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大震災と詩

平井　正三　

　私にとって今回の大震災の経験の中で
衝撃的であったことの一つは，他の多く
の人と同じく，津波によって家や多くの
建築物が跡形もなく流されてしまう様子
でした。陳腐な表現ですが，自然の驚異
の前に人間の作り上げたものは無力では
かないことをあらためてつきつけられま
した。もう一つ私の心の中に繰り返し起
こって来たことは，あの津波で人のつな
がり，家族や友人たちをすべて失った人
たちはどのようにして生きていくのだろ
うという問いでした。人がつくったもの
だけでなく，人の命も，また人と人との

つながりも全くはかないもののように思
えてきます。こちらの方は，大震災でな
くても，病気や事故などによって実はこ
の瞬間にも世界のあちこちで起こってい
ることなのです。しかし家も建物も普通
に存在し，社会はいつも通り動いている
ように見える，日常の世界では，こうし
た人生の実相は姿が見えなくなっていま
す。
　こうした思いの中で，私の心を捉えた
ことの一つは，さまざまなメディアの
中で，詩や歌がいつになく脚光を浴び，
人々の関心の的になっていることでし
た。私が心を動かされた出来事は，ロン
ドンのミュージシャンたちが震災支援コ
ンサートを行い，その最後にビートルズ
の across the universeをみんなで大合唱
したことです。この歌には次のような詩
句が含まれています。

Limitles undying love which shines around 
me like a million suns,
It calls me on and on across the universe

ひらい・しょうぞう＝精神分析，臨床心理学
御池心理療法センター／NPO法人子どもの心
理療法支援会。著訳書に，アルヴァレズ著『こ
ころの再生を求めて』，ブロンスタイン編『現
代クライン派入門』，ウィッテンバーグ著『臨
床現場に生かすクライン派精神分析』，『学校
現場に生かす精神分析』，ヨーエル著『学校現
場に生かす精神分析 実践篇』（以上 岩崎学術
出版社），『子どもの精神分析的心理療法の経
験』（金剛出版）など多数。このほど，『精神
分析的心理療法と象徴化』を刊行。
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………………
Nothing is going to change my world.

　こうした詩句は耳触りのよい励ましで
あるとしても，最初に述べた自分の世界
を構成すると通常思われているものを何
もかも失った人に何か真実の響きを帯び
ることはあるのだろうかというのが，こ
の詩句に感動しつつも私の心に最初に起
こってきた思いでした。
　このような問題意識を持ちながら，先
日私は日本語臨床フォーラムという会で
北山修先生と山中康裕先生と「美と精神
分析」というテーマで討議をする機会が
ありました。そこで，私は，次のような
クラインの考えを議論の出発点に据えま
した。

……人生のどの段階においても，不安によ
るストレスがかかると，良い対象に対する
確信と信頼は揺るがされうるのです。……
日常生活で日々触れることのできるものの
中に，良いもの（goodness）への希望や信
頼を見出していくことは，逆境の中にいる
人々を助け，迫害感を効果的にやわらげて
くれるものなのです。……（Klein, 1957, 
p.194）

　つまり，逆境の中で人を支えるのは，
「良い対象に対する確信と信頼」であ
り，「日常生活で日々触れることのでき
るもの」中に見出される「良いもの」な
のであると彼女は述べています。このク
ラインの考えを基盤にして，さらに対象
のよさの核心は美しさであり，その美し
い対象とのアンビバレントな関係が人の

根源的な存在条件なのであるというメ
ルツアーの考えを紹介することを中心に
私は話を進めていきました。その際私
は，ポーランドのキェシロフスキ監督の
『青の愛』という映画とデイビッド・
ミッチェルというイギリス人の『The 
Thousand Autumns of Jacob de Zoet 』
という小説を題材にしました。『青の
愛』は，交通事故で娘と夫をなくした女
性が，過去の生活とのつながりをすべて
捨てて生きようとするのですが，つなが
りを断ち切ることはできず，その中で苦
しみながら新しい人生を歩み始めるとい
う話です。私が印象付けられたのは，主
人公の女性が音楽家であった亡き夫の遺
作を破棄するように知り合いに委託する
のですが，その知り合いは破棄していな
かったことが分かる場面です。その知
り合いは，破棄しなかった理由として，
「美しいものを壊すことはできません」
と述べたのでした。示唆的であったのは，
その亡き夫の遺作というのがヨーロッパ
統合，すなわち人と人との対立（と悲
劇）を超えたつながりを祝う曲だったと
いうことです。
　『The Thousand Autumns of Jacob de 
Zoet』は，18世紀末から 19世紀初め
に長崎の出島に滞在した Jacob de Zoet
という架空のオランダ人の物語というか
たちで，異文化との出会いを，胎児が子
宮外の世界に生まれ出ていくイメージを
重ねながら描いていきます。この小説の
クライマックスで，主人公の Jacobは長
崎港に侵入してくる英国海軍軍艦と対峙
する際に次の聖書の詩句を口にします。
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……たとい，死の影の谷を歩むことがあっ
ても，私は災いを恐れません。あなたが私
とともにおられますから。あなたの鞭とあ
なたの杖，それが私の慰めです。
……まことに，私のいのちの日に限り，慈
しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私
は，いつまでも，主の家に住みましょう。
（旧約聖書詩篇 23篇）

