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創立６０周年記念式典式辞
神戸カウンセリングセンター代表 仲東 茂

本日、神戸カウンセリングセンター創立60周年を迎えるにあたり神戸市教育委員会事

務局学校教育部児童生徒課課長 江尻勝也様を初め、一般社団法人全日本カウンセリング

協議会理事長かつ兵庫県カウンセリング協会理事長石井要子様、神戸電鉄株式会社人事総

務部部長出雲哲様、並びにカウンセリング研究諸団体の代表の方々のご臨席を賜り、ここ

に記念式典を行うことができましたことは、会員並びに関係の方々のこの上ない喜びとい

たすところです。

顧みますと、昭和34年11月２日に神戸カウンセリングセンターが結成され、同年11月20

日にセンターの会則も整い、正式に発足しました。我が国におけるカウンセリング研究団

体の草分け的な存在であり、その後、60年が経過しました。

当センターが存続できましたことは、初代代表黒橋粂一先生、二代目代表山根忠義先生、

三代目代表谷口正己先生、四代目代表荒堀浩文先生、ならびに、関係諸団体の関係者の方

々のご尽力を賜り、また、会員の方々のご支援のおかげと存じます。改めて厚くお礼申し

上げます。

初代代表黒橋先生の時期は、休日を利用して神戸市立教育研究所に集い、カウンセリン

グの理論と実践の研究を積み重ねてきました。まさにカウンセリング研究の基礎づくりの

段階でした。この間、兵庫県各地から参加されていた会員の方々がそれぞれの地で研究会

をつくられ、兵庫県カウンセリング協会の礎もでき、普及の段階を迎えました。

二代目代表山根先生、三代目代表谷口先生の時期になり、カウンセリングの普及ととも

に実践的段階に入りました。一日カウンセリング学習会や新春カウセリング学習会の開催

等、センター独自の実践的な研修が進められました。また、研修講座等も整備され、カウ

ンセラー資格取得のための単位認定講座も開催されるようになりました。さらに40周年を

記念して、花隈の地に相談室が開設され、企業との提携やカウンセリングの市民サービス

も行うようになってきました。また、平成７年の阪神淡路大震災の折りにはセンターをあ

げて「心のケア」に取り組みました。平成10年には「不登校の子供を持つ親の会」を開催

し、保護者の方々の心を支えてまいりました。現在も月２回の会を継続しており、学校教
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育の一端を担う活動であると考えています。

悲しいことですが、平成４年に二代目代表山根先生が、平成12年に初代代表黒橋先生が

ご逝去されました。50周年記念行事を平成20年に開催し、その３年後の平成23年12月５日

に四代目代表の荒堀先生がカウンセリングの普及に向けて心血を注いでおられたときに惜

しくもご逝去されました。このような時期に未熟な私が、代表という重責をになわせてい

ただくことになりました。三代目代表であり顧問をされている谷口先生の支えを賜り、会

員の皆様のご援助をいただきながら 何とか活動を続けてまいりました。その谷口先生に

は60周年記念式典にご参加いただくように強くお願いいたしました。しかし「是非とも参

加したいのですが、移動することが難しく皆様に迷惑をおかけしますので欠席いたします。

皆様によろしくお伝えください」とお言葉を頂戴しました。

さて、社会に目を向けますと猛烈社員が活躍した社会から緩やかな経済成長の社会へと

変わってきました。しかしながら、長時間労働や職場のストレスで心を病む人が増えてい

ます。まさに働き方が問われるようになり。そのためメンタルヘルスの必要性が叫ばれて

います。ストレスチェツクにて自己診断はできても、忙しさに追われて自分を振り返る余

裕がないように思います。当センターでは、当初から例会にてエンカウンターグループの

活動を続け、出会いを通して自分をみつめる機会を設けています。まさにメンタルヘルス

にかなう活動だと自負しております。このようにカウンセリングセンターは心の癒しの場

として会員が利用してきました。平成26年５月、会員の善意により新長田駅近くに新しい

相談室へと移設することができました。利便性のある快適な相談室をもっと活用すること

が今後の課題です。

江戸時代の松尾芭蕉が俳諧の本質をとらえるために不易流行という言葉を提起しまし

た。「不易」とは時代の古い新しいを超えて不変なるもの、「流行」とはその時々に応じ

て変化していくものを意味します。カールロジャーズが提唱したカウンセリングの理念や

方法を軸としながら、今の社会のニーズを取り入れながら変わっていくことも必要です。

今日まさに人生百年時代と言われます。心も体も元気に老いゆくことが人生の大きな

目標になってきました。谷口先生は「これからは老人介護の問題が大きな社会の課題とな

ってきます」と、常々言われていました。60周年の節目に、この老人介護の一端を担うべ

く、こうべオレンジカフェ(認知症カフェ)に登録し、「カフェ神戸カウンセリングセンタ

ー」を本年５月８日に開催することができました。認知症の家族の方々が集い、癒しや情

報交換の場として運営していきたいと思います。

また、荒堀先生は「過去と他人は変えられない。しかし、過去の記憶は変えることは

できる」とよく言われていました。「出会いを通して自分をみつめ、人と繋がり、また自

分をみつめる」。自分をみつめることが過去の記憶を変えることにつながる。この大切さ

や難しさが少しわかってきました。『出会い、みつめる、繋がる、またみつめる』この好

ましいサイクルを、家庭の場で、教育の場で、職場で、福祉の場で活かしていきたいです。

終わりに当たり、今後ともカウンセリングの社会貢献を目指し、当センターの活動、発

展のために、何卒先輩の諸先生方、並びに会員の皆様の温かいご支援、ご指導をお願い申

し上げ、簡単ではございますが式辞といたします。 （平成30年11月11日）
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神戸カウンセリングセンター６０周年記念講演要約

