散らかし

てしまうそうである． Mo は片付かない自分の部屋で就寝することができ

ず，リビングルームの椅子に座ったまま寝ることが多くなっている． Fa

は，事態の改善を Mo に訴えたが， Mo は Fa のことを自分のことをわかっ

てくれないわがままな人だと言っている（＃ 16）．Fa が祖父母の家で住む

ことを決めたとき， Mo は「家族なのだから別居するはおかしい」と言っ

たが，すぐに「 Fa がいないと楽だ」という考えに変わったらしい（＃ 18）．  

Fa が祖父母の家に移って数週間がたったころ，Cl の服装を巡って Mo が

文句を言ったことがきっかけで二人は口論になり， Mo が衝動的に 110 番

通報した．Cl はこの出来事についてしばらくの期間語った（＃ 12～＃ 14）．

Mo は Cl が着る服のデザインにこだわりがあり，長時間小言を言う．Cl は

「この服のことです」（＃ 12）と実際にいま身に付けているものであるこ

とを説明した．Th には若い女性が身につける普通のデザインに思われた．

Mo は自分の規準に合わない服を着て Cl が外出したことを知って，Cl が帰

宅するやいなや激しく Cl を罵ったそうである．Cl はいつものことと思っ

て，一人で夕食をとっていた．すると突然パトカーがサイレンを鳴らして

近所にきたかと思うと，自宅に警察官が入って来たそうである． Mo が Cl

とは別の部屋から 110 番通報し，娘が暴れているので取り押さえて欲しい

と言ったそうである．警察官は Cl から事情を聴くと Cl に同情して引き上
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げたそうである．Mo は警察官が帰ると，「あなたが悪いのよ」とだけ言っ

たそうである（＃ 19）．  

 

第Ⅲ期  ＃ 20～＃ 25（ X＋２年１月～ X＋２年７月） アナロジーが生成さ

れた時期  

 第Ⅱ期以降， Cl は面接内容をノートに取っていたが，第Ⅲ期では面接

内容に加えて日常の対人関係で考えたことや感じたことをノートにまと

めてくるようになった．面接の最初に，書き留めたことを話題にしたいと

言って語りだすこともあった． Th がユーモアを込めて＜私がそのノート

を欲しいぐらいですね＞と言うと， Cl は子どもに言い聞かせるような口

調で「ダメですよ．これはこの部屋で生まれたわたしの宝物です．わたし

の手を離れたら意味がないと思います」と語った（＃ 20）．Th にとってこ

れは Cl 自身の説得力がある言葉に感じられた．  

 この第Ⅲ期で Cl は印象的なアナロジーを語った（＃ 21）．そしてその後，

＃ 25 までそのアナロジーが話題になった．Cl は第Ⅱ期で語っていた Mo に

まつわる出来事を振り返った後で，「わたしは，まな板の上でさばかれた

魚のようです．」と語ったのである．＃ 21 と＃ 22 で，Cl は，「まな板」は

「家族」であること，「さばい」たのは Mo で，「魚」は自分のこと，「さば

く」は「捌く」と「裁く」の両義があって， Cl は Mo に「捌か」れて身体

の中までバラバラになってまとまりがつかなくなるほど身体的に追い詰

められていたことを語った．また，幼少の頃から Mo の勝手な規準で「裁

か」れて，自分を作ることができなかったことに気付いたと語られた．Th

は Cl がアナロジーで自分の状況を語るのを聴きながら，「まな板の上でさ

ばかれた魚」がいま一匹の魚になりつつあるのがイメージできた． Th が

＜あなたはさばかれても耐えているのかな？＞と言うと「これまで，お母

さんのことを考えないようにしてきたけれど，もう無理かも．無理しなく

てもいいですよね．お母さんはひどいことをわたしにしてきましたが，お
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母さんもわたしと同じようにいろいろ聴いてもらって助けて欲しいのだ

と思います．ちゃんとそう思うにはわたしにはまだ力がありませんが」と

語った（＃ 22）．＃ 23 以降，「『お母さん』が冷静なときは一緒にうまくや

れると思う」（＃ 23）「警察を呼んだことがもうすでに何か思い出になった

みたい」（＃ 24）「『お母さん』も子どもの時にお手伝いさんに育てられて

寂しかったのかも．ちょっとはわかってあげようと思う」（＃ 24）「『お母

さん』とどういう風に距離をとって付き合うかが大事だと思うようになっ

た」（＃ 25）など Mo との関係が話題になった．アナロジーを語り始めてか

ら，Cl は Mo のことを「あの人」から「お母さん」と呼ぶようになってい

た．  

 

第Ⅳ期  ＃ 26～＃ 32（ X＋２年９月～ X＋３年４月） 自立に向けて動いた

時期  

 Cl は， Mo と同居していると，お互いに注意していても，どうしてもい

さかいが絶えず，自分が不安定になってしまうので，一人暮らしをするこ

とにした（＃ 26）．「スープの冷めない距離がいいと思って」，アパートを

探し， Fa から金銭的な援助を受けて引越しをした（＃ 28）．すでに Mo と

別居している Fa は，Cl が Mo から離れて一人暮らしをすれば Cl は平穏に

なれると言ったそうである．Fa について Th が，＜お父さんも大変な思い

をされていますね．＞（＃ 28）と言うと，Cl は「 Fa は Mo との関係でずっ

と耐えてきました．好きになれなくなった人と夫婦でいるのは不幸ですよ

ね．でも，わたしは子どもなので Mo から逃げられないのです」と語った．

Mo は Cl の引越しを手伝いはしたが，一人になって寂しくなるとは言わな

かったそうである．却って， Cl の部屋に自分のものを置くスペースを探

していたそうである．引越しの後，しばらく Cl は実家に戻らなかった．

Mo が心配だと言ってときどき泊まりにくることはあったそうである．引

越し後，数ヶ月経った＃ 30 では， Cl の方から実家に泊まりに行ったこと
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や，Cl が Mo の家の中の片付けを手伝っていることなどが報告された．Cl

は，「一人暮らしをしてお母さんと仲良くなれた」（＃ 31），「衝突しても翌

日には仲直りしているので，まだ変な親子だけれどつかず離れずやってい

こうと思います．」（＃ 32）と述べて面接は終結した．  

 

４  考察  

（１）  クライエントの理解−虐待体験からくる身体症状を巡って  

主に第Ⅰ期において，Cl は幼少期から Mo に受けてきた不適切な養育に

ついて語った．言葉による心理的虐待と思われる体験や，＃５で語られた

店に置き去りにされ，一人でバスに乗って帰宅した５歳時の体験などネグ

レクトを思わせる体験も語られた． Cl に基本的信頼感が適切に育たず，

Cl が「自分をネガティブに考えてしまい，朝起きる度になぜ死なずに朝

がきてしまったのかと考えてしまう」（＃１），「これまで死にたいと思う

ことがよくあった」（＃３）と語ったのも Th には納得できた．Cl は，「あ

の人（ Mo）をどうしたら殺せるかと考えることもある．でも心の中では殺

しているので，あの人のことは話したくない」（＃３）と語り，問題の核

心にある Mo との関係に向き合っていないことが示唆されていた．また，

「あの人のことは考えないようにしているのに，体が反応しているみた

い」（＃１）と述べて，微熱，めまい，吐き気などの身体性表現を母親と

の関係で理解していた．「親の側の感情や認知の安定が欠けていたり，自

己肯定感がなかったり，『自然』な子育ての方法がわからなかったりする」

（宮地， 2013, p.63）「無秩序・無方向型アタッチメント」の場合，子ど

もに解離性障害を引き起こすという指摘や，「ネグレクトや虐待がひどい

家庭で育った人々は，防衛のためばかりでなく，何も起きないうちにも慣

習的に解離を用いる．」（Stein，2007 一丸他訳 , p.6）という指摘のとお

り， Cl には健忘や自宅のトイレで気を失って救急搬送されるなどの解離

エピソードがみられた．また，中学時代の暴力，高校時代の怠学や万引き
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などの問題行動は， Mo による不適切な養育による自己肯定感，自己効力

感，対人関係能力，社会性の低さや衝動性の高さが背景にあったと考えら

れる．  

 Cl は幼少時から不適切な養育環境のもとで成長したため， Cl の安心感

は揺さぶられていたと考えられる．また，Cl が Mo から受け取った反応が

歪んでいて一貫性がなかったため， Cl にとって自分が何者であるかとい

う自己認知も不安定になり， Cl は自分が存在する世界を不安定なものと

感じ取っていたであろう．Shirer（1996, 郭他監訳 , 2008）が指摘するよ

うに，子どもに与えられるメッセージは，子どもの心の中に残る否定的な

語りかけとなって，子どもの自己感覚に影響を与えるのである．  

また， Cl が高価な化粧品を購入しすぎてカードローンの返済に困って

いたところ，Fa が借金を肩代わりして一括返済したというエピソード（＃

８～＃ 12）があった．また， Cl はここ数年，化粧にこだわりをもってい

て，「化粧をしっかりしていると自分が落ち着く」「化粧しないと怖くて人

に会えない」「化粧しているときは Mo には干渉させない．自分の時間がも

てる」（＃８）などと語った．Cl にとって，化粧をするという行為は，自

信がない自分を守る武装をするという意味があったと考えられる．「整形

にも興味があるが化粧がいい」（＃８）と語られたことから，Cl にとって

整形して自分の形を変えて自信のない自分から逃れるよりは，鎧のように

化粧で自分を覆って武装する方が安心感を得られたと考えられる．それで，

武装としての化粧を行う場であり，素の自分と向き合う場でもある三面鏡

の周辺に Mo が立ち入るのが Cl にとって一番辛いことであったと考えられ

る．  

 幼少から不適切な養育を受けてきた Cl が何とかしなければと思って来

談し，面接を継続できたのは， Fa との関係が安定していたお陰であると

考えられる．化粧品のローンの問題が発覚したとき， Fa はこの問題が長

引くと Cl が Mo との関係で今まで以上に辛くなると考えて借金を完済して
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くれたり，引越しのときに電化製品や家具などを揃えてくれたりした．Mo