　この詩句の中の「恵み」という言葉は
英訳では goodnessになっており，クラ
インの言う対象のよさと同じ語句です。
私は，異文化との出会い，すなわち世界
との出会いは，世界の美しさに惹かれる
とともに，その潜在的な残酷さに恐れお
ののく経験であり，小説のこの場面で主
人公が瀕していたのはその残酷さに打ち
のめされる危機ではなかったかと考えま
す。その時主人公を守ってくれたのが，
永遠の神の言葉である，この美しい詩句
だったのでした。
　こうした話を先ほどの日本語臨床
フォーラムでお話しした際に，北山先生
の方からは美しさとはかなさとのつなが
りを指摘する示唆深い話を聞かせていた
だき，はたと考えさせられました。確か
に，日本語的感性からは美しさは，はか
なさと密接に関係していることを感じま
す。それに対して，ビートルズやクライ
ンや聖書の世界では，美しさ（beauty）
と変わらなさ，不滅性（undying）とが
つながっているように感じます。壊すこ
とのできない美を考えることではかなさ
の問題を克服できるというよりも，美の
問題ははかなさの問題と分かちがたく結

びついているのです。再び私ははかなさ
という現実に立ち戻らなければなりませ
んでした。
　話は変わりますが，先日朝日新聞の夕
刊（2011年 6月 6日大阪版）に，大阪
教育大学付属池田小学校事件の犠牲者の
遺族の二人の親御さんの手記が掲載され
ていました。一人は母親で，事件の痛み
を，障害者の介護の仕事をしていく中で
癒されている様子を書かれていました。
もう一人の父親は，事件のことを子ども
たちに話す活動の中で絶望の中から光を
見出していったことを書かれていました。
その方は，亡くなった娘と同じような子
どもたちが自分の話を熱心に聴いている
様子をみていると娘が生きていた意義を
感じさせられた気がすると述べ，結局光
は自分の中にあるのではないかと震災の
被災者の方に向けた言葉をつづられてい
ました。
　こうした人たちが本当に大切なものを
すべてなくしたと感じた中から立ち上
がって来られたのは，人とのつながりの
中や自分の中にある光を見いだしていっ
たことのように思います。彼らの言葉は
人の心を動かし，はかなさのきわみにい
る人の道しるべになるように思います。
　今回の大震災は確かに私たちに当然そ
こにあるものと思っているものがいかに
錯覚であるかを思い知らされる経験だっ
たように思います。いわば，私たちの生
活の虚飾がはがされスケルトンにされる
経験ではなかったでしょうか。そのよう
な目でもう一度自分の生活をみてみると
何が大切なものであり，何がどうでもい
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いものであるか，もう少し明確になるか
もしれません。つまりはかなさのきわみ
のなかで，何が本当に変わらないもので
あるか考えさせられる機会であるかもし
れません。
　ここで心理臨床という仕事の分野に目
を向けてみましょう。精神分析はしばし
ば科学というよりも，芸術であるという
批判を受けています。もちろん，最も問
題なのは芸術ですらなくただの似非科学
であるかもしれない点ですが，その問題
はここでは置いておいて，私はむしろ本
当に精神分析が芸術と重なるような営み
をしているとするならばそれは大いに誇
りに思っていいことだと考えます（精神
分析を科学的営みと捉えることができる
という点については，拙著『精神分析的
心理療法と象徴化』の第 1章参照）。芸

術は美を扱うとともに，象徴化という人
間の最も根源的な生の営みにかかわって
いると考えるからです。私は，大震災を
通じて見えてきたスケルトンの視点でそ
う確信します。つまるところ，私たちの
個々の存在は消え去るにしても，私たち
の生の痕跡は，象徴的に表現されたもの，
究極的には私たちの作りだした詩句にそ
の痕跡は残されていき，時と場所を超え
て（across the universe）人のつながり
の中に息づいていくのではないでしょう
か。そしてこうした認識はまた，自分自
身の心の中に光を見出すことでもあるの
ではないでしょうか。精神分析的心理療
法が本当に意味を持ちうるのは，こうし
た人間の営みに関われた時ではないかと
私は思っています。