カウンセリングの源流とこれから
関西大学大学院教授 池見 陽 先生

今日は「カウンセリングの源流とこれから」

というテーマで話したいと思います。色々な

カウンセリングの中で、カール・ロジャーズ

が創立したパーソンセンタード・アプロー

チ、クライエント中心療法、その立場で話し

ていこうと思います。

非常に有名な論文『必要十分条件』という

のがありますが、ロジャーズのその論文が出

版されたのが1957年ですからちょうど61年

前、その頃からクライエント中心療法と言っ

ていたと思います。ですから神戸カウンセリ

ングセンターも創立以来60年、クライエント

中心療法とともに歩んできたということにな

るのかな。

特に今日は傾聴のことを中心に話したいと

思っています。ところで「傾聴」という言葉

は有名で尊重されていますが、日本語なんで

すね。英語では普通にlisteningと言います。

普通に「聴く」こと、「聴く」の進行形の動

詞として使っています。特別な傾聴という固

有名詞はないんです。ロジャーズは後に共感

的なlisteningとか言ってたんですけど、こ

こも「ｌ」は小文字で特別な固有名詞にはし

ていなかった。だから「聴く」なんですね。

で、今日は私の恩師でもあるユージン・ジ

ェンドリン先生とカール・ロジャーズとの相

補性を考えたいと思います。（写真提示）ロ

ジャーズの隣がジェンドリンで、下に記念碑

の写真があります。ジェンドリンは1926年12

月25日ウィーン生まれ。1938年４月にウィー

ンの学校にナチスが入ってきてユダヤ人の子

供たちをみんな退学にしてしまった。クラス

で生き残った10人のうちの一人で、記念碑も

ウィーンのその学校の外壁に建てられていま

す。ユージン・ジェンドリンはクライエント

中心療法の共同設立者そしてフォーカシング

というメソッドの開発者だというふうに書い

てあります。ロジャーズとジェンドリンの関

係、それがカウンセリングの流れにどんな影

響を及ぼしたのか、その二人の相補性を中心

に今日は話していきたいと思います。

ロジャーズ先生もジェンドリン先生もどち

らもシカゴ大学で教えていて、私もシカゴ大

学の大学院にいっていたので、よく風土もわ

かるし親しみを感じます。その中でも私がや

っていたリスニングというのと日本でやられ

ている傾聴となんか少しギャップがあるよう

な気がする。訳語とか、そういうところも色

んな違いを生み出しているかもしれません。

これはある程度しかたがないですよね。

カール・ロジャーズの「出会いへの道」と

いう映画、アカデミー賞を受賞した映画で、

エンカウンターグループを実際撮影してい

る。日本語吹き替え版を聞いていると、日本

語の空白の間に元の英語が残っていて聞き取

れる時があるんです。そこの英語と日本語が

あまりにもずれて、気色悪いというか気持ち

悪いんです。例えば、主な登場人物の女性が

「ロジャーズ先生」とかって日本語訳で言う。

ところが英語で聞こえてくるのは「カール」。

ファーストネームです。「アキラ、これどう

思う？」みたいなことが「先生どう思われま

すか？」。ちょっと違うよねって感じるけど、

これもやっぱりしょうがないのかな。
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そういうのはしょうがないのかなと思うん

だけど、かの有名な中核三条件の一番最初に

出てくるcongruence or genuinenessという

用語、この日本語訳が「自己一致または純粋

性」。カウンセラーの非常に重要な条件の一

つですが、僕は「または」という訳し方も実

は違うと思ってるんです。二つ目の条件unco

nditional positive regard or acceptance

のorも、辞書で引くと「または」なんです。

この二つの特徴は、orの手前がロジャーズが

作った専門用語、どちらの場合も。それをor

といって平易に言い換えているんです。Aま

たはB、AかBかどちらでもいいというのでは

なくて、Aを言い換えるとBということです。

congruenceを平易な言い方にしてgenuineness。

だからこの二つはまたはではなく、同じなん

です。言い換えてるだけです。

で、このgenuinenessですけど、日本語訳

では「純粋性」。純粋性って何ですか？カウ

ンセラーの純粋性、日本語の訳語が難しすぎ

てわけが分からない。これが分からないから、

むしろ分かりやすいその次の２番目「受容」

と３番目「共感」この二つが日本の傾聴の中

でちょっと走りすぎた気がするんです。一番

最初の純粋性はどこにいったのか。もちろん

訳語が分かりにくいためにそういうことが起

こっているわけですが、じゃ、このgenuinen

essを訳しなおすと、「本物」、「本物である」。

だからなぜ「純粋」と訳したのかわかりませ

んが、本物であるとか誠実であるとか言った

ほうがいいと思うんです。面接をしていると

き、「私はアキラです」、本物のアキラです。

「私はカウンセラーです」と名乗るとこれは

本物ではない。カウンセラーの仮面をかぶっ

ている。だからいつでも面接中は本物の私で

ある、そこが重要な点ですね。

二つ目のunconditional positive regard

or acceptance、「無条件の肯定的配慮」とか

「無条件の肯定的関心」というような具合で

訳されていますが、困っているのはregard

の訳ですね。無条件の肯定的まではOKなんで

すが、そのあとのregardをどう訳すかで、そ

れが配慮だったり関心だったりするんです

が、これどういう意味なんだろうって関西大

学の同僚の中田先生（ロジャーズの研究者）

と立ち話をしていて、で、はっと気が付いた

んですが、この単語はフランス語も同じなん

ですね。レガルデ「見る」ということで、だ

からこれは見るってことなんですよ。眼差し。

よちよち歩きの子供が時々こける。それを母

親は無条件の暖かい眼差しで見ている。だか

ら僕は「無条件の肯定的な眼差し」と訳した

い。ここを言い換えるとacceptance、「受容」

と訳されてきたんですが、僕にはぴったりこ

ない。岩波の広辞苑では受容というのは「受

け入れて取り込む」なんです。例文が「西洋

文明を受容する」なんです。ヨーロッパ文明

を受容した日本は変わっていくんです。受容

は変わるという意味があります。溶け込んで

私が変わる。でもロジャーズははたしてそれ

意味しただろうか。おそらく違うと思います。

ロジャーズは本物だったから、いつも面接中

は本物であるのでそんなふうにぶれないと思

います。だからここは「受容」と訳すのは無

理があって、「認める」のほうがいいと思う。

よちよち歩きの子が時々こけるのを受容する

っていうのはおおげさでしょ。認めるのほう

がいいね。まだ１歳だからしょうがないねっ

て認めるわけですよね。

empathy、共感的理解、ここはこれでいい

と思う。こういった基本的態度が少し違って

いるなあというようなことを感じていまし

た。

またもう一つ、中核三条件、すごく大事だ

けれど、態度なのに応答技法だと理解されて

いるきらいがある。共感的聴き方、受容的な
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聴き方っていうふうに、聴き方の技法にすり