から支配的な関わりを受けてきた Cl は，同じように Mo から支配され，拘

束されてきた Fa を支えにしていたと思われる．Fa からの心理的・経済的

な支えによって， Cl は化粧を使った心理的な武装ができたし， Mo と別居

して，現実的に Mo から自立することもできた．  

第Ⅰ期に，感情の伴わない語りであっても受容された Th との関係性の

なかで， Cl は自己表現できる機会をもち，身体を通して表現する傾向を

収めることができた．また， Cl はⅡ期で徐々に内面の感じに触れていく

なかで， Mo に反論したい気持ちが明確になり，化粧による武装の必要性

からローン問題を起こしたと考えられる．さらに面接がすすみ， Cl は Mo

と自分との関係性の理解が深まるにつれ， Cl にとって Mo は Cl を支配す

る存在から Cl が理解する対象に変容し，家族の中にも互いに理解しよう

とする態度が少しずつ生まれてきたと考えられる．終結時には，Cl は「一

人暮らしをしてお母さんと仲良くなれた．お母さんもわたしのことをわか

ってくれるようになった」「お母さんと自分は物事の捉え方が違うことが

よくわかりました．このノートに整理してあります」「衝突しても翌日に

は仲直りしているので，まだ変な親子だけれどつかず離れずやっていこう

と思います．それがお母さんとつきあっていくコツだと思えるようになり

ました」（＃ 32）と述べることができた．  

 

（２）  ノートテイキングによる心の整理  

Cl は，「月１回の面接が大切なので，ここに来られない日も自分のこと

や家族との関係を振り返ることができるように学んだことをノートに取

ります」（＃８）と言って，細かな字で面接の内容をノートに取り始めた．

ときには面接内容をイラストにしてまとめたりもしていた． Cl はノート

を開いて，これまでの面接内容を確認しながら， Cl にとって新しい発見

と思えるものを書き込んでいた． Cl が面接内容を「学んだこと」（＃８）
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と表現したのは， Mo との関係性で安定した自己感覚を身につけてこなか

った Cl にとって，面接が自己の在り方や安定した対人関係を再学習する

大切な場になっていたからと考えられる． Cl は面接内容だけではなく，

面接で触れられた Mo の発達的な特性や Cl 自身の発達課題に関係する心理

学用語が何であるか Th に尋ね，それらを帰宅後に調べてノートにまとめ

ていた．  

Cl が面接内容をノートテイキングしたそのノートは， Mo に監視される

生活のなかで面接中に感じた安心感を再体験する道具にもなったと考え

られる．それで，Th は Cl のノートテイキングを禁止せず，Cl がノートを

とれるように，いくらか待つこともあった．一方， Th は， Th も面接記録

をノートテイキングすると二人の間の距離が広がりすぎて， Cl との体験

過程を共有しにくくなるように感じて面接中には記録を取らなかった．  

面接中のノートテイキンングは， Cl にとって問題との距離感を保つ方法

にもなった． Cl は，面接中に考えたことや感じたことをノートの中に書

き取ることで，問題をノートの中に閉じ込め，好きな時にそれを読み返す

ことができた．Cl は Mo との問題に直接向かい合うことなく，距離をとっ

て核心となる問題に関連する話題や知識をノートから得ることができた．

Cl は，日常生活のなかで面接での安心感を再体験しながら適度な距離感

で核心の問題に触れることができたと考えられる． Cl にとって，ノート

テイキングは一種のクリンアリング・ア・スペースの働きをしていたと言

えよう． Th がユーモアを込めて＜私がそのノートを欲しいぐらいですね

＞と言うと， Cl は子どもに言い聞かせるような口調で「ダメですよ．こ

れはこの部屋で生まれたわたしの宝物です．わたしの手を離れたら意味が

ないと思います」（＃ 20）と語ったとき，Th はそれが体験過程を促進させ

る Cl 自身の Vocal 的な言葉（Sullivan，1954）であると感じた．ノート

テイキングを手段としながら面接を継続するなかで， Cl に問題に優しく

触れるフォーカシング的態度が育ってきたと考えられた．  
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（３）  “Thinking About” の働き −アナロジーを用いて  

Cl は，幼少期から Mo による不適切な養育を受け， Mo への依存と反発，

自分の存在の不確かさからくる不安から，「あの人のことは言いたくない」

（＃１）と言い， Mo のことを直接的に語ることを拒否した． “Thinking 

About”の「クライエントが向かい合えない核心となるテーマの周辺を話題

にする．その際，セラピストはクライエントとセラピスト自身のフォーカ

シング的態度を尊重し，育む」，という第一段階として Cl が向かい合えな

い核心となるテーマの周辺だけを扱った第Ⅰ期の面接が Cl にとって体験

的であったために， Cl は次第にフォーカシング的態度になじみ，第Ⅰ期

の終わりには，「心にモヤがかかった状態」（＃７）という Cl の全般的な

有り様を表現できるようになっていた．しかし，Cl が Mo と自分との関係

について向き合えるようになるには， Th がさまざまなエピソードを再体

験しながら聴いていくなど， Cl と Th がフォーカシング的態度のなかで，

Mo との関係性を内包しているその周辺の出来事をさらに語る第Ⅱ期が必

要であったと考えられる．第Ⅱ期では，＜返す見込みが立たない借金があ

ると思うとどんな感じがしますか？＞＜突然， Mo の小言が始まるとどん

な感じになるのでしょうか？＞（＃９）と尋ねる Th に，「胸がつまったと

いうか，また気を失ってしまいたいような感じでしょうか」「 Mo の小言は

無視したいのですが，反論したい自分もいるよう」などと語り， Cl は，

当然 Mo との関係性を内包する周辺の話題を語るなかで少しずつ Mo との関

係に向き合えるようになっていた．  

 “Thinking About”では，フォーカシング的態度で問題の周辺が十分に扱

われた後，ようやく向き合えるようになった問題と周辺の問題との関係性

が言語によって表現される．大抵それはアナロジーの形で言語化される．

実際の面接ではアナロジーは直喩や隠喩（メタファー）といった比喩表現

で表現され，クライエントは自己理解を深めることができると考えられる．

これが “Thinking About”の「核心となるテーマと周辺の問題との関係性が
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アナロジーによって表現されるのを見守る」，という第二段階である．第

Ⅲ期で， Cl が借金問題などで翻弄される自分という周辺の話題を語りな

がら，「わたしは，まな板の上でさばかれた魚のようです．」（＃ 21）とい

うアナロジーを語ったことが，それに相当する．その後，そのアナロジー

を話題にする面接を継続し，「アナロジーがもつスキーマが核心となるテ

ーマとクライエントとの関係性にどのように関わっているのかを話題に

しながら面接を深める」，という第三段階に入った．「さばく」に「捌く」

「裁く」の二重の意味があり，Mo からの支配と拘束によって「捌かれた」

ように身体化が生じていたこと， Mo が決める細かな規則によって「裁か

れた」ように Cl の行動が Mo によって判断され束縛されていたことなど，

この表現がもつスキーマについて面接が展開された（＃ 21，22）．Th が＜

あなたはさばかれても耐えているのかな？＞と尋ねると Cl は自分と Mo の

関係について，「これまで，お母さんのことを考えないようにしてきたけ

れど，もう無理かも．無理しなくてもいいですよね」（＃ 22）と語り出し，

「お母さんとどういう風に距離をとって付き合うかが大事だと思うよう

になった」（＃ 25）と核となるテーマである Mo との関係性を明確に整理し

て言語的にも語れるようになった．「お父さんはお母さんとの関係でずっ

と耐えてきました．好きになれなくなった人と夫婦でいるのは不幸ですよ

ね．でも，わたしは子どもなのでお母さんから逃げられないのです」（＃

28）など，Cl は自分と Mo との関係を実感の伴う自分の言葉で語ることが

できた．Cl は Mo に対する激しい怒りが身体化したり行動化したりするこ

とを避けながら Mo への関わり方を変容させることができたのである．  

Cl は「あの人のことは話すのが嫌」（＃１）と言い，Mo のことを避けな

がら周辺の話題を語っていった．これは，「語らないことで語る」という

逆説的な oxymoron（矛盾語法）の構造をもつ体験過程であったとも考え

られる． oxymoron（矛盾語法）の構造を用いて語りたくないことから距

離をとることを保障する “Thinking About”の過程で，クライエントは安全
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と思える立ち位置から核心となるテーマを扱うことができたと考えられ

る．田嶌（ 2000, p.9）は，壺イメージ法について安全弁を備えたイメー

ジ技法の体験は，「これまでの否定的人生観から肯定的人生観へという具

合 に 根 本 的 な と こ で の 変 化 を も た ら す 」 と 指 摘 し て い る ． 同 様 に ，

“ Thinking About”はクライエントが向き合うには危険と思われるテー

マそのものには意図的に直接触れないことで，クライエントの安全を保障

している．その安全な距離感のなかで，クライエントはフォーカシング的

態度によっても守られ，その二重の守りのなかでクライエントが否定的に

捉えてい た問 題を 肯定的に 扱っ てい けるよう になる こ とが “Thinking 

About”の利点であると考えられる．  

 