◇書評エッセンス◇

精神分析的心理療法と

象徴化
平井　正三

　本書を拝読して特に印象

に残ったことは，セクショ

ン Bで，氏が精神分析の
既存の概念を踏襲しなが

ら，独自の擁護や概念を積

極的に使用していることで

ある。たとえば，第 6章
では，子どもの心を受け止

め，子どもについて考える

心の状態と子どもの心の痛

みから身を守り，それを受

け止めない心の状態を，そ

れぞれ，『〈親〉的心性』と

『〈組織〉的心性』と読ん

でいる。第 8章では，子
どもの心理療法で行なわれ

るコンテインメントの水準

を『治療機関外コンテイン

メント』『治療機関内コン

テインメント』『治療内コ

ンテインメント』の三つに

分類し，さらに逆転移を通

じて転移の収集を行なう方

法を『バックミラー技法』

と呼んでいる。（後略）。

　以上のような用語と概念

化は氏自身の臨床思考であ

り，そこには氏のリベラル

な独創性が感じられる。さ

らに氏が英国から帰国した

後，自由に臨床思考を展開

しているように評者には感

じられる。（評者・岡田暁

宜＝愛知教育大学保健環境

センター■精神療法 37巻

6号（2011）より抜粋）
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　トイレで小用を済ませて戻ってくると，
事務を手伝ってくれている女性が医局か
ら飛び出してきた。
　「先生！　地震っ !!」
　彼女は，ドアにしがみつきながら血の
気の引いた顔で叫んだ。歩行中だった私
はこの時点で地震を認識していなかった。
何をそんなに慌てているのだろう，内心
そう思いながら立ち止まった。途端に強
烈な横揺れに襲われた。
　どうしよう。病棟の新築工事のため引
越し仮住まい中の医局は，大学内でも一
番古い建物にあり，震度 6以上には耐
えられないかもしれないとかねてから噂
されていた。とりあえず逃げよう，とっ
さにそう判断すると，医局のドアに鍵を
かけた。地震で建物の構造が歪んでドア
が開かなくなってしまう可能性はあった

が，室内には医局員の貴重品が多数置か
れている（私のこのノート PCも机の上
に置きっ放しだ！）ことを考えると，鍵
をかけずにここを離れることには抵抗が
あった。
　事務の女性を誘導しながら地上階を目
指した。揺れは続いていた。階段を降り
ている途中にも激しい横揺れが波のよう
に襲ってくるので，思わずよろめいて足
を踏み外しそうになった。怖い。恐怖心
とともに，これはどうもとんでもないこ
とが起こっているようだという不安感が
強まってきた。
　屋外に出ると，既に建物から逃れ出て
きた職員たちが無数にいた。私たちの後
からも続々とスタッフたちが安全な場所
を求めて屋外に退避してくる。少しでも
不安を紛らわそうとしてか，知り合い同
士が集まって自然に輪ができる。私たち
のところにも途中からもう 1人の事務
の女性が合流し，3人になった。「東北
地方……」「震度 7……」あちこちの集
団から切れ切れに情報が伝わってくる。
　あまりに長く揺れが続くので，正直，
本当に地面が揺れているのか，それとも

いけだ・あきふみ＝精神医学，精神分析
文教大学人間科学部臨床心理学科准教授。著
訳書に『自我心理学の新展開』（分担執筆，
ぎょうせい），『患者理解のための心理学用語』
（分担執筆，SMS），『メンタライゼーション
と境界パーソナリティ障害』（分担訳，岩崎学
術出版社）など。このほど，『メンタライゼー
ション・ハンドブック』を刊行。

震災をメンタライズできる日

池田　暁史　
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一種の「地震酔い」で自分の体が揺れて
いる（ように感じる）のか俄かには判断
できなくなっていた。しかしキャンパス
内の庭木に目をやると，枝々どころか幹
までもがワサワサと不穏な気配を漂わせ
ながら揺れ続けていた。やむ気配がない。
このまま世界が終わってしまうのではな
いか，冗談ではなくそう思った。遠くで
ゴゴゴゴゴッーと地鳴りがしていた。

＊　＊　＊
　これが 2011年 3月 11日 14時 46分
に発生した東日本大震災に関する私の
パーソナルな経験である。この後明らか
となっていった惨状についてはここに改
めて記すまでもないだろう。伝わってく
る情報のどれもが哀切極まりないもので
あった。中でも私がこころを痛めたこと
の 1つは，母方祖父の生家がある宮城
県沿岸部の町が津波により壊滅したこと
だった。そこでは私自身は面識がないも
のの私と同じ血をひく人たちが暮らして
いるのだ。
　このことは私に予想以上の強烈な根こ
ぎ感をもたらした。それと同時に，私の
中に祖父の生まれたこの町に支援に行き
たいという欲求をも呼び起こした。しか
し 4月に職場異動を控えていた私には，
現実的に処理しなければならない問題が
山積みになっており，とても時間を捻出
する余裕はなかった。焦りばかりが募っ
た。
　もっとも私は近年の災害精神医療にお
ける変化を全く把握していなかった。震
災直後から各学会や団体が医療者向けに
公開した震災支援のためのメソッドをみ

て私は驚いた。私の中の知識は，阪神淡
路大震災を機に広まった，心的デブリー
フィング（災害直後に体験の内容やその
時の感情を救援者や被災者に表現させる
こと）が心的後遺症の発症を予防する，
という程度のものでしかなかった。とこ
ろが 1990年代後半から相次いで行われ
たメタアナリシスなどでデブリーフィン
グが PTSDを予防する効果はほぼ否定
されているというのだ。
　現在の大原則は，被災者にはまず何よ
りも現実的な支援を，だという。考えて
みれば当たり前のことではある。しかし，
それでもなおこの結果は私にとって衝撃
だった。私たち精神分析的な臨床家は，
フロイトの時代から，人々の対象喪失と
向き合い，援助してきた。もちろん，デ
ブリーフィングと精神分析とは全く形態
の異なる営みである。ではあるが，喪失
体験に関する哀しみや苦痛を，言葉を媒
介として取り扱うという点において両者
は共通している。デブリーフィングが被
災者ケアに役立たないというなら，精神
分析も無力なのだろうか。
　確かに言葉で腹を満たすことはできな
いし，言葉で体にまとわりついた汗や土
を流すこともできない。しかし言葉で人
のこころを支えることは本当にできない
のか。この大震災で苦しむ人々に精神分
析ができることはないのか。プロフェッ
ショナルとしての私にできることはない
のか。
　トラウマに精神分析ができること。
　2011年 3月 11日を境に私には新し
い課題ができた。答えはなかなかみえて
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こないけれど，私は精神分析が積み重ね
てきたものを信じたい。