かわっちゃってる。態度なんだけど。だから

変な日本語に聞こえるんですね。クライエン

トの話を受容しなさいとか共感するとか。「す

る」ことですか？ 共感的な態度で話を聴い

ています、無条件な暖かい関心を持って話を

聴いています、こういうのはいいんだけど、

受容するっていうのは、することに変わっち

ゃったということで、少し問題感じています。

このあいだ、ジェンドリン先生が亡くなっ

て、今年の秋に出た『人間性心理学研究』の

最新号は僕も追悼論文書いているんですけ

ど、僕の後に村山正治先生が書いていて、長

く九大の教授をして関西大学も今年まで客員

教授でおられた村山先生が1979年にジェンド

リンに会ったときの話を回想されていて、そ

の当時の日本のクライエント中心療法は硬直

していて、ジェンドリンが入ってくることに

よって少し変わることを期待していたってこ

とを書いていた。やっぱり硬直感みたいなの

はあるんですね。三条件を守らないといけな

いとか、共感しなきゃいけないとか、そうい

うような硬直感。もうちょっと自由でもいい

んじゃないかと思うわけです。それで、じゃ

あロジャーズが実際どういうことを言ってい

たのか、テクストを読もうと思っているんで

す。

ロジャーズについて解説された本はいっぱ

いあるんですけど、ロジャーズ自身を読んだ

という人は意外に少ない。ロジャーズ全集、

明らかな誤訳が多いです。例えば全集の中の

『クライエント中心療法』のところで『ある

密着した理論』という不思議な見出しがある。

どうして理論が密着するのか意味が分からな

い。英語のほうを引いてみると、concluded

theoryまとまった理論。「まとまった」を「密

着する」というふうに訳し間違えている。そ

ういうところが多々あって、やっぱり訳は難

しいんです。例えば、ロジャーズのsensory

viscera of experienceは官官的・内臓的経

験とか訳されている。なんのことかわからな

い。sensory感じる、viscera内臓、だから内

臓の如きに感じる体験、つまり体の感じ、そ

う訳せばいいんだけど。それから有機体とい

う言葉も多い。有機体、何ですか？みたいな

話。生命体と訳してもいいんじゃないですか

ね。生き物。

でもすごいですね、ロジャーズ全集26巻あ

るんだけど、図書館で検索してもなかなかみ

つからない。英語のほうで検索するとすぐみ

つかる。なんでかなとよくタイトル見たら、

あれロジャーズ全集じゃなくてロージァズ全

集なんです。ロージァズ。当時の発音はそう

だった。だからみつけにくい。当時の訳、発

音からしてあまりよくできてなかったとは思

います。今日はだから、ロジャーズ、英語で

読んで僕が訳しながら少し読んでみようかと

思います。

この本『Well being』、これは訳されては

いるんです。でもこれは訳しにくいタイトル

でしょ。Well being 存在の在り方。訳本は

『我が人生を語る』みたいな題になってます。

ロジャーズは本はあまり書き下ろさず、講

演録を何年かに一度まとめて本にしたんで

す。講演ビデオを見たら、いつもちゃんと原

稿を作ってきてそれを読み上げています。そ

うやって作った講演原稿を何年かにいっぺん

本にまとめる。だから今から言う内容はいろ

んなところで出てきます。本は1980年に出て

ます。この章は学会誌に1975年に出ています。

だから70年代の初めのほうのロジャーズと思

っていただけたらと思います。この章は第７

章ですね。『実存の淵から』という信じられ

ない訳になってますが、直訳すると、共感的

理解されない存在の在り方、ありがたがられ

ない存在の在り方。
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〇初期の頃、どうしていいか分からないと

き、注意深くただクライエントの話を聴くこ

とが役にたつ重要な方法だと知った。そして、

受動的な相互作用の在り方がこんなにも役立

つということに私は驚いた。〔以下、本を訳
した部分は要約して斜字で記す〕

ロジャーズのこの頃の事例とか見ると、ほ

んとに困ってた様子がありありと分かりま

す。母子平行面接をして、別のセラピストが

子供を担当していて、９回くらいで子供がち

ょっとよくなったので面接を終結しようと思

って、それをお母さんに伝えるとき、ロジャ

ーズはお母さんの反応を心配して随分悩んで

いた。いよいよその日、「息子さんがよくな

ったので終結します」と言うと、お母さんは

すぐ納得して「じゃあ、先生、今度はカウン

セラーを紹介してもらえませんか。私は悩み

がいろいろあって」と。

お母さんはロジャーズをカウンセラーと思

ってなかった。たぶん小児科の医者かなんか

と。英語は博士を持っている人みんなドクタ

ーだから、サイコロジストなんか小児科医な

んかわからないし、当時のロジャーズはアセ

スメントをやってたんです。セラピーをやり

だす前のロジャーズは心理検査を作ってい

て、ある論文の中で、なんでこんなテストを

作ったのか、なんで自分はこの質問を大事に

したのか今となってはさっぱり分からないと

苦笑していた。その質問は「あなたのお子さ

んは切手のコレクションを持ってますか」。

多分、その面接でもそんなこときいてたんで

しょうね。お母さん、まさかこの人がカウン

セラーとは思わなかった。こういうところで

ロジャーズだいぶショックを受けるわけで

す。で、どう応答するのか、で、そういうと

きにsimple listening ただ聴けばいいとい

うことに気が付くんですね。

〇トレーニングを受けたソーシャルワーカ

ーは、一番いい聴き方は、気持ちを聴くこと、

その気持ちをクライエントにリフレクトする

と言った。この言葉は後に聞くだけで虫唾が

走るほど嫌いになった。でもその時は私のセ

ラピストとしての仕事に役立ったので感謝し

ている。

リフレクトは反射、映し返す。日本語訳で

は「感情の反射」ですが、ロジャーズは後に

はアレルギーを起こすほど嫌になった。

〇その後、オハイオ州立大学に移って学生

たちに手伝ってもらって、設備を整えて、自

分の、それから学生たちの面接を録音するこ

とができた。

これは大きなことで、初めて心理療法を録

音したのはロジャーズでクライエント中心療

法の研究の特徴の一つ、その伝統をずっと続

けています。最初はレコーディングスタジオ

で録音してるんです。テープレコーダーはま

だなかった。1940年くらいの話。その時使っ

たレコード盤が片面３分しか録れない。だか

らスタジオでマイクの前で面接して、録音機

３台を１分ごとに次々スタートさせて、３つ

の盤を順に裏返して、次はまた違う盤を順に

載せ替えてというように録音する。今から考

えるとすごい作業ですね。ロジャーズは「心

理療法における電気録音面接の記録」という

論文を書いて、かなり興奮してたんですね。

これ僕が訳してロジャーズ選集に入ってま

す。僕にもロジャーズの当時の感動が伝わっ

てきていました。オープンリールテープ、カ

セットテープ、ＭＤ、ＩＣレコーダーと移り

変わってきて今はiPhoneとかスマートフォン

とかで録音も録画もできるからロジャーズの

時代に比べたらずっと簡単になったんです
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ね。当時はそれですごく興奮してたんです。