第３節  事例研究４  「核となるテーマを語りたくないと言う  

    身体化が見られた女子高校生に“Thinking About”を  

    適用した事例」  

1 問題と目的  

学校で行うカウンセリングにおいて，好ましいコミュニケーションの技

法や態度を身につけることは児童生徒と関わりをもつときの基本であり，

そうすることでお互いの信頼関係を形成し，問題の核心に近づいていける

ように接することが重要である（玉瀬，2007）．しかし，問題を抱える児

童生徒のなかには，発達的な特性から人とのかかわりが苦手で対人距離が

とりにくく，他者の気持ちの理解が苦手なだけではなく自分の気持ちにつ

いても適切な距離を保ちながら実感を伴って触れていくことが苦手で，自

分が抱える問題の核心に接近しようとすると急激に問題に圧倒されそう

になって感情がひどく乱れるものがいる．その場合，カウンセリングで問

題の核心を重要なテーマとして扱うのが困難になる．また，児童生徒が抱

える問題そのものがトラウマ的なものであるため，カウンセリング場面で

不用意に接近すると児童生徒を傷つけてしまう危険があると判断される
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場合もある．これらの場合，どのようにカウンセリングで扱いたい児童生

徒の核心となるテーマに関わることができるのであろうか．本論では，こ

うした必要に応えるためにフォーカシングのクリアリング・ア・スペース

の考え方から工夫して考案した “Thinking About：周辺を考える”という

技法を高校生に適用した事例を報告し，クライエントの安全感を大切にし

ながら問題の核心を扱う方法について考察したい．  

本節で報告する事例は，進路に係わる学級担任との通常の面談のなかで

友人関係を相談したことから定期的な面接につながった女子高校生との

面接過程である．該当生徒は，当初友人のことを語ると体調が悪くなるた

め，面接で相談の中心である友人のことを扱えなかった．事例をとおし，

核となる問題に向き合えない児童生徒を援助するときにどのように関わ

ることができるのか考察したい．   

 

２  事例の概要  

生徒（以下，本節では A と略す）:高校２年生女子．17 歳．文化系クラ

ブに所属．長身でやせ型．姿勢がよい．礼儀正しく爽やかな印象．しっか

りと自分の意見を話すが，少し甘えたところも見せる．学業成績は良好で，

理解力は高い．責任感が高く，しっかりしている．友人は多い方ではなく，

一人で行動することも多いが，協調性もあって級友から一目置かれている． 

主訴 :同じ部活動の友人（以下，本節では B と略す）から相談を受ける

ことが多くなってきて負担感が高かった．相談を受けないと友人を見捨て

ているように感じ，嫌々ながら B の話を聴いていた．B は既に自主退学し

ているが，今でも B のことを考えるとしんどくなる．カウンセリングで B

のことを話題にしたくない．  

家族構成・生育歴 :両親は A が小学校高学年の頃から別居している．母

親と小学校高学年の弟，母方の祖父との４人暮らしである．祖父はここ数

年間入退院を繰り返している．母親は会社員で，家事は A が家事全般を行
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ってきた．別居している父親と会うことはめったにない．  

来談経過 :B とは高校入学以来，同じ文化系クラブに所属している．中

学校ではなかったクラブなので，活動内容が新鮮で，数少ないクラブ員の

なかで B とすぐに仲良くなった． B とは出身中学校は異なる． 2 年生にな

った春に，B は不登校傾向になり，リストカットや摂食障害から通院を始

めた． A は B と自然と距離を置くようになったが， B は A に悩みを相談す

るようになった． A は， B の話を聴く関係がつらくなった． B は夏休みに

入ると A にメールを頻繁に送るようになり，A はますます B との関係が負

担に感じるようになった．２学期になって， B は自主退学したが， A は B

のことを思い出すクラブにも行きにくくなった．A は B と直接会うことは

なかったが，B との関係をこころのなかでは切ることができず重荷に感じ

続けていた．進路に係わる個人面談をきっかけに A は学級担任である筆者

（以下、 Th と略す）に相談し， Th が定期的なカウンセリングをすること

になった． A が高校２年生であったＸ年 10 月に校内の相談室を用いて面

接が開始された．  

見立てと今後の方針：家事と学業で忙しい A が B の強い依存に耐えられ

なくなったことは容易に理解できるが， B と会わなくなってからも A が B

との関係に苦しむのは，A には自分に頼って依存してくる存在を受け入れ

にくいところがあると思われる．「 B のことを考えるとしんどくなって学

校に来る元気もなくなるので，B のことを直接話題にして向き合いたくは

ない．」と訴える A に，向き合えない核となるテーマを安全に扱うように

する “Thinking About：周辺を考える”というオリジナルな技法を用いる

ことにした．  

 

３  面接経過   

 カウンセリングは，Ｘ年 10 月からＸ年 12 月までの５回であった．隔週

1 回 50 分，放課後に校内の相談室で面接を行った．A の発言は，「    」，
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Th の発言は＜    ＞で表記する．   

 

＃１  X 年 10 月  

 通常の進路指導の面談のために A が予定通り教室に入ってきた．Th は，

A が事前に面談の最後の時間帯を希望していたので，何か特別な相談があ

ることを予期していた．進路決定に係わる話をすすめるなかで，A は B と

の関係を話しだした．A はこの話をすると決めて面談に来たのがわかった．

A は落ち着いてこれまでの経過をわかりやすく話した．筆者は A のどこに

も置けない整理できない気持ちをそのまま大切なものとして受け止めよ

うとして丁寧に A の気持ちを聴いた．  

A が語ったのは，高校入学以来同じ文化系クラブに属する B との友人関

係であった．X 年の１学期から不登校傾向になっていた同学年の B につい

ては Th も承知していた． B はその頃からリストカットや摂食障害で通院

していた． B は夏休み前から欠席が増えていたので， A との接触は少なか

ったのではと Th は考えたが，B は夏休み中に A に頻繁にメールを送って A

にいろいろな相談をしていたそうである．A は，どんどん自分に頼ってく

る B の存在がつらかったそうである．２学期になって，B はほとんど登校

しなくなり，自主退学を考え始めていた．最近は A に B がメールを送って

くることもなくなったそうであるが，A は B と出会っていたことを考える

としんどくなりクラブの活動場所にも行きにくくなってきたそうである．

B との関係は現実的には切れているが，「こころのなかではそうできてい

ない．B に頼られていたことがこころに残っていて次に進む気力がなぜか

わかないのでカウンセリングをしてほしい．」と言う．「 B との関係を整理

するのは私にとって大事なことに思える．」が，「この問題を考えるとしん

どくなるので，直接話題にして向き合いたくはない．カウンセリングでい

ろいろ別の気持ちを聴いてもらってこころ全体の整理をつけて何とか自

分のペースで学校生活を送りたいと思っている．」と語った．筆者が定期
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的なカウンセリングをすることになったが，「 B のことを話すとつらくな

るので話さなくてもよいですか．B のことを話さないので，先生は B のこ

とが関係しているのかなと思って聞いてください．」と語り，直接 B との

関係に触れるのはつらいことを訴えた．そこで，面接では核となる問題周

辺を語ることから始める “Thinking About”を用いることにした．A の強い

不安を扱うため，A との個別性を重視し，面接は＃２から面接時間を設定

し校内の相談室で行うことにし，学級担任と生徒という関係よりカウンセ

ラーと来談者の関係が際立つように時間と場所を構造化した．  

 

＃２  X 年 11 月  

A は時間どおりに来室し，「先回，聴いてもらってほっとしたのですが．」

と話を切り出し，自分が B と出会って一緒に活動をしていたクラブの様子

など B と自分の周辺で起きてきた出来事について静かに語りはじめた．中

学校ではなかった珍しいクラブで興味があったので打ち込もうとしてい

たが，少人数での活動であったので人間関係が濃くクラブ員同士のもめ事

が多かったことが語られた．「雰囲気がそうなっていて．」とか「気を遣う

環境だったので．」と語る A から，その多くに B が関係していたことがわ

かった．また，１年次にはそれほど感じなかった B からの依存が２年次に

なって強まり，夏休み中ますます B が A に依存的になって，B からのメー

ルに返信が遅れると B が感情的になって A の悪口をクラブ内などにメール

で回されたことなどのエピソードが B の名前を出すのを巧みに避けなが

ら語られた． B が学校を去った今になって， A は「相談に親身になって関

わっていた分，学校にとどまれなくなったのは自分が充分に悩みを聴いて

あげられなかったせいではないか．」と思ったり，「最後まで助けられなか

った自分のことは恨まれているのではないかと思ったりする．」などと B

に対する自責の念から B に向き合えないでいることが語られた．  

一方で， A は，「今回のことは自分の在り方に問題があるのではないか
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と思うのです．」とも語った．Th は B との関係には直接触れずに，クラブ

での A の活動など周辺の話題を中心にして A を取り巻く事実を聴きながら，

B に対する A の思いがどのように A の中に生まれたのか追体験しながら A

の語りを聴いていた．活発でしっかり者の A ではあるが，A の語りを聴き

ながら Th には，周りの人間関係のなかで A が宙ぶらりんになっているイ

メージが浮かび，＜話を聴いていると A さんは何か足が地についていない

ように感じるのだけど．＞とそのイメージを A に伝えた．A はその言葉を

聴いてドキッとしたようであったが，何も語らずしばらく沈黙していた．

Th は A がこのイメージを聴いて混乱しているようではなく，自分を振り

返る時間をもっているようであったので，それ以上扱わずどのようにこの

イメージを A が感じているのかと思いながら静かに A を見守っていた．  

 