＊　＊　＊
　このたび新しい訳書を刊行することが
できた。『メンタライゼーション・ハン
ドブック』である。上述したようなこと
を考えながらこの本を読み返していたと
ころ，トラウマ治療の専門家でもある編
者の 1人 J. G. アレンが，メンタライジ
ングの要点について次のように記してい
た。最後にこの言葉を紹介して拙文を終
えよう。

　「外傷的記憶をこころの外に締め出すので
はなく，その記憶を―不快で痛みを伴うも
のではあるものの，情緒的に我慢できる経験
であり，意味のある経験として―こころの
中に保有することができるようになることで
……記憶の侵入によって不意打ちを食わされ
パニックになるのではなく，そのイメージに
耐え，それらに取り組むことができるように
なる」

　急性期は過ぎたものの，被災者の生活
にはこれからも多くの困難が待ち構えて
いることと思う。むしろ心理的に辛いの
はこれからかもしれない。
　私は願わずにはいられない。どうか被
災者皆にこの震災をメンタライズできる
日が訪れますように。その日が来るまで，
私も考え続けることをやめない。
　
　追記：この原稿は，2011年 5月，震
災後の混乱の中で書かれた。諸事情で出
版が遅れ，正直掲載を見合わせようかと
迷った。しかし 1年経ったいまも私た
ちは放射能の問題や新たな地震の恐怖と
いった外傷性の不安の中で暮らしている。
現実がどんなに厳しく圧倒的であるとし
ても，やはり私たちはこころを使って生
きていくしかない。そう思い直し，この
ままのかたちで活字にしてもらうことと
した（2012年 3月）。

◇書評エッセンス◇

メンタライゼーション・ハン

ドブック
アレン／フォナギー編　狩野監修

　メンタライゼーションと

は「こころをこころの中に

保持する」能力であり，ス

キルであり，態度であり，

明示的な，また黙示的な，

精神分析の言葉で言えば意

識的な，また前意識的な精

神の作用である。それはイ

ギリスで生まれ，アメリカ

で育った理論と実践の方法

である。

　MBTはその理論に基づ
いた臨床実践であり，本書

はそのためのハンドブック

である。

　彼らはしばしばこの療法

に「新しいことは何もな

い」と主張するのだが，し

かし，精神療法に通底する

精神の作用にメンタライゼ

ーションと名前をつけ，そ

こに明示性を持たせたこと

ほど新しいことはないだろ

う。（評者・工藤晋平＝広

島国際大学■精神分析研究

55 巻 4 号（2011） よ り

抜粋）
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結びつける無意識の力のつよさ

田中　健夫　

　“お仕置き倉”という柏葉幸子の短編
がある。おばあちゃんの通院につきそっ
た女の子が，その帰り道，空き地にみつ
けた小さな倉をめぐるファンタジックな
お話だ。あの中の暗闇に閉じ込められ
たなら，いやお仕置き倉と聞いただけ
で，どんなわるい子もぴたっとおとなし
くなる。お仕置き倉が出してあげようと
思うためにはね─一番の宝物をさしだ
す覚悟をしないといけないの。「私だっ
て，山のように宝物をとりあげられまし
た。」「（おひなさま，ぜんぶよこせって
いうのを）お道具だけにしてもらうの
に，半日かかったんだよ。」 というおば
あちゃんの回想とともに，物語は二転三
転していく。
　なんとも不思議な話で，読み聞かせた

子どもの反応をみても，いまひとつピン
ときていないようだ。思春期の，わけの
わからない異界との交わりが息もつかせ
ぬ展開の中に描かれているのだが，どう
やら怪談噺として想像を広げていたよう
だ。もっとも登場人物のおばあちゃんの
語る実感は，我々よりも上の世代でない
と体験的にはしっくりこないであろう。
　倉のなかの暗闇。そういえば，遠い昔
に閉じ込められたことがあったなあ，と
思い出した。ずっと忘れていたことだ。
いなかの祖父宅を訪ねた夏休みのこと
だった。母屋の真ん前にある，それまで
一度も入ったことのない土蔵へと誘わ
れ，古い宝の品々をみせてもらうという
秘密の時間のあとに，それはたわむれに
行われた。40年近くが経って思い出し
ても，あの暗闇は本当に怖かった。それ
に，倉からは話しかけてもらえなかった
なあ。そもそも，声を聞き取る余裕なん
てなかったけれど。
　なぜあのときに祖父はそんな“たわむ
れ”の行動をとったのか，もはや知る術
はない。さらに理不尽きわまりないこと

