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I．はじめに
　フォーカシング指向心理療法の最大の特徴は、からだで感じられる前概念的な意味感覚であ
るフェルトセンス（feltsense）に注目する点である。フェルトセンスはたとえば、「なんとなく
胸の辺りがもやもやする」といった身体感覚である。それに注意を向けて意味を探ると、たと
えば現在の生活の行き詰まりや、何かこうなりたいと感じていることなど、次への一歩を指し
示す気づきを得ることができる。池見ら（2006）が述べるように、フェルトセンスの概念とフェ
ルトセンスの含有する意味への気づきの一連の方法は、フォーカシングが心理臨床の領域にも
たらした重要な視点である。
　この点は、ジェンドリン（1999; Gendlin, 1996）の著書『フォーカシング指向心理療法』の
中で心理療法の統合について述べた章からも伺える。ジェンドリン（1999; Gendlin, 1996）は、
さまざまな心理療法の流派の諸技法において、セラピーを構成している種類の異なる多様な体
験を治療の ’道筋（avenue）’とよび、たとえばイメージ、ロールプレイ、ことば、認知的信念、
記憶、感情、情動的カタルシス、対人的相互作用、夢、ダンスの動き、筋肉運動、習慣的行動
を挙げた（p.293）。その上で、道筋間をつなぐ重要な働きをするのがフェルトセンスであると
した（p.299）。また、「一般的な考え方では、体験を構成するのは、感情、対人相互作用、認知、
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　本論では、認知的信念や論理的思考といった道筋では次への一歩が見いだせなかった、パター
ン化された思考を伴う体験に、フォーカシングを行って気づきをもたらした事例を示し、フェ
ルトセンス形成のためのリスナーの応答やフェルトセンスのどのような機能が次への一歩を導
くのかを検討した。思考という道筋のみを用いていたフォーカサーは次第に複数の道筋を同時
に抱え、自由に行き来することができるようになり、気づきを得ることでき、フェルトセンス
がもたらす安全感とこれに留意したセラピストの応答が寄与していると考えられた。これらの
示唆は、認知行動療法等の認知を扱う心理療法をさらに機能的にすることへのヒントでもある
と考えられた。

キーワード
　フォーカシング、認知行動療法、リスナーの応答、道筋



－　 －180

三　宅　麻　希

記憶、行動、イメージなどだけだと言われる。（中略）フェルトセンスは、体験の絡み合う網
目であり、分解することのできないものである。（中略）人間の状況と体験は、それぞれ別々
に区分けされた機能だけで成立しているものではない。私たちは、その区分けされた部分にし
か注目しないが、それらの区分けされた機能のどれよりも大きく、複雑な体験過程の網目があ
るのである。（中略）それぞれの道筋を使う場合には、その道筋が暗黙のうちに部分となって
いるところの、より全体的な体験過程の網目と関係づければよいのである（pp.299-301）。」と
述べた。このように、フェルトセンスは、どんな道筋にも通じるまだ分離されていない漠然と
した感覚であり、言い換えればどれか 1つの道筋では次への一歩が見えないとき、別の道筋へ
つなぐ役割を果たすとも言える。
　本論では、ある女性（以下、Aさん）と行ったフォーカシングセッションの事例を報告する。
セッションは、フォーカシング指向心理療法のリスニングを学ぶ連続講座で、長く変えられな
いパターン化された思考について取り上げたい人を募って行われた。つまり、ジェンドリン
（1999）のいう「ことば」や「認知的信念」という道筋を用いただけではすっきりしなかった
感覚にフォーカシングした事例である。本論ではパターン化された思考は、認知的信念を背景
にことばによって思考したものと考え、これをまとめて「論理的思考」とよびたい。本事例を
検討することで、さまざまな道筋を用いたセッションの特徴を明らかにし、道筋間をつなぐフェ
ルトセンスの機能について考察する。その際、セラピストの応答を手がかりにし、パターン化
された思考に取り組むときのリスナーの留意点についても検討する。

II．事例
　本事例は、筆者がリスナーとなり、Aさんがフォーカサーとなってフォーカシングセッショ
ンを体験した記録である。Aさんは臨床心理士としてのトレーニング中で、臨床面接を担当し
ていた。セッションは約30分で、録画したものから逐語記録を作成した。Fはフォーカサー（話
し手；Aさん）、Lはリスナー（聴き手、筆者）の発言、数字は発言番号である。（　）内は表
情や動作の補足であり、数字は沈黙の経過時間である。下線は考察を行う部分、太字はフォー
カサーのフェルトセンスとみられるポイントとなる発言、二重下線はセラピストの応答で考察
を加える部分をあらわす。逐語記録に適宜解説を加える。
　なお、事例掲載についてAさんの同意を得ており、プライバシーに配慮して事例の考察に問
題のない程度に改変を加えた。