〇録音を聞くときの興奮を思い出す。面接

が失敗しているところ、前進しているところ、

何度も聞きなおす。今でもこの方法がセラピ

ストとして上達する一番の方法だと思ってい

る。

これ確かにそうですね。録音してそれを書

き起こしてそれで勉強する、そういう伝統を

持っているんですね。ロジャーズがよく言っ

てたんですが、その書き起こした面接を評価

するときに、カール・ロジャーズみたいな面

接にすることが目的ではない、自分の真似は

するなと。そうじゃなくて自分が納得いくよ

うな応答をしているかどうか、そこを見なさ

いと。

〇気持ちを聴いてそれを反射するというの

はとてもプラスなプロセスだと気づいた。

〇クライエントの意味のある表現の流れが

表面的で元気のないものに変わっていくよう

な応 答や、クライエントのだるい話が焦点

的な自己探索に変わる、そういう応答をつか

むことができた。

ここに、Self explorationという大事な言

葉が出てくる。自己探索。この言葉ロジャー

ズはよく使っています。ここも実は日本語と

英語でちょっと違うような感覚なんです。な

んか日本のカウンセリング、時々こんなふう

に言われている。「カウンセラーはクライエ

ントの苦しみを受容してその苦しみに共感し

たら、クライエントがよくなる」と。ほんと

かな。そうではないですね、ロジャーズの言

っているのは。無条件の暖かい関心や共感を

持ってクライエントの自己探索をともにす

る。この苦しみはいったい何だろう、どんな

意味を持っているんだろう、そこを自己探索

していくときに共感的で関心を持っていくわ

けです。ここは非常に大事ですね。それとme

aningという言葉がよく出てきます。意味と

か、感じられた意味、これはジェンドリンの

言葉ですけど。個人的意味という言い方もロ

ジャーズはします。つまり、そういう苦しみ

の意味、そうやって苦しんでいることの個人

的意味は何なのか、感じられた意味は何なの

か。そこの自己探索ということがとても大事

です。

〇で、そういう中で、リスニング傾聴の共

感的な性質以上にセラピストの応答に重点を

置く ようになり、カウンセラーのテクニッ

クを強く意識するようになった。私たちは、

細かく面接を分析するエキスパートになり、

そういう細かい研究から多くを得た。が、セ

ラピストの応答に焦点を当てるこのような方

法は、非指示的心理療法はクライエントの気

持ちを伝え返すテクニックだと思われるよう

になるという恐ろしい結果を招いた。

ロジャーズはやっぱりテクニックが嫌いな

んですね。だから自分のアプローチがテクニ

ックだと言われたことに相当ショックを受け

たわけです。だから僕たちは傾聴技法みたい

な言葉を使わないほうがいいですね。ロジャ

ーズが墓場の中で「これは技法じゃない！」

と怒ると思います。

〇もっとひどく馬鹿にされたのは、非指示

的心理療法ではクライエントの言った最後の

言葉を言い返すだけだと。私たちのアプロー

チへの完全な歪曲に相当ショックを受けて、

それから数年間、私は共感的に聴くことにつ

いては何も語らなくなり、共感的な態度を語

った。私は肯定的な眼差しとセラピストの自
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己一致、それが共感と一緒になったときの性

質を話すことを好んだ。で、これらがセラピ

ーのプロセスを促進していると仮説した。

ここ二つ非常に大事なこと。一つはしばら

くのあいだlistening 傾聴とreflection 反

射について何も語らなかった。ロジャーズの

電子ファイルを検索すると、30年40年何も傾

聴の仕方を解説していない。だからロジャー

ズの傾聴とか言いますが、実はロジャーズは

何も書いてない、むしろそれを隠してたと言

っていいかもしれない。それを表に出したの

は、実はロジャーズではなくて、リチャード

・ファーソンです。『積極的傾聴』という本。

指導教官として名前が連なっているロジャー

ズのほうが大学院生のファーソンより有名

で、ロジャーズの傾聴になってしまった。も

う一人書いたのはジェンドリン。『フォーカ

シング』という本の中の『傾聴マニュアル』、

これはロジャーズもかなり評価している。ロ

ジャーズ自身は傾聴の仕方は書いてないんで

すね。ここがポイント。

それともう一つのポイント、具体的にどう

するのかは語らずクオリティ性質を語った。

それは肯定的眼差し、自己一致、共感的理解。

ここが誤解を招くと思うんですね。これは柔

道に話を変えると柔道の具体的な技は見せま

せん。だけどクオリティを言うならば「これ

は根性がいりますよ」。態度とかクオリティ

ですよね。でも聞いた人は実際の技が見えな

い、具体性がないので困るわけですよ。その

うち「じゃあ根性しましょう」みたいなこと

になってきた。共感という態度だったのが、

共感するに変わってきちゃう、根性すると同

じことです。だからここでロジャーズが門外

不出というかうまく隠しちゃった。彼は馬鹿

にされることを非常に気にする人だったか

ら、クライエント中心療法は技法だ、ただ伝

え返すだけだと言われたのは相当ショックを

感じて、そういう中で実際を言ってないわけ

です。そこから多くの誤解を招いてしまうこ

ともあると思うんです。

それからあと１個だけちょっと違う本から

読みたいと思います。これ、日本語ではロジ

ャーズ選集、第９章『感情の反射と転移』と

いう論文です。この論文は２ページだけが感

情の反射のことで、３ページ目から転移の話

がいきなり出てきて、二つが結びつかないま

ま終わってしまう不思議な論文ですけど、面

白いです。

最初は感情の反射について。これは1986年

に出てるんです。ロジャーズは1987年に亡く

なりましたから、亡くなる１年前くらいに出

ているもので、ま、回想です。

〇私はこの用語の使用については責任があ

るのだが、年が経つにつれ、私はこれについ

てアンハピー不満に思うようになった。その

主な理由は感情の反射は頻繁にテクニック、

判で押したようなテクニックとして教えられ

る。クライエントの書かれた表現に対して学

習者は正しい感情の反射を書くように求めら

れたり、あるいはもっとひどいのは複数選択

の問題からどれが正しいリフレクションかと

問うようなこともある。このようなトレーニ

ングは効果的な治療関係とは何ら関係がな

い。

ここはアレルギッシュと言ってますね。だ

から僕ら感情の反射とか伝え返しとか言いま

すけど、彼はアレルギーを感じていた。おう

む返しはもっとひどいね。おうむ返しとかい

うと、ロジャーズは馬鹿にされたと思っちゃ

うでしょうね。自分はオウムじゃない、人間

だって言うと思います。
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〇同時に私の面接記録 公表されたものを