＃３  X 年 11 月  

A は，クラブでの人間関係の難しさからくるトラブルについてこれまで

のように B のことを語らないようにしながら話したあとで，「ところで家

族のことや自分と母親とのことも話してもいいですか．」と断った．Th は，

A が周りの人間関係のなかで A が宙ぶらりんになっているイメージがどこ

からくるのか頭の片隅において A の語りを聴いていたので，自然にこの話

題についていった．A は，自分が小学校の頃に父親が別居して今は滅多に

会わないことや両親の別居後から祖父と同居するようになったこと，これ

まで家事を主にしてきた祖父が最近入退院を繰り返していることを語っ

た．  

A は座り直して母親について語り始めると，しっかりとした口調で自分

に言い聞かせるように語った．「お母さんのように私もなるのかなあ，と

最近思うのですが，それは嫌だと思う気持ちも強いのです．お母さんはち

ょっとわがままというか，私に頼りすぎだと思います．遠くの大学に進学

して家から逃げるということも考えたのですが，それは経済的に無理かな，
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と思ったりします．まだ私はお母さんに経済的に頼っているところもあり

ますし．先生はどう思いますか．この先お母さんと一緒に暮らしても私は

私でいられるでしょうか．」Th の目をまっすぐに見て尋ねる A は答えを求

めるようではなく，ただただ聴いて共感してほしいようであった．Th は A

の語りを聴きながら A が母親から自立していく過程を歩み始めていると

感じ，数年後の A が眼前にいるかのように思えた．そこで，＜どこにいて

も A さんが A さんでいることはできるだろうし，A さんが A さんになって

いくというイメージが私には浮かぶけれど， A さんはどんな感じですか．

＞と返答した．A は，「自分になっていくというイメージですか．B のこと

を考えたくないのも自分になっていないことと関係があるのかな．自分に

なっていくというのは，ちょっとしっかりしていく感じですね．今は無理

かな．今のしっかり者に見られているわたしは本当にしっかりしているの

ではないし．」と語った．  

 

＃４  X 年 12 月  

「今日はお母さんとのことを最初から話します．」と言って， A は自分

が経済的にも心理的にもまだまだ母親に頼るところがある一方で，一人の

女性として母親という存在から離れていきたいとも思っている自分があ

ることを語った．「弟は小学生ですが，私よりお母さんから離れている感

じがします．さばさばしているっていうか．男の子ってそうなのかな．娘

ってつらいですよね．母親との関係で．いつまでも縛られている感じがし

ます．でも何か負わされているような感じの方が今は合うような気がしま

す．」＜お母さんから縛られている感じは何か負わされているという感じ

になったのですね．＞と言うと，A はしばらく沈黙した後で，＜そうです

ね．背負っていると言うよりは，自分の中の井戸という言葉がぴったりき

ます．自分の中の井戸．そうです．そうです．」と話した．Th は井戸のイ

メージについていこうとしながら，このアナロジーが意味するものを明確
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にするために，＜自分の中の井戸とお母さんが関係しているのですか．＞

とさらに尋ねた． A は，「そう．そう．自分の中の井戸です．井戸がある

感じがします．そこから感情が水のように湧いてくるのです．お母さんか

ら離れたいけれど離れられない．お母さんが，お願いよ，離れないで，と

私に言っているように．そうですね．もしかしたら B との関係も同じだっ

たりして．そうですよね．B も私にお願いよ，離れないでって言って，ど

んどん近づいてくる感じでした．」と語った． Th は， A が語る井戸からあ

ふれる水のイメージについていこうとしていた． Th のなかに浮かぶイメ

ージは大量の水が湧き出してくるイメージではなかったので，A に＜井戸

から水が溢れ出てきて，どうしようもなくなっていますか．＞と問いかけ

ると， A は「そうですね．溺れるわけではありません．」返答した．＜井

戸の横に少ししっかり立ってみると水が少しずつ井戸の底から湧き出て

くるのが眺められるぐらいですか．＞と応答したところ A は，そのイメー

ジに同感し，「水が溢れ出すことはないです．ほっておいてもいいです．」

と語った．  

 

＃５  X 年 12 月  

＃５では，＃４で扱った井戸というアナロジーについて話しあった． A

は，井戸という比喩からイメージしてみると B のことを落ち着いて眺めら

れるようになったこと，B から依存されていることが受け入れられなくて

B を最後まで助けられなかったと自分を責めていたことと A に頼ってくる

母親から自立して離れたいと思っていることがどこかで関係しているこ

とがわかったと述べた．そう考えると母親とも少し距離をとって関係を見

直せるようになり，少しは母親の苦労を理解しようとしていることが語ら

れた．＜ B やお母さんとの関係を少し落ち着いて考えていけるようになる

と自分のことを考える余裕ができるかもね．＞と Th が語ると， A は次回

からは学級担任として進路相談にのって欲しいと言い，家から通える大学
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に進学しようと思っていると語られた．心理面接は終結になり，通常の進

路相談の日程調整を行って相談室を後にした．  

 

４  考察  

（１）  A の理解 −思春期の自立と友人関係を巡って  

 A は母親からの自立を通して女性としての生き方を考える時期にあった

と考えられる．母親からの依存や束縛が A の家庭状況のなかで通常以上に

A には強く感じられていたと思われる．そうしたなかで， B から依存され

束縛された体験が起きた．A は B と現実的には会わなくなった後も B から

依存され束縛された体験から強い影響を受け続けており，B との体験に向

き合うことが難しかった．この時期，A にとっては現実的な進路を考える

段階になっており，A が母親から依存され束縛されている状況を乗り越え

る課題に直面していたと考えられる．こうした時期に，A は B から依存さ

れ束縛された体験の苦しみを母親からの依存と束縛からの自立という同

じスキーマをもつテーマとして扱うことになった．現実の自立を扱う進路

に関わる面談で Th に B との問題を提起したのである．これは定期的な面

接につながった．Th との “Thinking About”を用いた面接のなかで，A は B

との体験が母親との関係とパラレルであることに気づいた．高校生の時期

について，「自分の家族について客観的に眺め，自分と家族との関係を冷

静に眺められるようになるのは，もう少し後の，青年期に入ってからであ

ると思われる．それは思春期という自分自身が非常に不安定な時期を通り

過ぎ，少し心理的に安定し，また言葉による表現力も高まってくることも

影響していると考えられる．」（内田， 2005, p.69）と言われるように， A

はアナロジーという言葉の力を使って B との問題と母親との問題を同時

に扱うことができたと考えられる．A の言語表現力が高かったのは有利に

働いた．また，しっかりとした面接構造の守りの中で自分のなかに感じら

れる感じを扱えたことも A との面接を促進させたと考えられる．こうした
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条件がなく，言語表現が難しくなるほど感情が揺れていたり，十分に構造

化された面接構造等の守りがなかったりした場合，B との問題で疲れ果て

ていてつらい思いをするなか登校していた A が何らかの身体症状や行動

で訴えることも十分に考えられた．  

 

（２）  クリアリング・ア・スペースとしての “Thinking About”のは

たらき  

 A は “Thinking About”によるクリアリング・ア・スペースによって， B

との関係を言語的表現し対象化することができた．“Thinking About”を活

用することによって，B との関係と同じスキーマで母親との関係を扱うこ

ともできた．  

“Thinking About”の具体的な段階は，以下の通りである．①クライエン

トが意識的に向かい合えない核となるテーマの周囲をセラピストがクラ

イエントと自分自身のフォーカシング的態度を育てながら話題にする．②

クライエントによって核となるテーマと周辺の話題との関係性がアナロ

ジーによって言語化されるのを見守る．③アナロジーが生成されたなら，

そのアナロジーに寄り添いながら，そのアナロジーがもつスキーマと問題

とクライエントとの関係性の類似をテーマにしがら面接を深め，クライエ

ントが向かい合いにくかった問題の捉え方の変容を図る．  

本事例では，「①クライエントが意識的に向かい合えない核となるテー

マの周囲をセラピストがクライエントと自分自身のフォーカシング的態

度を育てながら話題にする．」段階は，＃２と＃３でクラブでの A の活動

など周辺の話題を語ったり（＃２），家族の話題を語った（＃３）りした

ことに当てはまる．吉良（ 2010）は，概念化のプロセスが同じように応

答を行っても容易に生じにくいことがあることを指摘し，その違いは，体

験に伴う自律性の感覚が保たれているか，損なわれているかが重要である

と述べ，問題となる体験に圧倒されたり振り回されたりするのではなく自



110 

 