たなか・たけお＝臨床心理学
山梨英和大学人間文化学部教授。著書に，『臨
床心理学入門』（共著，培風館），『迷走する若
者のアイデンティティ』（共著，ゆまに書房），
『「発達障害」と心理臨床』（共著，創元社）
など。このほど『トラウマを理解する』を共訳，
刊行。
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に，たしか母親もそばにいたように思う
のだが，その前後のいきさつはまったく
覚えていない。
　こんな，とんでもないことが許される
時代があったことを懐かしくも思う。今
であれば，間違いなく“説明責任”が求
められよう。いったい私が何をしたとい
うのだ！　気まぐれのたわむれは，あり
えないと切り捨てられる行為であろう。
　自分が引き起こしたなりの責任を取る
という常識のもと，自己責任やら結果責
任やらが自明のものとして問われ，私た
ちの日常を支配するようになって久し
い。心の奥深くに居座ってしまった論理
は，余計なことはしないという内側から
の規律を強めたり，人がした自発的な行
為や，それが引き起こした結果を責め
立て追究する態度をもたらし，強化す
る。努力に応じた結果がそこに用意され
ているわけではないし，人間関係の中で
の役割は相互に交替しうるものだと私た
ちは知っていながらも，こうした現実に
ひたって日々を過ごしているとあらため
て思う。ある出来事を引き起こしたのは
誰かを追究しようとする，私たちに潜在
している心の構えは，出来事の意味づけ
に大きな影響を与えよう。昨年の震災や
その後の余波は，天災なのか人災なのか。
これは気持ちの持っていき場がどうなる
のか，ということにも関連する。
　このたび共訳した『トラウマを理解す
る』では，トラウマとなる出来事がそれ
ぞれの個人に及ぼす影響が違うという事
実を吟味する際の指標として，ひとつ
の見取り図が紹介されている。タヴィ

ストック･クリニックのトラウマ研究ユ
ニットで用いられているものだ。横軸は
天災－人災あるいは不測－故意という
＜出来事の軸＞，縦軸は希求されたもの
かどうかという＜個人の軸＞の座標軸か
らなる。ある出来事を，こうして区切ら
れた 4象限のどこかに位置づけてとら
えていく。天災－人災という横軸に比べ
ると，個人の無意識的動機についての縦
軸は，「内なる破壊性の過程にどれほど
気づいているか」「魅せられ耽っていた
か」と説明が加えられているが，少々わ
かりにくい。希求されたものの例として，
試験飛行パイロットや綱渡りアーティス
ト，SM愛好クラブの訪問者などが挙げ
られ，スリルとたわむれるもともとの性
格がもつ共謀性が指摘される。けれども，
こうしたあからさまなものでなくとも，
現実のいろんな危険性を（共同）否認し
て，無意識においてある種の共謀をしな
がら私たちは生きているという側面があ
ろう。＜個人の軸＞は，そのみかけ以上
に複雑だ。
　ある事態との無意識的な共謀という
テーマは，フロイトが呼ぶところの拘束
（binding：結合とも訳される）という
過程とかかわりが深い。これまでに形成
されてきた，ある個人に既存の心的構造
と結びつく，「わけのわからないものを
わかろうとする前向きで生産的な過程」
であるが，深刻なトラウマにおいては扱
いがたい厄介なものをつくり出す。本書
では，「似ているとか関係していると知
覚された，より以前の体験と連結させ
る」ことだと“拘束”は説明されている。
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（フロイトの中で重要性を増しながら，
定義は変遷しているのだが。） こうした
空想は，心の中に残る融合したままの昔
の経験と結びついて，ある出来事をきっ
かけに表面へと引きずり出される。
　結びつけるという無意識の力は，圧倒
的である。生きている現実の事柄におい
て，関係がないということはむしろ少な
いであろう。ゆえに，個人と出来事のあ
いだにある固有の結びつきを丹念に知っ
ていくという作業は，地道だがとても大
切なものだと感じる。
　さて，固い思考に埋もれてきたとこ
ろで，冒頭の物語の“倉”に戻りたい。
真っ暗な中でふんばって倉と交渉してい

る，おばあちゃんの回想シーンは，必死
だけれどもどこかユーモラスでもある。
そもそもは自分が招いた事態だけれども，
これはひきうけがたい！と粘っている。
一方，私に降りかかった出来事は，祖父
によって故意にもたらされた，自分には
責任のないことだった。けれども，無意
識では共謀のように感じているのは不思
議である。あの出来事は共に引き起こし
た（引き起こされた）ことだったのかも
しれない。私を異界へと突然に放り込ん
だ祖父とは，あの暗闇のなかで対話を続
けていた─だからだろうか，怖さとと
もにどこか暖かいものが心に残っている。