含めて、私の応答は感情の反射に見えるけれ

ど、私は感情の反射をしようとはしていない。

ロジャーズが講演の度にリフレクション反

射を非難するので、ハーバードの仲間からリ

フレクションを批判するのはもったいない、

うまくやると非常に治療的効果をもたらすか

らそんなに非難する必要はないとアドバイス

されるんです。

〇私は二重の洞察を得た。私は私のクライ

エントの内的世界に対する理解が正しいかを

どうかを見たい。私が、その人が今まさに体

験しているように私に見えていないなら私の

理解をあなたの理解に合わせたいと思ってい

る。

しかしもう一つの洞察、つまりロジャーズ

は意識してないけどクライエント側から見た

らロジャーズは鏡になっているようなもの

で、ロジャーズは「私はこう理解しているけ

ど合ってますか？」と聞いてるんだけどクラ

イエント側から見ればそれは鏡に見える。こ

れがまあダブルインサイト二重の洞察です。

次に大事なこと、感情の反射ではなくtest

ing understandings 理解の試み、言い換え

ると知覚の確認と呼ぶべきだということが出

てきます。あとからTUという略語で出てきま

す。面接してて私が聴いていてこんなふうに

理解したんですけど、この理解で合ってます

か？というような応答を彼がしていて、クラ

イエントから見ると鏡になっている。自分の

考えを映し出しているような感じです。これ、

あの、僕は自分がカウンセリングするときに

理解の試みというふうに考えるほうが感情の

反射よりやりやすいですね。私はあなたの話

をこう理解したが合ってますか？それを言わ

ずにただ同じ言葉だけ返したらきょとんとす

るクライエントさんいますよね。それから鏡

の作業も時々クライエントに言います。全然

カウンセリング分からない人とか工学部出身

の人とかがクライエントで来て、僕がこうい

う応答するとなんか不思議な顔して「え、そ

れ俺が言うた言葉や」みたいな感じで言うか

ら、時 「々いや、私の理解が合ってますかと」

いうことを聞いたり、「私があなたが言った

言葉と同じ言葉を使ってますからそれがあな

たにとってぴったりきてるか確かめてほしい

んです」。このダブルインサイトの説明なし

にやっていると、まるでおうむ返ししてるふ

うに理解されちゃう。だからすごく大事なと

ころだと思うんですよ。ここにこう書いてま

す。それはあなたのことが知りたいという欲

望、動機で、反射しようという動機じゃない。

これ大事ですね。「あなたのことが知りたい」

が抜けてしまうとほんとにリピートマシーン

になってしまう。

ということで、ここまでのところで、カウ

ンセリングの源流みたいなところ少し見てき

ました。えーと、傾聴の意義みたいなこと、

ここに二重の洞察があるということ、ちょっ

と覚えておいてほしいですね。これがずっと

テーマになってきます。もう一つこの後もず

っと出てくるのは、TU testing understandi

ngs 理解の試み、これは1986年に出てるから、

それこそ32年前に出てきてるんですね。なの

に日本ではほとんど使われていないでしょ。

そういうところでも少しずれを感じるわけで

す。

で、カウンセリングの源流のところに、今

日もう一人紹介する人物、ユージン・ジェン

ドリン先生ですけど、1952年、66年前にロジ

ャーズの門をたたいた。この時ジェンドリン

は哲学科の大学院生で心理学を何も知らない

から、受け入れるかどうかロジャーズはだい
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ぶ迷って、とりあえずトレーニングコースで

カウンセリングを学んでもらって、そこから

どうするか決めようとした。で、この１年の

コースの終わりにロジャーズは非常に面白い

評価をしていて、一緒に学んだ同期の人たち

に、みなさん自身がこの中の誰か一人にカウ

ンセリングを受けるとしたら誰のカウンセリ

ング受けたいですかという評価なんです。そ

したら参加者の圧倒的多くはジェンドリンを

指名したので、ロジャーズはジェンドリンが

有能な人だと気づくわけです。その後ジェン

ドリンとロジャーズは非常に親密に研究を一

緒にしていくようになります。ジェンドリン

は哲学者で、すごく論理が切れる。ロジャー

ズはちょっとそこは苦手。言葉を定義せずに

使うでしょ。例えば「フィーリング」とか「機

能」とか定義はないし、ジェンドリンのよう

な哲学者と組むのはすごくいいですよね。ジ

ェンドリンの考え方とロジャーズ、非常に近

い。違うところは違うんですけど。非常に面

白い資料があります。『人格変化の一理論』

というジェンドリンの論文を東京大学の村瀬

孝雄先生、亡くなられましたが、村瀬先生が

1962年に日本語に訳したんです。そのときに

『人格変化の一理論』はまだ出版されていな

かったので、２年後にアメリカで出版される

バージョンの前の草稿のバージョンで訳して

るんですね。そこには長々とロジャーズ批判

が入っているんだけど、出版された英語のほ

うを見ると批判は全部カットされているわけ

です。だから、かなり気を使ってロジャーズ

に合わせていた、ロジャーズ理論を大事にし

ていたことが分かります。フォーカシングを

作るんですけど、僕がいっぺん「ジェンドリ

ン先生は自分のオリエンテーションをなんと

言いますか？」と聞いたら、それはパーソン

・センタード・アプローチだとかクライエン

ト・センタードとか言ってました。それは『フ

ォーカシング志向心理療法』の本が出たあと

の話。だから彼はずっとパーソン・センター

ドのセラピストでした。

で、ロジャーズはシカゴ大学にいて、シカ

ゴ大学っていうところは大学院生のほうが大

学生より多い大学院大学ですね。すごい予算

をもっていて、ノーベル賞74人います。とに

かく研究して下さいというところ。教授は学

部の授業なんか教えなくていいという考え方

で、それは院生たちがTAみたいな感じで教え

ている。ただ、面白いところは自分の研究教

義によって大学の中のどこに行ってもいいと

いう暗黙のルールがあるんです。哲学科ジェ

ンドリンが心理学科ロジャーズのところで勉

強するのは全くOKなんです。僕は社会科学で

入って行動科学、哲学のジェンドリンについ

て、修士論文は医学部精神科に持っていった、

これも全然OK、そういう大学です。その中で

二人は一緒に研究していくんだけど、ジェン

ドリンのちょっと先輩ウィリアム・カートナ

ーのある研究発表が大きなインパクトを残し

たんです。クライエントの面接の１回目と２

回目を聴いただけで、この人はうまくいくか

いかないかをかぎ分けられるという発表。で、

そのデータも出した。ロジャーズの仮説はセ

ラピストが誠実で本物で無条件の肯定的な眼

差しでクライエントとかかわって共感的に理

解していくという人間関係の中で人は治って

いく、そういう関係が大事だというのがロジ

ャーズなんだけれど、カートナーがみつけた

のは、ある種の性格特性みたいなものがあっ

て、こういう人たちはうまくいかないと。デ

ータも出てきたからロジャーズ派では大もめ

になるわけですね。この中でジェンドリンの

回想によると、一番冷静だったのはロジャー

ズだった。周りが大もめにもめている。で、

そのときロジャーズが残した有名な言葉、後

に格言みたいになりますけど、The facts are
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always friendly 事実はいつも友好的。研究