L1: じゃあ、浮かんでおられることがあると思うんですが、話していただけますか？
F1: とっても緊張してるのもあるんですけど、なんか、カウンセリングしている立場とし
ても同じように緊張してしまう場面があって、その感じ、そのことについてちょっと
考えてみたいな、というのはあります。

L2: じゃあなんか、それはどういう場面ですかね、緊張してしまうというのは。
F2: そうーですね…なんかこう、（ 5秒）つっこみたいのに、つっこめない自分がいるとか、

ここはちょっとクライエントさんと戦わないといけない、っていうときに戦えないと
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いうか、怖いとか、そこで「うっ」てなって、こう、流してしまう、ところがある。
そこが、そうですね、だめだなって思うところで。だからこう、もっとなんだろうな、
自分らしく踏み込んでいけばいいのに、なんだろうな、こう、どうしても、うまくこ
とばに言えないほうなんですけど、ま、ほんと、ことばに言おうとせずに、今はやっ
てないんですけど、スーパーヴァイズの先生からも、もっとあの、君らしくいけばい
いのに、と言われることもあって、そこで自分らしさが出せない、というか、そこが
怖い、というところがあって、うん、そういうところが、ある。

L3: 面接をされてて、クライエントさんにもう一歩つっこんでいきたいっていうときに、
何か自分らしい感じでこう、そこへ入っていくことが、なんかできないとか、怖さも
感じている、そんなことを日頃感じておられるんですかね。

　取り上げたい問題の概要が語られた。スーパーヴァイズにより論理的には問題の把握とその
対処が認知されているようである。

F3: （うなずく）子ども相手だったらいけるんですよ。子ども相手のプレイセラピーとか
だったら、もうおんなじぐらいになって、こう、まあたとえば人生ゲームしたりとか、
そういうところだと戦ったりできるんですけど、いざ言語面接とかになると、なんか、
あのー、うまいこと言わないといけない、というか、なんか、そう思ってしまって、
うんとー、どうやってことばにすればいいんだろう、と思って止まってしまうとかー、
うまいこと言わないといけないと思って止まってしまうとかー、たぶんそのへんに自
分らしさがあるのかな、と思って。本来だったらー、そんな言語化できるような人間
じゃないのでー、もっと、けっこう、連想というかイメージみたいなほうへ行ってし
まうことが多くて、もっとそういう感じであのー、返せたらいいのかなぁと思ったり
もするんですけど。なんかそこで、こっちのほうでことばで返さなきゃ、みたいな感
じにーなってしまう、感じがあります。

L4: 今、こう、繰り返し聞こえてきていることばはー、うーんと、ことばにする、言語で、っ
ていうことが苦手だなぁと感じておられるご自身の感じ、がひとつあって。だからー、
言語を使った面接では、なかなかつっこんでいけない、というか、言ってるんだけど、
なんかこう、そこに自分らしさがないというか、プレイセラピーとかでこう入っていっ
てる感じとは、少し違うような違和感みたいなのがあるんですかね。

　F3でプレイセラピーと言語を用いた面接での自身の感覚の違いが語られるなど、これまでの
論理的思考が語られる。L4は、論理にとらわれず、Fが論理的思考の背景で繰り返し語ってい
る自分自身の苦手感のある問題を伝え返し、プレイセラピーと言語を用いた面接との違いにつ
いて、『少し違うような違和感みたいな』とフェルトセンスの形成を促す応答をしている。

F4: （ 5秒）（苦笑）なんか、うーん、違うんですよ。よくわかんないんですけど、違う。
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言語だと、違う感じが確かにするんです。
L5: じゃあその、「言語だと違う」と感じている、その「違う」って感じともうちょっと

つきあってみましょうかね。じゃあちょっとまあたとえば最近そういうことを感じた
場面を思い浮かべていただいてもいいですし、今も話していただいているので、自分
で感じられてきている感じがあると思うんですけど、なんかその、「言葉を使うと何
かうまくいかないなぁ、なんか違うなぁ」と感じるその感じをもうちょっとからだで
感じてみると、どういう感じが浮かんできますかね？