律的に向き合う感覚をもてているか，問題となる体験に自律的に対処でき

る感覚をもてているか，問題となる体験が起こっても問題から分離した自

律性を感じられる体験領域をもてているかどうかという自律性の感覚を

体験の主（あるじ）としての主体の感覚につながっていると考え，それを

「主体感覚」（吉良・大桐，2002）と呼んでいる．本事例の場合，この段

階で Th は A が「主体感覚」を活かせるように A のフォーカシング的態度

を育てた． Th のなかに感じられる「周りの人間関係のなかで A が宙ぶら

りんになっているイメージ」（＃２），「 A さんが A さんになっていくとい

うイメージ」（＃３）を伝えた．このような応答は， A のフォーカシング

的態度を育て，尊重された関係性のなかで自律して問題に向き合おうとす

る A の姿勢を育てる助けになったと考えられる．  

また，「②クライエントによって核となるテーマと周辺の話題との関係

性がアナロジーによって言語化されるのを見守る．」という第二段階は，

＃４で行われ，B との関係が母親との関係とパラレルであることに気づい

ていた A は井戸のアナロジーを用いて向かい合うことを避けてきた B との

体験からくる感情を母親からの自立，女性としての自立というテーマに捉

え直すことができた．  

さらに，「③アナロジーが生成されたなら，そのアナロジーに寄り添い

ながら，そのアナロジーがもつスキーマと問題とクライエントとの関係性

の類似をテーマにしがら面接を深め，クライエントが向かい合いにくかっ

た問題の捉え方の変容を図る．」という第三段階については，＃４で述べ

られた「お母さんから離れたいけれど離れられない．お母さんが，お願い

よ，離れないで，と私に言っているように．そうですね．もしかしたら B

との関係も同じだったりして．」という A の気づきや＃５で語られた B の

ことを落ち着いて眺められるようになったことや母親と少し距離をとっ

て関係を見直せるようになり，少しは母親の苦労を理解しようとしていた

ことに見られたと考えられる．  
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第４節  まとめ  

１  事例３における“Thinking About”の活用  

クライエントは，幼少期からの児童虐待と思われる母親による不適切な

養育を受け，「あの人のことは言いたくない」（＃１）と言い，母親のこと

を直接的に語ることを拒否した．また，気を失ったり，微熱，めまい，吐

き気などの身体症状に苦しんでいた．母親が受け入れられないという問題

の中心を語ろうとしないクライエントに対して “Thinking About”の第一

段階「クライエントが向かい合えない核心となるテーマの周辺を話題にす

る．」が行われた．第Ⅰ期の面接でクライエントはフォーカシング的態度

になじみ，「心にモヤがかかった状態」（＃７）というクライエントの全般

的な有り様を表現できるようになっていた．  

第Ⅱ期では，「胸がつまったというか，また気を失ってしまいたいよう

な感じでしょうか」「母親の小言は無視したいのですが，反論したい自分

もいるよう」などと語り，クライエントは，母親との関係に向き合えるよ

うになっていた．  

 “Thinking About”の第二段階「核心となるテーマと周辺の問題との関係

性がアナロジーによって表現されるのを見守る」は，第Ⅲ期でクライエン

トが借金問題などを巡って母親に翻弄される自分のことを「わたしは，ま

な板の上でさばかれた魚のようです．」（＃ 21）というアナロジーを語った

ことが，それに相当する．その後，そのアナロジーを話題にする面接を継

続し，第三段階の「アナロジーがもつスキーマが核心となるテーマとクラ

イエントとの関係性にどのように関わっているのかを話題にしながら面

接を深め , クライエントが向かい合いにくかった問題の捉え方の変容を

図る」段階に入った．セラピストが生成されたアナロジーについて尋ねる

とクライエントは自分と母親の関係について，「これまで，お母さんのこ

とを考えないようにしてきたけれど，もう無理かも．無理しなくてもいい

ですよね」（＃ 22）と語り出し， 核となるテーマである母親との関係性を
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明確に整理して言語的にも語れるようになった．クライエントは自分と母

親との関係を実感の伴う自分の言葉で語ることができるようになった．  

 

２  事例４における ”Thinking About”の活用  

事例４では，「①クライエントが意識的に向かい合えない核となるテー

マの周囲をセラピストがクライエントと自分自身のフォーカシング的態

度を育てながら話題にする．」段階は，＃２と＃３でクラブでの A の活動

など周辺の話題を語ったり（＃２），家族の話題を語った（＃３）りした

ことに当てはまる．この段階で Th は A のフォーカシング的態度を育てた．

Th のなかに感じられる「周りの人間関係のなかで A が宙ぶらりんになっ

ているイメージ」（＃２），「 A さんが A さんになっていくというイメージ」

（＃３）を伝えた．このような応答は， A に近接のハンドルを与え， A の

フォーカシング的態度を育て，尊重された関係性のなかで自律して問題に

向き合おうとする A の姿勢を育てる助けになったと考えられる．  

また，「②クライエントによって核となるテーマと周辺の問題との関係

性がアナロジーによって言語化されるのを見守る．」段階は，＃４で行わ

れ，B との問題が母親との関係とパラレルであることに気づいていた A は

感情が水のように湧いてくる井戸のアナロジーから向かい合うことを避

けてきた B との体験からくる感情を母親からの自立，女性としての自立と

いうテーマに捉え直すことができた．  

さらに，「③アナロジーが生成されたなら，そのアナロジーに寄り添い

ながら，そのアナロジーがもつスキーマと問題とクライエントとの関係性

の類似をテーマにしがら面接を深め，クライエントが向かい合いにくかっ

た問題の捉え方の変容を図る．」段階については，＃４で述べられた「お

母さんから離れたいけれど離れられない．お母さんが，お願いよ，離れな

いで，と私に言っているように．そうですね．もしかしたら B との関係も

同じだったりして．」という A の気づきや＃５で語られた B のことを落ち
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着いて眺められるようになったことや母親と少し距離をとって関係を見

直せるようになり，母親の苦労を理解しようとしていたことに見られたと

考えられる．  

 

３  問題が身体化しているときの“Thinking About”の活用  

本論の事例３，事例４にあるように， “Thinking About”を用いることに

よって，心身症などからだを通して問題を表現し，核となる問題に向かい合

って語ろうとしないクライエントを援助できることが明確になった．  

 古くから心身症の症状を呈する患者は，自らの感情体験や内的体験を認

識し，それを言葉で表現する傾向に乏しいことが知られている（上西，

2010）．Sifneos（ 1973）は，心身症患者の特徴を示す概念としてアレキ

シシミア（Alexithymia）を提唱した．Alexithymia とは，ギリシャ語で

「情動を表す言葉が欠けている（a=lack, lexis=word, thymos=emotion）

に由来する造語である．①自分の感情や身体の感覚に気づいたり，区別す

ることが困難である．②感情を表現することが困難である．③空想力に乏

しい．④自己の内面よりも外的な事実へ関心が向かうなどの性格傾向を示

すものである．これまでフォーカシングによる体験過程はからだで感じる

感情を重視するため，身体感覚をとらえたり，感情を表現することが難し

い心身症の患者にフォーカシングを適用するのは難しいと考えられてき

た（阿世賀 , 1995）．  

一方，問題が身体化している場合のフォーカシングの臨床適用について

松原・松原（ 1977）は，身体症状の訴えが続き，心理面接が進展しない

場合をあげている．また，春日（ 1990）は，クライエントの身体症状を

とりあげ，それをイメージを伴うようなものへと具体化・細分化し，その

上でからだの深い部分の包括的な感じに焦点をあてる方法が効果的であ

ったとしている．また，井出（ 1994）は，心身症へのフォーカシングの

適用について，“固有の身体症状に集約されてしまったり，身体感覚があ



114 

 

まりにも平板であり，かつなかなか距離をおけない例が多い”としている

が，大林ら（ 1997, p.597）は，アレキシシミアを伴う書痙にフォーカシ

ングを適用し，“セッションを重ねるうちに，身体症状においてもある種

の感覚や感情を見出すようになり，またその表現も豊かになった．”と報

告している．  

 事例３，事例４のいずれでもクライエントは自発的にアナロジーを表出し

た．中田ら（1994）は，通常のフォーカシングにおいて身体感覚であるフェ

ルトセンスの概念化が進まないときに有用な方法として，HANDLE-GIVING

法を提唱しており，この方法では，リスナーがフォーカサーに「～感じです

か」などとハンドルを提示する．リスナーはそれに近いフェルトセンスをも

っていてもその言葉や表現がピッタリこない場合は，より狭い範囲でピッタ

リする言葉や表現を探そうとする．フォーカサーが「ズレの感覚」をもって

自発的に概念を探そうとすることを狙うのである．この方法は，事例４の Th

のなかに感じられる「周りの人間関係のなかで A が宙ぶらりんになってい

るイメージ」（＃２），「 A さんが A さんになっていくというイメージ」（＃

３）を伝える応答に見られた．  

 このように，身体感覚に焦点をあてるセッションを重ねたり，セラピス

トが感じるフェルトセンスとクライエントのフェルトセンスとのズレに

注目するなどしていくことによって，クライエントは感情体験やさらに深

い内的体験を認識できるようになり，問題を身体化することから言葉など

を用いて表現するようになると考えられる．当然，内的過程に触れようと

するこの過程にはクライエントのセライストの間でフォーカシング的態

度を醸成することが求められる．“Thinking About”は，そうした態度を様

式として備えている技法であるため，問題を身体化して語ろうとしないク

ライエントの援助に効果的なのである．  

 とくに，問題を身体化して表現するクライエントは，核となる問題につ

いて実感を伴わずに淡々と語るだけで，あっさりとその問題については語
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らないと宣言してそれ以後は触れていこうとしない傾向がある．そこで

“Thinking About”を導入する場合は，周辺の話題についてもクライエント

が実感の伴わない淡々とした語りをしないように，第一段階の「①クライ

エントが意識的に向かい合えない核となるテーマの周囲をセラピストが

クライエントと自分自身のフォーカシング的態度を育てながら話題にす

る．」という段階を丁寧に行う必要がある．身体化するクライエントは実

感を伴わない語りをする傾向があるので，周辺の話題については実感をも

って語る姿勢をもてるように援助しておくことが重要なのである．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