の出てきた事実は敵にはならないってことな

んですけど、ロジャーズ説とは大きく違って

いるわけです。で、このこと、一番ショック

だったのはジェンドリンだったと回想してい

て、その場を最後に去ったのはジェンドリン

とロジャーズだった。ロジャーズがジェンド

リンの肩の周りに腕を回して、このことをき

っと君が研究していくことになると言ったら

しい。ただ、ジェンドリンはその君（you）

っていうのは、複数もyouなんで、私だけを

指したわけじゃないと。それはわからない。

彼の哲学の研究テーマから見ると、やっぱり

ロジャーズはジェンドリンと言ってたんじゃ

ないかなと僕は思うんですけど。ここでもう

一つの流れがロジャーズの中にできるわけ

で、これはジェンドリンがやりだしたんだけ

ど、治療関係を見るんじゃなくて、クライエ

ントの内なる行為、クライエントの体験の仕

方、これをフォーカシングというようになっ

てくるわけです。

これは皆さんもご存じかもしれません、体

験過程尺度、ジェンドリたちが作った尺度で

す。で、最初は７段階あって、三宅・岡が５

段階に変えた。７段階のほうで説明しますと、

これはもともと研究用尺度として作られてい

ますが、僕はこれは教育には不可欠だと思い

ます。クライエントとカウンセラーがやって

る録音を聴いて、逐語記録を見て第三者がク

ライエントの発言が７段階のどのへんにある

かを一つずつ評定する。一番目の1段階は自

分が関係しない出来事を語る。その見本がNH

Kのニュース。NHKのアナウンサーは、私の視

点はなくて客観的なニュースだけを言う。「昨

日の４時ごろ神戸市灘区で火事がありまし

た。」自分が見た火事ではない。クライエン

トさんにそういう言い方されるとカウンセラ

ーお手上げですよね。「昨日の４時ごろ灘区

で火事がありました。」「あ、そうですか。」

言うしかないし、「火事だったんですね」と

か言うのも変だし。段階２、自己関与がある

出来事とか抽象的発言とか。「昨日道を歩い

ていたら後ろでドーンって音がして振り返っ

たら火事だった」というのが段階２ですね。

ここは感情表現がないというのが特徴で、３

段階に至らない理由です。だからわりと愚痴

とかいうのがこの段階になります。「うちの

不登校の息子はお昼になっても起きてこない

んです。起きたらいつも嫌そうな顔をして歯

磨きもしないんです」。そこでどう感じるか

はおっしゃらずに、ただ息子さんの行動を描

写しているとか、「私がこう言ったんだけど

反応しないんです」。ま、自己関与がある出

来事ではあるんだけど、感情がない。３段階、

出来事への反応として感情が表明される。「そ

ういう息子を見ているとイライラするんで

す」、そういう息子を見ていると、というそ

の出来事への反応としてイライラしている。

段階４から上は出来事は関係なくなります。

自分自身を表すために気持ちや気分やフェル

トセンスなどを使う。「最近は朝起きてから

ずっと気分が重たいんです。ずっと何か沈ん

だ感じがして体がだるいんです」。これは出

来事じゃない。私は最近こうですって私を表

現している。段階５、「それってひょっとし

て疲れているのかなー」みたいな「かなー」

が聞こえてくる。ある種の仮説、問題提起が

見られます。「かなー」が聞こえてくると面

接は非常にしやすくなります。ずっと不登校

の息子が学校に行かないという事実を語られ

ると聞いててしんどいんですけど、そのお母

さんが「ひょっとして私が心配しすぎるのか

なー」とか言ってくれると突然面接しやすく

なります。６は、「あ、分かった」というよ

うな気付きがある。７は気付いたことがどん

どん応用される段階。
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これ、EXPスケールといって、昔、70年頃

はすごい研究がある。50回以上面接したクラ

イエントで、1500本の逐語記録をこれで評定

している研究とかあります。で、その中で後

に成功した人と後に成功しなかった人、この

２群には最初から有意差があって、後に成功

する人は最初からこのレベルが高い。で、ど

こを見ても有意差が出てくるということなん

です。最初から低い人は何もしなければ終わ

りまで低いということ。最初から愚痴を言っ

ている人の話を聴いているとずっと愚痴を言

っている。なんかの介入をしなければ、ずっ

とそれが続き、心理療法がうまくいかない。

自己探索力がある人は最初からレベルが高

い、５とかで来る。終わりまでレベル高くて

そして成功する。というようなことが見えま

す。そして、４，５，６あたり、感じて、そ

れに対してある種の問題提起をして、「あ、

わかった」みたいな気付きを得る。この４，

５，６の段階をフォーカシングって言います。

そこで、非常に面白ことになります。つま

りジェンドリンのフォーカシングって言って

いるのは、クライエントがすること。で、ロ

ジャーズの書いたものを読むと、いつもカウ

ンセラー目線なんです。カウンセラーが共感

的理解をしてカウンセラーが無条件の肯定的

眼差しを送って、全部カウンセラーがするこ

となんです。ジェンドリンを読むとカウンセ

ラーがすることじゃなくて、クライエントが

することだと書いてある。こんなふうに自分

の体験をみつめていける人は成功しますよみ

たいなことを言って、それが誰にでもできる

ように作ったのがフォーカシングの指導マニ

ュアル。本来はこれはクライエントがやるこ

となんです。今このスケール、また復活した

いと思っているんだけど、これを使っている

研究が世の中でどんどん減ってきています。

僕はもうちょっと簡単なバージョンを作ろう

としているんですけど、確かに録音とって書

き起こすという作業はたいへん難しい作業で

すね。だけどこれを使った研究で面白いこと

が数年前に出てきてるんです。それは認知行

動療法とエモーション・フォーカスド・アプ

ローチとどちらが鬱に効くかということで、

エモーション・フォーカスド・アプローチと

いうのは、フォーカシングとゲシュタルトを

混ぜたアプローチです。そのグループがどっ

ちが鬱に効くのかという研究をして、いろん

なデータがあるんですけどEXPも含まれてい

るんですよ。結論はどちらも効く、どちらも

鬱に効くがEXPのほうが若干よく効くという

データが出ている。そのデータを僕らの仲間

のパーカーという人が再分析したんです。EXP

が含まれているところを細かく再分析する

と、いや、そうじゃなくてEXP６，７って語

れる人はどちらのグループに入ってても成功

している。EXP２，３という人は認知行動で

あろうとEXPであろうと、どちらもうまくい

かない。ということは、一番効いているのは

EXPですよねっていう話。非常に面白い観点

です。で、たまたまEXPの高い人が一人二

人EXP側に多かったからそっちのほうが効く

ように見えただけなんですけど。これ今いち

いち録音をしなくてもいい方法を考えつつあ

って、それはカウンセラーが面接が終わった

直後に記入するようなことで、クライエント

がほとんど気持ちを話さなかったとか記入し

ていたらEXP低いだろうなとか、はっと何か

に気づいたようだとかいうならとても高いだ

ろうなとか、というようなことを推測するチ

ェックリストができないかって。チェックリ

ストを作って関西大学の相談室で、セラピス

トたち院生を省いて10人、クライエントは高

校生以上の41名に対してチエックリストをや

ってみて、同時にJIK尺度というのを記入し

てもらって、JIK尺度は勝手に作った「順調
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にいっているか」という尺度で、この面接は