◇書評エッセンス◇

トラウマを理解する
ガーランド編　松木邦裕監訳

　本書は，タビストックク

リニック成人部門「トラウ

マとその余波に関する研究

ユニット」での臨床実践に

基づいた 13編の論文を 5
部に分けて構成されている。

トラウマ臨床における精神

分析的精神療法の描写を中

心としており，読者にはこ

れまでこの領域に関して本

邦で紹介されてきたものと

は幾分異なる印象を与える

であろう。なぜなら，提示

される臨床例は，そのほと

んどが外傷的出来事の直後

ではなく，一定期間を経て，

対話による精神療法を求め

てきているのだからである。

外傷性精神障害は，急性期

の治療とトラウマの影響が

長期化した慢性期のそれと

は治療方針が異なることは

言うまでもない。本書では

後者についてのトラウマの

理解を促し，精神分析的ア

プローチを中心に取り扱っ

ている。急性期のそれは第

4章と第 7章でほんの少し
述べられているだけである。

患者との関わりは精神力動

的アセスメント，4回から
なる予備的介入を前提とし，

この間に安全が保証されて

安心感を得ることから始ま

る。（後略）

　いわゆるトラウマの理解

のために，評者は第 7章，
第 10章から読み始めるの
をお勧めする。本書の内容

は広範であり，何度か読み

直すことでトラウマによる

内的世界の混乱の理解を深

める一助となるからである。

（評者・大矢大＝京都女子

大学■臨床心理学 11 巻 6

号（2011）より抜粋）
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　フォーカシングは多くの臨床家から，
カウンセリングの技法の一つと考えられ
ているようである。しかしそれだけだ
ろうか。私は技法という観点のみから
フォーカシングが論じられることに，い
ささかのもどかしさを感じる。この小稿
では，それを少し異なる視点から見てみ
たい。私は，カウンセラー自身がフォー
カシング体験を積み，“からだ”の感じ
に馴染んでいくことによって，カウンセ
リングのなかにそれが活かされるように
なると考えている。クライエントの内界
をカウンセラーの“からだ”を通じて体
験的に感じ取ろうとすることを基盤にし
て，クライエント理解や，やりとりの作
業の厚みが増していくように思うのであ

る。以下にそのことを論じてみたい。
＊　＊　＊

　①クライエントが暗に感じていること

　　へのチューニング

　まず言えるのは，クライエントの口ぶ
り，表情，醸し出す雰囲気など，ノン
バーバルな面に敏感になることである。
さらに，それらがクライエントの発する
言葉と一致しているかどうかも感じ取ろ
うとする。それらを感じながら問いかけ
ややりとりをしていくと，次第に，ノン
バーバルな雰囲気と合致した発言が生ま
れてくる。そしてそのときには，クライ
エントの表情に生気が宿る。そこで私は，
クライエントが今この場で真に語りた
かったのはこのことだったのだと理解す
ることになる。この流れは，フォーカシ
ングの用語で言うと，クライエントが自
身の体験過程に触れて推進が生じるプロ
セスと言うことができる。クライエント
の体験過程へのカウンセラーのチューニ
ングが，それを促すのである。
　②クライエントの問題の文脈をつかむ
　次に，上記のようなやりとりの繰り返

カウンセリングにフォーカシング体験を活かす

吉良　安之　

きら・やすゆき＝臨床心理学，フォーカシング
九州大学基幹教育院教授。著書に『学生のた
めの心理相談』（共著，培風館），『主体感覚と
その賦活化』（九州大学出版会），『学生相談シ
ンポジウム』（共著，培風館），『フォーカシン
グの原点と臨床的展開』（共著，岩崎学術出版
社），『学生相談ハンドブック』（共著，学苑
社）など。このほど，『セラピスト・フォーカ
シング』を刊行。
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しによって，クライエントの抱える問題
の文脈をつかみやすくなることが挙げら
れる。クライエントの体験過程に沿った
やりとりをするうちに，クライエントが
その問題をどう感じているのか，その背
後にどんな過去の経験や思いを抱えてい
るのかが浮き彫りになってくる。そして，
その問題がクライエントにどのように問
題化してきているのかという文脈が感じ
取れるようになる。このような文脈は，
クライエント自身もそれまで，はっきり
とは気づいていないことが多い。体験過
程に触れながらカウンセラーに語る過程
で，クライエント自身もそれを見つけて
いくのである。
　③クライエントと呼吸を合わせて体験

　　の流れを作る

　上に述べたことを心掛けるうちに，私
は，やりとりのリズムやタイミングなど，
クライエントと呼吸を合わせて一緒に体
験の流れを作っていくことを大切にする
ようになった。例えば，相手の語りの
ペースや言葉遣いにいかにリズムを合わ
せるか，相手の話の語尾にこちらがどん
な相槌をうつか，相手がふと言葉を発す
るときにどのように息を合わせて応じる
か，などである。また，話が一段落して
沈黙したときにこちらも沈黙して次を待
つか，それともこちらから話をつなぐ方
がよいかの判断も重要である。これらは
瑣抹なことに見えるかもしれないが，実
はとても重要なことではないだろうか。
このような場の雰囲気から，クライエン
トは面接の感触を感じているように思う
からである。“やりとり感”とでも言え