 

 

 

 

第５章 

 

総合考察 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

第１節  心理的葛藤を扱う方法としての“Thinking About”の意義  

フォーカシング的態度とは，第２章第４節２“Thinking About”の方法

で述べたように，自分自身が感じること，すべての経験に許容，受容，優

しさ，好奇心を保つこと（Cornell, 1996 大澤・日笠訳  1999）であり，

オープンであること，優しさ，友好的であること，許すこと，尊重するこ

と，受け取ること，傾聴することが重要な特徴となる態度である（伊藤・

フォーカシング研究所 , 2005）．また，フォーカシング的態度とは，フォ

ーカシングが可能になるような内的環境をつくり出すフォーカシングの

五つのスキル（Cornell, 1994 大澤・日笠訳  1996 ）である「認めるこ

と」「関係を見つけること」「友だちのように居ること」「共鳴させること」

「受け取ること」と関係する態度であると考えられる．セラピストがセラ

ピストとクライエント双方にこのフォーカシング的態度を醸成させるこ

とによって，実感のともなった体験的な面接過程を導くことができると考

えられる．  

 “Thinking About”の適用対象になるクライエントの心理的葛藤により

向き合えず語れないテーマがある場合のように，最初からフォーカシング

態度を取ることが難しい事柄に対してフェルトセンスを得る方法につい

て，Cornell（1993, 村瀬監訳  1996）は，「感じについての感じ」（ the feeling 

about the feeling）という方法を提案している．それはフォーカシング的

態度をとることに「拒否的な感じ」が生じた場合に，その「拒否的な感じ」

そのものにフォーカシング的態度をとろうとする方法である．そうするこ

とによって，初めに生じた「拒否的な感じ」についてのフェルトセンスに

もフォーカシング的態度をとることが可能になると言われている．この方

法については，田村（1999, p.208）は，“なぜ本来のフェルトセンスを横

に置いておくことによって変化が生まれるのかという問題が未解決であ

る”と指摘している．  

 “Thinking About”では，心理的葛藤があって核となる問題に近づけない
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という「拒否的な感じ」が生じた場合，クライエントの安全感を保障する

ために，その「拒否的な感じ」は一旦扱わずに置いておくことが Cornell

（1993, 村瀬監訳  1996）の「感じについての感じ」（ the feeling about the 

feeling）とは異なる． “Thinking About”では，「拒否的な感じ」が生じる

核となるテーマそのものではなく，核となるテーマの周辺にあるいくつか

の問題のなかでクライエントが安全感をもって扱えそうな問題を選んで，

その問題についてフォーカシング的態度で扱う．そのときセラピストに生

じるフェルトセンスは，図４にある核となるテーマと話題に選ばれた周辺

の話題の間の「距離感に対するフェルトセンス」と「話題に選ばれた周辺

の話題に対するフェルトセンス」である．クライエントは，それらのフェ

ルトセンスを感じ取っているセラピストに安全感を保障するなかで，セラ

イストのフォーカシング的態度を頼りにしながら「拒否的な感じ」があっ

た核となるテーマから心理的に安全な距離感が保てる周辺の話題に向か

い合う．一方で，向かい合えない核となるテーマについては，それを語ら

ないことによってかえってそれを意識するようになることが同時に起こ

る．  

 クライエントによって選ばれた周辺の話題の一つと核となるテーマと

の関係性がアナロジーを用いて語られたときにクライエントがもってい

た核となるテーマに対する「拒否的な感じ」はすでに存在感を失っている．

セラピスト側の核となるテーマと話題に選ばれた周辺の話題の間の「距離

感に対するフェルトセンス」と「話題に選ばれた周辺の話題に対するフェ

ルトセンス」の２つのフェルトセンスに守られたなかで，クライエントが

近づけなかったその心理的距離感そのものにあった核となるテーマと周

辺の話題との関係性がクライエントによってアナロジーの形で言語的に

表現されたからである．クライエントが感じていた「拒否的な感じ」を感

じる核となるテーマとクライエントの関係性を説明するスキーマによっ

て，それが表出されるとき，クライエントにとって「拒否的な感じ」をも
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っていた核となるテーマはその実体を失い，クライエントを脅かす力を失

うのである．そのとき，クライエントは「拒否的な感じ」が強くて向かい

合えなかった核となるテーマについてその周辺の話題を介さずに直接ア

ナロジーを頼りにしながら語り出せるようになっているのである．  

 したがって，心理的葛藤によって核となるテーマに向き合えず語れない

場合，“Thinking About”の第二段階の「②クライエントによって核となる

テーマと周辺の問題との関係性がアナロジーによって言語化されるのを

見守る．」という段階と第三段階の「③アナロジーが生成されたなら，そ

のアナロジーに寄り添いながら，そのアナロジーがもつスキーマと問題と

クライエントとの関係性の類似をテーマにしながら面接を深め，クライエ

ントが向かい合いにくかった問題の捉え方の変容を図る．」という段階に

おける体験過程が重視される．クライエントは核となるテーマについては

向き合ったり語ったりすることを意識的あるいは無意識的に避けるが，周

辺の話題については語ることは厭わないので，第一段階の「①クライエン

トが意識的に向かい合えない核となるテーマの周囲をセラピストがクラ

イエントと自分自身のフォーカシング的態度を育てながら話題にする．」

の過程は比較的容易に導入できる．しかし，核となるテーマを語るのを避

けてきた心理的背景と大きく関わる第２段階の「②クライエントによって

核となるテーマと周辺の問題との関係性がアナロジーによって言語化さ

れるのを見守る．」という段階においては，セラピストはクライエントの

体験過程を慎重に見守り，適切なアナロジーが表出されたときには，その

アナロジーがもつスキーマの意味を十分にクライエントと語ることが必

要である．その語りは続く第三段階の「③アナロジーが生成されたなら，

そのアナロジーに寄り添いながら，そのアナロジーがもつスキーマと問題

とクライエントとの関係性の類似をテーマにしながら面接を深め，クライ

エントが向かい合いにくかった問題の捉え方の変容を図る．」という段階

に自然とつながっていくのである．  
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 ここで注目されるのは，“Thinking About”を説明する図３，４，５のい

ずれの図にもセラピストから核となるテーマに向かう矢印がないことで

ある．セラピストは “Thinking About”の過程において核となるテーマを考

えたり，それにフェルトセンスを感じたりしないのである．セラピストが

もつフェルトセンスは，核となるテーマと話題に選ばれた周辺の話題の間

の「距離感に対するフェルトセンス」と「話題に選ばれた周辺の話題に対

するフェルトセンス」，そして，クライエントとセラピストの言語的・非

言語的相互作用を維持する「クライエントのプレゼンスに対するフェルト

センス」と「セラピストのプレゼンスに対するフェルトセンス」である．

このとき，もし，核となるテーマに対するフェルトセンスをセラピストが

もつなら，それは，セラピストのプレゼンスそのものを変容させてしまう．

核となるテーマに影響されたセラピストのプレゼンスにそのテーマに向

かい合えないクライエントは，拒否感を感じ取り，セラピストとの信頼関

係は損なわれ，面接の継続は難しくなるであろう．もし，セラピストが核

となるテーマを感じたり，意識したりしながら行われる面接が行われると

すれば，それはクライエントにとって特定の適応の形を前もって目標に掲

げられた教育的指導という形になっていることであろう．そこには，全人

的な成長を目指すフォーカシング的なあるいは，Person-Centered の人間

性心理学的な観点が存在しなくなるのである．  
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            ②（アナロジーの生成）  
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セラピスト     言語的・非言語的相互作用     クライエント  

  

           （フォーカシング的態度）       

    プレゼンス          関係性            プレゼンス  

（ ク ラ イ エ ン ト の プ レ ゼ ン ス に 対 す る フ ェ ル ト セ ン ス ）  

（ セ ラ ピ ス ト 自 身 の プ レ ゼ ン ス に 対 す る フ ェ ル ト セ ン ス ）  

                                                                                
     

①（向き合う）  

図４  心理的葛藤を扱うときに重要になる “Thinking About”の部分  

（特に重要な過程や項目を     で囲んでいる）  
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第２節  身体化した問題を扱う方法としての “Thinking About”の意義  

問題を身体化しているクライエントの場合，クライエントはことばやイ

メージなどの表象で気持ちを語ることをせず，身体症状を使って気持ちを

表現するため，クライエントにとって何が向かい合えず，語れない話題な

のかクライエント自身が意識していないことも多く，向かい合えない核と

なるテーマの周辺から面接で話題にしようとしても話題を一つだけ選ぶ

ことさえ難しい．それで，セラピストは，図５の核となるテーマと話題に

選ばれた周辺の話題との間の「距離間に対するフェルトセンス」と「話題

に選ばれた周辺の話題に対するフェルトセンス」を頼りに，クライエント

において図５の② B の過程が可能になるように，どの話題を選ぶのか試行

錯誤しながら慎重に話題を巡らす必要がある．つまり，“Thinking About”

の第一段階である「①クライエントが意識的に向かい合えない核となるテ

ーマの周囲をセラピストがクライエントと自分自身のフォーカシング的

態度を育てながら話題にする．」という過程を丁寧に行うことが問題を身

体化したクライエントを援助するときにとくに重要になるのである．  
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土井（ 2006）は，セラピストとクライエントが互いに自分の感じを確