順調にいっているか、クライエントと話して

いると充実感を感じるかとか、そういうよう

な項目を作ってやったら、やっぱり相関が出

るんですよ。あのEXPが高いほうが順調にい

ってるんです。というようなことで、この研

究だんだん下火になってますけど復活したい

なと思っていて、今イギリスで研究費を取ろ

うとしていて、取れればそこでチェックリス

トの英語版を試してみようと思ってます。

相補性、つまり、カウンセラーが聴くとき

にクライエントがフォーカシングをしてい

る。クライエント中心療法とフォーカシング

と、なんで喧嘩しないかというと、相補って

いるからなんですよ。クライエント中心療法

はカウンセラーがすること、フォーカシング

はクライエントがすること。さっき言いまし

たが、ロジャーズは二重の洞察と言っていた。

カウンセラー側から見たらこうだけど、クラ

イエントの側から見たら鏡のようだ、すなわ

ちフォーカシングしている。相補性、このこ

とをポイントにおいておきましょう。そして

今日は、すごい論文をお見せします。これは

まだ出版されていない、草稿というか原稿な

んですよ。ジュメン・リター先生、ベルギー

の大学で、ここはもうクライエント中心の研

究が非常に強いところで、そのリター先生、

お年は結構いってて、でも大学院の授業は持

っておられる。だいぶんベテランです。で、

その人が70ページくらいの大作を書いたわけ

です。普通学会誌って10ページくらいしかだ

めなんだけど、中身がすごいので、編集委員

長がこれ特別号を組みましょうと。で、世界

の４人ぐらいの人がその批判論文を書いて、

その批判に対してリター先生が応えるとい

う、紙上討論ですよ。私が批判を書くことに

なって、この内容を事前に送ってもらってて、

ウィーンまで12時間かかる飛行機にその論文

だけ持って乗って、12時間それを読みつくし

て読み込んでいって、で、ウィーンで発表も

聴いて、で、たまたまホテルも一緒だったん

です。朝飯で、彼も僕がコメント書くと知っ

てるからすごく気にして「何書くの？」とか

聞いてくるんで、で、まあ少し話したりしな

がら、僕もリター先生の発表に行ったし、リ

ター先生も僕の発表来てくれたし、だから彼

の最新論文、それに対する僕のコメントとい

う形で、残りの時間紹介できたらいいなと思

います。

前もってもらっている原稿、これなんです。

ここにバーバラ・ブロッドレーって人が出て

くるんです。もう亡くなられた方ですが、な

んというか頑固なロジャーズ派っていう感じ

の、ロジャーズ以外は認めないみたいな人で、

以前に僕の論文の査定者が彼女で、コテンパ

ンにやっつけてきたことがあります。そのロ

ジャーズマニアのバーバラたちが一緒になっ

て、有名大学でロジャーズの面接記録、ビデ

オとか映画とかテープとか、オハイオ時代か

らシカゴ時代、ウィスコンシン時代、ラホイ

ア時代、それからワークショップ、こういっ

たもので145個の逐語記録を作り、そこから

コーディング、応答分類していくわけです。

簡単にいったら、「こんにちは」と言えば「挨

拶」、「どうしていましたか？」と言ったら「オ

ープンクエッション」というような分類。そ

して既にそういう分類方法DCSというのがク

ライエント中心療法にはあるんですね。それ

を少し改良したものを作った。コード１とい

うのは、ミニマムエンカレッジメント、「ふ

ふん」とか「そうですね」とか。コード２と

いうのは、沈黙、２Ａは５秒から10秒、２Ｂ

は11秒から20秒の沈黙、２Ｃは21秒から60秒

の沈黙というふうに沈黙もコーディングされ

ていくわけです。それからインフォメーショ

ン、プロセスディレクト指示的、アドバイス、
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ホームワーク、オープンクエッション、クロ

ーズド・クエッション、ナラティブの伝えな

おしみたいなことがあって、リフレクション、

ここに出てきますね。こういう分類で見てい

きますと、共感的応答みたいなこと、受容的

応答みたいなことはないんです。態度だから。

それから自己開示、とかいろいろあるんです

けど、年代別分布を見たというのが特徴で、

オハイオ時代、シカゴ、ウィスコンシン、と

みていくとオハイオ時代だけちょっと違う。

オハイオ時代はまだクライエント中心療法が

できていなかったから。だからオハイオのぶ

んは見なくていいという感じがします。で、

さっき出てきていたTU testing understandi

ngsで見ていくと、ロジャーズの応答の、オ

ハイオは無視してシカゴで86％、83％、ウィ

スコンシンで70％、カリフォルニアで69％、

ワークショップで76％というように、カール

・ロジャーズの応答のだいたい７割以上はte

sting understandings TU理解の試みだった。

これがクライエント中心療法の標準的な応答

だというふうにリター先生はおっしゃって

る。また時代とともに変化していくことも問

題にしている。たとえばリフレクションとか

も減ってくるんですね。カリフォルニアに移

ってから。シカゴで86あったのが69くらいに

なる。だから時代とともにロジャーズも変わ

ってきたというようなことを書いているわけ

です。ま、膨大なデータで研究されたと思い

ます。TU、やっぱり理解の試み８割、こんな

ものですね。

さあ、私はこれをどう批判するのか。あ、

そこに行く前にこの表で見ていただきたいの

は、ロジャーズの実際の応答はどうだったか

というと、この表にあるように、testing un

derstandingsに特徴づけられるということで

す。あまり共感的な応答というカテゴリーじ

ゃなくて、「私の理解はこうですよ。合って

ますか？」と確認する応答が８割とか７割と

かだった。この研究、この後にこれはロジャ

ーズの特徴だということをはっきりさせるた

めに「グロリアと三人のセラピスト」のビデ

オを持ってきて、ロジャーズ、パールズ、エ

リスを比較する。そうすると、testing unde

rstandings はロジャーズ56.3％、パール

ズ13％、エリスは15％ということで、testing

understandings は圧倒的にロジャーズが多

くて、これはロジャーズ特有の応答だという

ようなことを結論しています。

先週の日曜日に、僕のコメント論文の校正

刷りが来ました。たぶんリター先生のところ

にも校正刷りが届いていると思います。僕の

コメント、フォーカシングの立場からという

ことで、このジャーナルは英語とフランス語

とドイツ語と、イタリア語、スペイン語に抄

録を訳しています。

〇瞬間瞬間に共感的に追体験していくこと

によってクライエントの自己探索を深めてい

くこと、それをみつけたっていうことが歴史

的なことなのだ、それからtesting understa

ndingsが70％を占めている。これがロジャー

ズの特徴だ。

これに対して私のフォーカシング的立場か

ら過去に出してる論文ですけど、そこからこ

れについてコメントする。まずロジャーズと

ジェンドリンとはとても仲がよく、ジェンド

リンがフォーカシングを作った後も仲良くし

ていた。それはさっきお話ししたとおり、相

補的な関係だったからだと言えます。ロジャ

ーズも二重の洞察ですけど、彼はtesting un

derstandingsをしていたけれど、クライエン

トにとってそれは鏡であって、つまりクライ

エントのフォーカシングを促したと言えま

す。それからロジャーズ自身がジェンドリン
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をかなり取り込んでいて1975年くらいになる