るようなものが面接の場に適度に流れて
いることを，私は大切に考えている。
　④カウンセラーが自身の心の状態に気

　　づいてそれを整える

　カウンセラーはクライエントに対し
て，穏やかな心の状態で接するのが難し
くなることがある。クライエントの状態
に不安を感じてある方向へと引っ張りた
くなったり，強い感情を伝えたくなった
り，あるいは否定的な感情に捉えられて
身動きが取れなくなったり，などである。
また，クライエントに巻き込まれて同じ
ような気分に陥り，そこから抜け出しに
くくなることもある。そのようなときに，
カウンセラーは自分がそのような状態に
嵌り込んでいることに早めに気づき，そ
れを再び穏やかな状態へと整える必要が
ある。自分の姿勢が崩れていることに気
づいてそれを整え，座り直すような作業
である。そして，整え直した姿勢から，
相手への言葉を発しようとするのである。
　⑤クライエントからの否定的発言を受

　　けとめて吟味する

　上記のこととつながるが，クライエン
トから否定的な発言が発せられることが
ある。「前回先生は，私の言うことを理
解していなかった。私は～のつもりで話
したのに」とか，「先生はあのとき，私
のことを～と感じたんじゃないですか」
などである。こちらは相手に沿って応答
していたつもりなので，そう言われると，
どきっとすることが多い。あわてるよう
な心の状態にもなる。振り返ってみてク
ライエントの思い込みが強そうだと考え
ると，この不一致をクライエント側の要
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因にしたくなることもある。こんなとき
はまず，今の自分の心の状態を感じ取
り，それを整え直す必要がある。そして
相手の話をなるべく静かな心で聴き，そ
のときの自分がどんなふうに感じていた
かをフォーカシング的に振り返る。その
うえで，〈あのとき，僕はこう感じて～
と言ったと思う〉と伝える。そこからク
ライエントと対話ができると，クライエ
ントが感じていることに加えて，こちら
側の心の動きや理解できていなかった部
分もはっきりしてくる。それらをお互い
に言葉にして話し合うなかで，クライエ
ントの思い込みや心のクセを言葉でやり
とりするチャンスも生まれるだろう。も
ちろん，カウンセラーの側の思い込みや
クセについても同様に，両者の間で話し
合われるかもしれない。〈たしかに僕は，

そんなふうに考えがちなところがあるな
あ。以後，気をつけます。また気づいた
ら言ってね〉というようなやりとりにな
るのも，お互いにとって有益だろう。

＊　＊　＊
　ここに述べてきたように，フォーカシ
ングは技法以前に，カウンセラーとして
身につけるべき態度や姿勢にかかわる体
験様式である。もちろん，特にフォーカ
シングを学ばなくても多くのカウンセ
ラーがそれを自らのものにしているわけ
だが，“からだ”という土台でそれを経
験していると，新たな局面においても対
応の姿勢を作りやすい。フォーカシング
の感じ方が身についていると，いったん
心が乱れても，それを整え直すための型
が自分の中にあるので，そこに戻れるか
らである。

◇書評エッセンス◇

セラピスト・フォーカシング
吉良安之

　本書の趣旨は，セラピス

トが「自分の担当している

事例の面接過程で自らに生

じている感情体験につい

て，またある職場のスタッ

フとして働くなかで感じて

いる気持ちや自分のあり方

を振り返ったときの感情体

験について，ゆっくりと時

間をとって丁寧に感じ取り，

吟味し，味わう機会を持つ

ことはとても大切なこと」

という点である。本書では，

第 2章でセラピスト・フ
ォーカシングについて，フ

ォーカシング初心者にもわ

かりやすくポイントを絞っ

て説明がなされ，第 3章
では，セラピスト・フォー

カシングの手順と進め方が

説明されている。フォーカ

シング特有の用語はあるも

のの，説明は平易で堅苦し

さがなく，読み進めるうち

にいつの間にかセラピスト

フォーカシングの世界に入

り込んでしまう。若手・中

堅・職場のセラピストの立

場を取り上げている本書は，

読者がどのレベルに位置し

ても参考にしやすいように

構成されていて幅広い読み

手に対して痒いところに手

が届く，親切な書と言える。

（評者・殿村由希＝日本

大学■精神療法 37巻 4号

（2011）より抜粋）
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ABAプログラムハンドブ
ック　フォーベル　平岩
幹男監訳　Ｂ５　2,625
円　明石書店

NIRS―基礎と臨床　岡田
英史・星詳子　Ｂ５　
9,450円　新興医学出版
社
異国でこころを病んだと
き　鈴木満編著　Ａ５　
2,520円　弘文堂
医療におけるナラティブと
エビデンス　斎藤清二　
Ｂ６  2,520円  遠見書房
イルカの認知科学　村山司
Ａ５　3,570円　東京大
学出版会
音楽が創る治療空間　稲田
雅美　Ａ５　3,990円　
ナカニシヤ出版
学 生 相 談 必 携 GUIDE 