かめるプロセスである「体験的傾聴」において，セラピストは実感がほと

んど伴っていないクライエントの語りの，一瞬に現れる「感じ」に反応し，

その「感じ」にセラピストが応答することで，クライエントは「感じ」に

注意を向けることができるようになり，フェルトセンスが形成されると論

じている．この「体験的傾聴」にフォーカシング的態度が大きく関わって

いることは明らかであろう．核となるテーマが身体化していてクライエン

トに意識されていない場合も，フォーカシング的態度でクライエントの繊

細な一瞬に現れる「感じ」をセラピストが捉え，その微細な「感じ」をク

ライエントとセラピストの間で醸成して，“Thinking About”の第一段階で

ある「①クライエントが意識的に向かい合えない核となるテーマの周囲を

セラピストがクライエントと自分自身のフォーカシング的態度を育てな

がら話題にする．」という過程を踏むことが重要であると考えられる．  

Cornell & McGava（2002, 大澤・上村訳  2005）は，フォーカシング

中の状態を，「一体化した状態」「追放された状態」「プレゼンス」の三つ

に分けている．「一体化した状態」とは ,フェルトセンスとの距離が近すぎ

るものであり，「追放された状態」とは，遠すぎてフェルトセンスが感じ

られない状態である．「プレゼンス」とは，フォーカサーがフェルトセン

スと適切な距離を保って，フェルトセンスに注意を向けている状態である

と説明されている．この「プレゼンス」の状態は，田村（1987;1990）が

曖昧さと多様性をもったフェルトセンスに身を任せ，そこから何かが生ま

れてくるのを安心感をもって待っている状態を指して用いる floatability

と呼ばれる状態に近いとされている．“Thinking About”においては，図５

の①の過程で示されているクリアリング・ア・スペースの距離感を保てる

ように，核となるテーマと話題に選ばれた周辺の話題との間の「距離感に

対するフェルトセンス」を頼りにセラピストが，周辺の話題とクライエン

トとの距離を適切なものになるように選ばれる話題とクライエントとの
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間の心理的距離を調整する．そのようにしながらクライエントの語りにア

ナロジーが生成されるのをフォーカシング的態度を醸成させながら待つ

態度は，「プレゼンス」の状態や floatability と呼ばれる状態を保つこと

を指していると考えられる．このセラピストの状態において，セラピスト

は自由にセラピスト自身のフェルトセンスを感じるほど「自己一致」して

おり，クライエントのフェルトセンスを感じとる態度をもって「無条件の

肯定的関心」を示している．また，クライエントの体験過程をたどりなが

ら「共感」している．つまり，クライエントの自己洞察の過程をセラピス

トがフォーカシング態度で見守りながらその過程を促進させる “Thinking 

About”の過程は，セラピスト側の条件を自然と満たすことになるのである． 

ところで，「プレゼンス」の状態や floatability と呼ばれる状態を保っ

てフォーカシング的態度を醸成する「からだ」は，デカルト以来の心身二

元論や心が身体に影響を与えると単純に考え心と身体を直線的因果関係

で結ぶ心身相関の考え方では説明できない生きた主体としての「からだ」

を指すと考えられる．この全体論的（ホリスチィック）な「からだ」を扱

おうとするとき，核となるテーマ周辺の話題をクライエントが身体症状で

語り言語化されないために面接では扱えないという限界を超えることが

できる．主体として，「いま、ここ」に生きる人間としてクライエントを

捉えるならば，セラピストはクライエントと自分自身の主体としての「か

らだ」のプレゼンスに気づき、丁寧にその存在に触れていくことができる．

その「からだ」が訴えていることを少しずつ表現してみようとする．その

なかで，淡々と感情を交えずに症状を語る道具であった身体が，主体的に

自らが抱える問題を語りだすのであろう．その語りのプロセスのなかで，

「からだ」は変化し続け，クライエントは「推進」すると考えられる．ま

た，セラピストやクライエントとセラピスト間の関係性も変化し続けるの

である．これは，人が「からだ」の感覚をもとにして成長し，新たな世界

に開かれていることを意味する．このようにクライエントが内的照合性を
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身につけて内的世界に開かれ，同時にセラピストとの関係性において他者

との関係性に開かれるとき，クライエントの心的変容，つまりクライエン

トの「推進」が可能になる条件が整うのである．  

このクライエントの全体性を意味する「からだ」の変化は，当然セラピ

ストのプレゼンスを前提にする．クライエントが自分の「からだ」で感じ

とるフェルトセンスは、クライエント独自のものであるが，セラピストの

プレゼンスとセラピストとの関係性抜きには生じないからである．それゆ

え，「いま、ここ」に立ち上がった “Thinking About”におけるアナロジー

は，他者との関係性，つながりという行為を含む豊穣な意味をもつものに

なる可能性があるのであろう．  

  

第３節  “Thinking About”で生成されることば  

１  アナロジーの活用  

“Thinking About”は，クライエントが向かい合えない，語れないテーマ

についてクライエントの安全感を保障しセラピストが意識的に心理的距

離を保つことによって逆説的にそれを扱おうとする技法である．フォーカ

シング的態度でクライエントが扱えない核となるテーマの周辺の問題を

扱いながら，その話題とクライエントの関係性を語るアナロジーが生成さ

れるのを待つのである．“Thinking About”では，最初からターゲットにし

ている核となるテーマを扱うことはない．“Thinking About”の過程で生成

されるアナロジーも，当初からぴったりくるものが表現されるとはかぎら

ない．そもそもフォーカシングにおいてフェルトセンスを表現する言葉や

イメージのハンドルは，ああでもない，こうでもないというようにフェル

トセンスと照合しながら，フェルトセンスとの相違を語ることから表出が

始まることが多い．得丸（ 2009）は，フェルトセンスはハンドルに対し

て「ぴったりでない」と反応することが得意であって，「近いけれどもぴ

ったりでない」「ちょっと違う」と否定することで，よりぴったりとした
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表現を明確にする過程を促進することができると論じている．言い換えれ

ば，フォーカシングではフェルトセンスと表象とのズレを感知しやすいの

である．“Thinking About”で表現されるアナロジーも表現したいスキーマ

に向かって徐々に明確になっいく性質があり，クライエントがアナロジー

の変化とともに推進するというフォーカシング的性質がそこにあると考

えられる．  

“Thinking About”の過程のなかでクライエントは核となる向き合えな

いテーマと周辺の話題との関係性をアナロジーによって言語化する．その

アナロジーの構造のなかにクライエント自身の在り方と大切なテーマと

の関係を表現すると考えられる．クライエントにとってぴったりするアナ

ロジーが生成されたなら，セラピストがそのアナロジーに寄り添いながら，

そのアナロジーがもつスキーマとアナロジーに表現された核となるテー

マとクライエントとの在り方の関係性の類似点や相違点をテーマにしな

がら面接を深めることで，クライエントが向かい合いにくかった問題の捉

え方の変容が起こると考えられる．  

“Thinking About”では，アナロジーを用いることで，クライエントは直

接触れるには危険な核となるテーマを明確に語らなくても新たなスキー

マを獲得することができる．実際の言語的な面接ではアナロジーは直喩や

隠喩（メタファー）といった比喩表現で表現される． “Thinking About”

の過程において，クライエントはテーマの周辺を漂ったり接近したりしな

がらその過程で生み出される思いや感覚を言語的に表現しようとする．最

初は ,喃語レベルの「あー」とか「うー」とかいう言葉が発せられるが，

やがてクライエントは核となるテーマに近いスキーマを選択して対応さ

せようとして，「～のような」という比喩（直喩）を使って説明しようと

する．  

クライエントが生成するアナロジーは，クライエントとセラピストの面

接過程から生み出された両者の共有物であると考えられる．セラピストも
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ぴったりするアナロジーをクライエントと模索するなかで，もどかしく感

じることがある．この感覚は，両者が共有する体験である．この体験はク

ライエントとセラピストのフォーカシング的態度を育てるうえで重要で

ある．言葉がアナロジーとして身体から生じつつある過程でのもどかしさ

が両者に身体感覚を生じさせ，その感覚に鋭敏にさせるからである ．

“Thinking About”の過程でクライエントとセラピストの両者に醸成され

るフォーカシング的態度を基盤にして，クライエントに生じるアナロジー

がクライエントのフェルトセンスと照合される過程のなかでさらにクラ

イエントのフォーカシング的態度が向上し，向き合えなかった問題を優し

く扱えるようになる効果もあると思われる．  

また， “Thinking About”の過程で生成されるアナロジーは，「フェルト

センスとそれに対応したあいまいなイメージのあいだを結ぶ言葉を作る

こと」（村上 ,  2010, p.243）である．アナロジーそのものがクライエント

に特定の行動をするように指示するものではなく，クライエントのおかれ

た状況をあいまいに感じ取らせるものである．また，クライエントの状況

の捉え方は全体的なものである．こうしたアナロジーの働きによって，ク

ライエントは強制されることのない保護的な守りのなかで核となるテー

マに触れることができると考えられる．  

“Thinking About”では，アナロジーが効果的な役割を果たすように表出

される．それは，クライエントの語らない努力をまずはセラピストが認め，

クライエントがその問題をもってはいるものの，クライエントがその問題

自体ではないと認める構造をもつことで，クライエントにとって核となる

テーマがはっきりと浮き出てきやすいと考えられる．また，当初から，語

りたくない核となるテーマについては語らないでよいという保障をクラ

イエントに与えることで，かえってクライエントが核となるテーマを意識

し考えることを促進させることにつながっているとも考えられる．  
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２  語らないことによって語る方法  