とロジャーズは共感の定義を変えているんで

すね。新しい共感の定義の中に、クライエン

トの体験過程の中の可能な意味を指し示すこ

とによって、その人がフォーカシングするこ

とを援助する。それによって意味をもっと完

全に体験して体験過程の中で進んでいけるよ

うにする。これが共感の再定義。すなわちフ

ォーカシングを促す全過程が共感的過程だと

していたんですね。

だからこの二つはなんら葛藤しない、つま

り相補的関係なんだけど、フォーカシングは

頻繁に誤解されていて、それはセラピストが

することだと誤解されている。セラピストが

するのはフォーカシングの教示を与えると

か、フォーカシングのインストラクションを

与えることで、この二つはしっかり分けない

といけない。

ジェンドリンの講演の後の質疑応答で、ク

ライエント中心療法とフォーカシングは違う

療法というのが持論のバーバラ・ブロッドレ

ーが質問したのにジェンドリンが答えて、「私

はクライエント中心療法はもっと大きなこと

だと思います。私が言っているフォーカシン

グは内側に注意を向け、何かそこにある不明

瞭な感覚に注意を向けることです。あなたが

言っている問題はフォーカシングそのことで

はありません。それは私がそれを教えること

についてです」。

つまり「何を感じてますか？」と聞くこと

自体が指示的で、それはもうクライエント中

心療法ではないのではないかとブロッドレー

が質問したのに対してそれはフォーカシング

のことではなく、フォーカシングの教え方に

ついてのことだ、なぜなら、フォーカシング

はクライエントがすることだからということ

なんです。

ここでロジャーズの沈黙についてこんな考

察があります。ロジャーズの応答の重要な要

素の一つは沈黙だった。これはジェンドリン

が言うならクリアリング ア スペースで、体

から開いてきたことを受け入れる時間を作る

ものですというふうに書いている。ロジャー

ズ自身は沈黙に意味があると言っていて、ク

ライエントが面接で、データを吐き出す必要

がなくなって内側に向いて探索し始める、

“私は何を感じているのか。こういう実感は

何なのか。この混乱の要素は何なんだろう”、

それを見ている、そういう沈黙なのだという

ようなことを書いているんですね。リターた

ちはクリアリング ア スペースと言っている

けど、クリアリング ア スペースはフォーカ

シングのインストラクションの話であってク

ライエントの体験ではない、むしろここで起

こっていることはフォーカシングそれ自体で

す。それは内側に注意を向けて、私が感じて

いるこれはいったい何なんだろう、こういっ

た感覚は何だろうというふうに考えている、

その瞬間、彼はフォーカシングしている。で、

そこを沈黙しているということは、実はロジ

ャーズはクライエントがフォーカシングして

いる沈黙を守っていたということ、私はそう

解釈しています。

もう一つはEXPスケールの話。例えば1970

年代からEXPスケールの研究で、統合失調症

の人は気持ちはあまり話さないということは

分かっているんですね。だからウィスコンシ

ン時代のリフレクションの発言頻度が非常に

低いのは、ウィスコンシンでは統合失調症の

人を診ていて、統合失調症の患者さんは気持

ちを話さないからリフレクションできないと

いうこと。この研究自体、ロジャーズの応答

だけを見て年代で変化してきたというけれ

ど、応答はいつもクライエントの発言を受け

るものだから、この二つセットで考えないと、

ロジャーズ側だけで見て結論を出せないでし
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ょうというのが私の批判です。でもEXPから

見ると、非常に面白いです。たぶんミセスサ

ーの発言はオミットされてますけどおそらく

娘さんの行動をずっと語ってたと思うんで

す。ロジャーズの応答は「彼女は自分自身の

やり方をあきらめないんですね」と。彼女が

気持ちを話してないから、感情のリフレクシ

ョンができなかった。

ここ面白いんですよ、この応答。これワー

クショップなんです。リリアンという人が出

てきます。今ここで傾聴しましょうというと

ころで。おそらく第一発言です。「私はあな

たがここで指揮して、しきっていろんな質問

をしてほしい。あなたじゃなくて、催眠術師

のワークショップに来たらよかったわ」と。

つまりロジャーズは指示しないけど催眠術師

はこうしなさい、ああしなさいと指示してく

れるから。ちょっと失礼ですよね。ロジャー

ズがどう受けるかと言うと、「それはあなた

があなた自身で何かを始めていくことに対す

る深い恐怖があることを物語っているんです

ね」と。うまいですね。「ここにいることが

怖いんですね」よりEXPのレベルがずっと高

い。ここもクライエントは気持ちを語ってな

いんだけど、ロジャーズはそこに気持ちを拾

っていく。クライエントのレベルよりも高い

レベルで応答している。そういうようなこと

で、僕の立場から傾聴していくことと、クラ

イエントがフォーカシングしていくことが相

補的関係にあるとすると、応答だけ見て年代

で変わっていたとは言えなくて、どんな発言

に対してどんな応答をしたのかということを

考えていく必要がある。カリフォルニア時代

に例えばキャフィーという人の面接では、te

sting understandingsが86％、グロリアでは

56％。同じ年にやられたこと。だからロジャ

ーズの変化とは考えられなくて、クライエン

トが違えばロジャーズの応答も違う。だから

ロジャーズの応答だけを見る研究は限界があ

るんじゃないですかというのが、僕のポイン

トだけど、そう言ったらちょっと困るので、

そう言いたいけれどそう言うことは「言うが

易し」だと最後に書き、この研究に対して敬

意を表しますと終わっているわけです。

今日は色んなことを話して来たんですけ

ど、３条件のしばりみたいなことをもう少し

緩くして、そしてtesting understandingsを

理解してもらいたい。私という視点と、あな

たという視点がはっきりしていて、私とあな

たの出会いを実はロジャーズはしていたわけ

です。そうやって聴いていく中でクライエン

トは自分に気づいていく。それがフォーカシ

ングの部分。この二つはセットで考えるべき

だ、というのが最近私のやっている研究なん

です。

（文責 赤澤 恵子）

編 集 後 記
・池見先生のご著書『心のメッセージを聴く』、購入して初めて読んだ時は読みやす

い文章だったのにほとんど理解できませんでした。昨年度のフォーカシングの講座

の後に再読してようやく理解が深まったのですが、今回池見先生のご講演を拝聴し

て、あの文章が生み出される親しみやすいお人柄に触れることができ、より身近な

本になったような気がします。 （西山 順）

・創立60周年記念式典を通して、前回の東京オリンピックよりも前に創設されている

神戸カウンセリングセンターに歴史を感じました。また、様々な人の手を経て、時

代や環境に合わせた形で、あり方を変えながら現在に至っていることを知り、今の

温かな神戸カウンセリングセンターがあるのだと感じています。 （鏡原 友実）