BOOK　下山晴彦他編
Ａ５　3,780円　金剛出
版
学校で活かすいじめへの解

決志向プログラム　ヤン
グ 　黒沢幸子監訳　Ａ
５　3,045円　金子書房 
教育相談入門　高野久美子
Ｂ６　1,785円　日本評
論社
原発危機と「東大話法」　
安冨歩　Ｂ６　1,680円
明石書店
抗精神病薬完全マスター
　野村総一郎　Ｂ５　
6,090円　医学書院
こころを癒すノート　伊藤
正哉他　Ａ５　1,260円
創元社
子どもの心理療法と調査・
研究　ミッジリー他編著
Ａ５　5,460円　創元社
コミュニティ援助への展望
いとうたけひこ　Ｂ６　
1,995円　角川学芸出版
今日の精神疾患治療指針　
　樋口輝彦他　Ａ５　
14,700円　医学書院
詐病と精神鑑定　西山詮　
Ａ５　12,600 円　東京
大学出版会
思春期の精神科面接ライブ
井原裕　Ｂ６　1,995円
星和書店 
児童虐待とネグレクト対応
ハンドブック　ピーター
ソン他　太田真弓他訳　

Ａ５  9,975円  明石書店
児童虐待の防止　町野朔・
岩瀬徹編　Ａ５　5,250
円　有斐閣 
心理生理学　アンドレアッ
シ　今井章監訳　Ａ５　
7,350円　北大路書房
心理臨床の広がりと深ま
り　山中康裕編　Ａ５　
3,150円　遠見書房 
心理臨床のフロンティア
　野島一彦監　Ａ５　
3,675円　創元社
ストレスのトリセツ―自分
でできる認知行動療法　
中野敬子　Ｂ６　1,785
円　遠見書房 
成人のアタッチメント　中
尾達馬　Ａ５　6,195円
ナカニシヤ出版
精神医学を再考する　クラ
インマン　江口重幸他訳
Ｂ６　4,410円　みすず
書房
精神医療過疎の町から　阿
部惠一郎　Ｂ６　2,625
円　みすず書房
精神医療の光と影　高木俊
介　Ｂ６　1,785円　日
本評論社
精神疾患診断のための脳形
態・機能検査法　三国雅
彦他　Ｂ５　7,140円　
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●この「情報板」は，関連の学会誌・商業誌，取次店情報などをもとに，小誌編集部で作成してい
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新興医学出版社
摂食障害および食行動異常
予防に関する研究　山蔦
圭輔　Ａ５　4,520円　
ナカニシヤ出版
摂食障害治療ガイドライン
日本摂食障害学会　Ｂ５
4,200円　医学書院
双極性障害の生物学的治
療ガイドライン　Ｂ５　
1,680円　星和書店
体感絵本・妖怪セラピー
　芥子川ミカ　Ｂ５　
1,890円　明石書店
大災害と子どもの心　冨永
良喜　Ａ５　525円　岩
波書店
対人援助専門職のための発
達障害者支援ハンドブッ
ク　柘植雅義他編　Ｂ５
2,940円　金剛出版
他者とかかわる心の発達心
理学　清水由紀・林創　
Ａ５  2,835円  金子書房 
伝えるための心理統計　大
久保街亜・岡田謙介　Ａ
５　2,940円　勁草書房
統合失調症患者を支えて生
きる家族たち　渡部和成
Ｂ６  1,575円  星和書店 
人間行動から考える地震リ
スクのマネジメント　齊
藤誠・中川雅之編著　Ａ
５　3,675円　勁草書房
人間関係の悩みさようなら
バーンズ　野村総一郎監
Ｂ６  2,520円  星和書店 
認知心理学ラボラトリー
西本武彦編著　Ａ５　
2,205円　弘文堂

パーソナリティ障害：診断
と治療のハンドブックス
ペリー　近藤喬一・他訳
Ａ５  4,830円  金剛出版 
ブロックとコラージュの臨
床心理学　加藤大樹　Ａ
５　3,675円　ナカニシ
ヤ出版
補完医療の光と影―その科
学的検証　ヴィンセント
他　細江達郎監訳　Ａ５
3,360円　北大路書房
面接法 2　熊倉伸宏　Ｂ６
1,890円 　新興医学出版
社
薬物依存とアディクション
精神医学　松本俊彦　Ａ
５　3,780円　金剛出版
よくわかる子どもの高次脳
機能障害　栗原まな　Ａ
５　1,470円　クリエイ
ツかもがわ
読みとけば見えてくる自閉
症児の心と発達　越野和
之他編　Ａ５　2,100円
クリエイツかもがわ
リスクを知るための確率・
統計入門　岩沢宏和　Ａ
５　3,990円　東京図書
■寄贈書
自己愛の心理学　小塩真
司・川崎直樹　Ａ５　
3,360円　金子書房
村上春樹の「物語」　河合
俊雄　Ａ５　1,785円　
新潮社
描画と病跡―三好暁光論
文集　新宮一成編　Ａ５
3,150円　ライフメディ
コム
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†読者の皆様へ

　本誌の読者登録の際に，ご記入
いただいた個人情報は，本誌の送
付に用いる他，ご注文頂いた小社
書籍の配送，お支払い確認等の連
絡，当社の新刊案内および関連の
ブックフェア等の催事のご案内を
お送りするために利用し，その目
的以外での利用はいたしません。
また，ご記入いただいた個人情報
について，その情報をご提供いた
だいたご本人から，開示・訂正・
削除・利用停止の依頼をうけた場
合は，迅速な処理を心がけ法令に
則り速やかな対応をするように致
します。
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