心理療法にはクライエント自身が気づいていない無意識の心的内容を

意識化する方向とそのような関わりが重篤な症状をもつクライエントを

混乱させるために問題を意識化させない方向の援助がある．フォーカシン

グそのものは，後者の方法が中心となる．現れたフェルトセンスと現実の

問題の関連を扱うこともあるが，扱わなくてもフェルトセンスを丁寧に感

じることで体験過程は推進することができる．“Thinking About”は，クラ

イエントとセラピストの間で醸成されるフォーカシング的態度に依存し

ており，フォーカシングにおけるクリアリング・ア・スペースの方法を用

いて核となるテーマや他の周辺のテーマとの心理的距離を保つ点でフォ

ーカシング指向心理療法に位置づけられるものであるが，心理療法の過程

としては，問題を意識化させない方向の援助から始まりクライエント自身

が気づいていない無意識の心的内容を意識化する方向の関わり方に終わ

るものである．重篤な症状をもつクライエントを混乱させないためにクラ

イエントに問題を意識化させない方向からはじめて，クライエントの核と

なるテーマを強く避ける態度を和らげさせる方向にもっていく．やがてク

ライエント自身がまだ気づいていない無意識の心的内容をクライエント

に感じさせる．そして，クライエントが前概念的に気づいていてもクライ

エントがまだ概念的に理解していない心的内容を言語化させる．そのこと

でクライエントとセラピストの間でクライエントの問題に関わる理解を

共有するのである．   

体験過程を重視する心理療法のなかで，クライエントを混乱させる問題

を ク ラ イ エ ン ト に 意 識 化 さ せ な い 方 向 の 援 助 法 と し て ， 増 井

（ 1987,1994,1996）の方法がある．増井法とも呼ばれるこの方法は，症

状にまつわる「苦慮感」がクライエントを悩ましているとし，“クライエ

ントが何にどう困っているかを整理し，クライエントが体験している苦慮

感を心の隅にそっと置いておくよう援助する方法”（徳田 , 2000, p.47）で
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あると言われている．その具体的な工夫の代表的なものは，“何が問題で

あるかを整理し，その問題にまつわる『感じ』を吟味した上で，その『感

じ』を何らかの入れ物に入れて適当な場所に置く想像をするという一種の

イメージ技法”（徳田 , 2000, p.47），また，“いま気がかりなことを一つひ

とつ確認し，それらを適当な場所におく想像をする”というものである（徳

田 ,2000, p.47）．また，「壺イメージ療法」（田嶌 , 1983）も問題を意識化

させない方向の援助であると考えられる．この技法は，“簡単に言えば，

心のなかのことが入っているいくつかの壺または壺様の容れ物を思い浮

かべ，次に入れそうな壺に入り，なかの感じを味わい，そして壺の外へ出

て蓋をする，入れそうにない壺には蓋をして適当な場所にしまうといった

ことを，それぞれの壺ごとに順次試みるという技法である．”（田嶌 ,2000, 

p.1）．これらの問題を意識化させない方向の援助技法では，体験内容では

なく体験様式が重視されている．そこでは，クライエントは困っている内

容を具体的に語ることは必要がない．ただ，クライエントは，困っている

内容を具体的に語る必要はないが，「苦慮感」を心の隅にそっと置くにし

ても，壺を思い浮かべるにしても，その時に触れたくない体験内容を意識

せざるを得ないので，まったく触れたくない問題から自由になっているわ

けではない．  

 “Thinking About”においては，系統だった体験様式に従って最初は向か

い合えず語れない体験内容には触れないが，やがてクライエントが向かい

合えない核となるテーマをクライエントに言語化させる．また，クライエ

ントが向き合えない心理的背景をクライエントが言語的に理解するよう

に援助する．“Thinking About”の過程では，最後には言語を使って問題を

意識化して扱うのである．  

では，“Thinking About”においては，最初の段階ではクライエントが向

かいあえない核となる問題にまったく触れていないのか，というとそれは

否である．クライエントが向き合えない問題が何かを選択するのは，クラ
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イエントが言明する場合もあれば，セラピストが推測する場合もある．た

だ，セラピストだけで向き合えないテーマを定める場合も，向き合えない

テーマが何であるかはそれを語らないことによって逆説的にクライエン

トに伝えていることになる．  

たとえば，事例１では，クライエントは，いじめ加害者に対する復讐心

を考えたくはないが，どうしてもその復讐心が心から離れなくて苦しみ，

身動きがとれなかった．復讐心が抱える実際の内容についてクライエント

は当初それが自分にとって向き合えない問題なのかどうかも理解してい

なかったと考えられる．しかし，復讐心そのものを面接のテーマにしても

面接が膠着し，クライエントが傷ついてしまうことはセラピストにとって

明らかであった．それでセラピストの判断で，復讐心には触れないことに

した．同様にクライエントが背景にある心理的な課題を意識していなかっ

た事例２では，クライエントは最初から「復讐心が頭から離れないで困っ

ている．」と述べた．クライエントにとって向き合えないテーマが何であ

るか明確で，面接の開始から意識的にその問題との心的距離を適切に保つ

ことが大切であることがクライエントとセラピストの間で自明であった．

そのためクライエントとセラピストの両者でクライエントが意識的に向

かい合えない核となるテーマを明確にしてその周囲部分だけを話題にす

ることにした．  

問題を身体化していた事例３では，クライエントは母親のことは語りた

くないと明言していた．そのためこの事例でもクライエントとセラピスト

の両者で母親の話題を避けることに合意した．事例４でも，クライエント

は特定の友人のことを話すとしんどいと訴えたため，クライエントとセラ

ピストの両者で友人の話題を避けることにした．  

“Thinking About”を用いた心理面接において，向き合えない問題が何か

を選択するのは，報告された事例からわかるように，クライエントが言明

して決める場合もあれば，セラピストが推測して選ぶ場合もあるが，本論
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で報告したいずれの事例においても，クライエントが意識的に向かい合え

ない核となるテーマの周囲についてセラピストがクライエントと自分自

身のフォーカシング的態度を育てながら話題にする面接過程を通して，ク

ライエントは周辺の話題と触れない核となるテーマとの関係のなかにク

ライエント自身の在り方と大切な問題との関係をみるようになったので

ある．  

このように，当初問題に向かい合わず話さないことが逆説的に問題の整

理につながる方法が “Thinking About”なのである．“Thinking About”では，

向きあったり話したりすることが難しいテーマをクライエントやセラピ

ストが見定めることが最初の段階で必要である．“Thinking About”は，そ

の核となるテーマは扱わないが，それを扱わないこと自体がそのテーマを

意識させるという oxymoron（矛盾語法）を含んでいる．そのテーマに向

かいあわず，語らないということ自体が，そのテーマに向かい合い語るこ

とを促進するという両義性をもった構造をもっているのである．こその構

造によって，クライエントがいずれかは扱わざるを得ない核となるテーマ

にクライエントが安心感をもって触れることを可能にしていると考えら

れる．  

 

 第４節  “Thinking About”の限界と今後の展望  

 本論で取り上げた事例４例は，復讐心に関わる心理的葛藤のために問題

に向き合えなかったり語れなかった２事例と身体症状を通して問題を表

現して問題に向き合ったり語ったりするのを避けていた２事例であった． 

 心理的な葛藤を身体症状に置き換えることで問題に向き合って語るこ

とをしないクライエントの事例に “Thinking About”は効果的であった．と

ころで，学生相談に長く関わってきた高石（2009）によると， 1980 年代

末以降に学生時代を過ごす世代のこころの構造は自我の構造が相対的に

希薄で，こころのなかに混じると都合の悪い要素は衝立で仕切るように切
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り離す傾向があり，葛藤し，悩み，洞察し，自ら成長していく代わりに，

ばらばらで一貫性の乏しい内面を抱え，経験は積み重ならず，自分という

主体の希薄なまま，漠然と不安を抱える傾向があり，心理化して悩むより，

「自傷」「過食嘔吐」「過呼吸」「過敏性腸」「つきまとい」「ひきこもり」

などの行動化・身体化に至ることが以前より増えている印象があると論じ

ている．この傾向は，“Thinking About”を用いて援助できる問題を身体化

する対象と重なっていると考えられる．今後は，問題を身体化することの

よって心理化して扱えないクライエントに広く適応できる技法であると

考えられる．  

一方，問題について言語などを通して象徴化することが難しいクライエ

ントには ， 発 達 障 害を抱え るク ライ エント も あげら れ る ． “Thinking 

About”ではアナロジーを用いるため，クライエントにある程度の言語表現

能力や比喩の理解力が求められる．自分の感情を認知する能力やそれを言

語で表現する能力が限られているときに，直喩表現や隠喩表現を用いるこ

とは可能であるのか．そもそもフォーカシング的態度を醸成することに困

難はないのか．発達障害のクライエントを対象にしてフィーカシング的態

度を醸成し，クライエントが新たなスキーマの理解につながるようどのよ

うに支援できるかは今後の研究課題である．上西（ 2010）は，通常のフ

ォーカシングにおいて，「体験的なプロセスを促進させるために，描画や

コラージュなど非言語的なコミュニケーション媒介を用いることで，体験

的なプロセスが進む可能性も考えられる．」としている．“Thinking About”

の過程においては，アナロジーの表出を待つ態度が望まれるが，クライエ

ントがアナロジーの表出に苦慮している場合には，描画やコラージュなど

非言語的なコミュニケーション媒介を用いる工夫が役に立つ方法となり

得るのか今後検討する余地が十分にあると考えられる．   
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