　F4でまだはっきりとしないフェルトセンスが感じられることが語られ、L5でフェルトセン
スの形成を具体的に促すため、『からだの感じ』をたずねている。

F5:（28秒）　なんかこう、自分がうすっぺらい感じがします（両手を頭の上から体側にそっ
てすとんとおろすジェスチャー）。（ 8秒）（両手を顔の横で円を描くジェスチャー）
あと…なんか、トランポリンのぼよ～んって跳ねるやつのぼよ～んってなってるとこ
ろで、（胸の前で指で跳ねるジェスチャー）、相手の言葉がぼよん！（片手で胸の前で
跳ね返るジェスチャー）って跳ね返ってるようなイメージで、こうやって、なんかこ
う、キャッチできてない（胸の前で両手を囲み合わせるジェスチャー）、なんか、跳
ね返してしまってるような、感じが、今、湧いてて、とくに、母親面接とかでそうい
う感じがする気がするんですけど、なんかちょっと母親面接が苦手だな、っていうの
があって、とくに、ぼーんっと跳ね返してしまうことが、多い。

L6: なんかこう、相手の言ったことをぼーんと跳ね返してしまっているかのような、そん
な感じがおこっている。それはとくに母親面接でよくあるなぁという感じがしてるん
ですね。（ 5秒）　跳ね返している感じ、というのは、ご自身としてはどんな感じに感
じられてるんですかね。

F6: うーんと…けっこうそういうときって、自分の中でふかふかしている感じがあって、
母親面接だとこう、子どものことについて話す方が多いので、「そんなんやったら子
どもかわいそうやん」、と思うことがあって、それでこう、どうしてもこうやって（強
く投げつけるジェスチャー）しまって

L7: 話の内容にちょっと共感できないというか、ちょっといらっときて、ある意味こう、
わざと投げ返してるような、きつく投げてるみたいな、そんな感覚もあるんですね。

F7: （何度もうなずく、 5秒）

　F5、F6でイメージとジェスチャーを伴ったフェルトセンスが語られる。L7では、ジェスチャー
もフェルトセンスを表現する道筋であると捉え、それをLが言語化している。また、フェルト
センスにまつわる状況として、そのフェルトセンスがとくに感じられるのは言語面接の中でも
母親面接であることが語られた。
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L8: そう言ってみると今、どうですか？身体の感じは。
F8: うんとー身体の感じはー…このへん（胸のあたり）が熱いです（笑）（胸の中心に重

ねた両手を何度か押し付けるジェスチャー）。
L9: あー、胸のあたりが熱いのね。ふんふんふん。なんかそんなふうにこう、面接の中の、
なんかちょっとムカっときたり、投げ返してるな、という自分に気づくと、胸のあた
りが熱いっていうことをちょっとわかっておきましょうかね。うん。まあなんかそん
な自分もいていいのだよと、確かにいるなぁってわかっておきましょうかね。

F9: いていいんですか？あっていいんですかね？？
L10:ああ、あっていいんですか、っていう感じもでてくるんですね。
F10:そうですね。というか、それを客観的に見るとダメじゃないかと思う自分がいるので、
（L:うーん）あっていいのか、っていうふうに今声をかけてもらうとー、ちょっと、やっ
ぱいいのかな、っていう、戸惑いが、今、はい。

L11:その、胸の熱さっていうのがあってもいいものとあまり思えないので、あってもいい
んだよと思ってみては、と言われると、ちょっと戸惑いがあるんですね。

F11:あ、はい。（うなずく）
L12:その戸惑いも一緒に、あ、この感じがあっていいと思うとどうやら戸惑ってしまう私

がいるらしい、とちょっと今だけでいいので、思ってみますかね。そうすると、身体
の感じ変わりますかね。何か浮かんでくることがあるか、ちょっとみてみましょうか
ね。

　F9とF10の発言は複数の道筋でアプローチすることが重要であることをよくあらわしてい
る。「客観的に見るとダメじゃないか」という認知的信念は、確かに感じられている身体感覚
を認めることを妨げている。しかし、身体感覚は確かにそこにあり、それをフェルトセンスと
して理解すれば、客観的思考の視点を一旦おいて、別の道筋、つまり身体へのアプローチから
問題を捉え直すことができる。
　L10でLはまず認知的信念の反応を伝え返し、L12ではそれとフェルトセンスの両方を抱える
ための応答をしている。とくに『ちょっと今だけでいいので』という応答は、Fがこれまで抱
えてきた認知的信念を完全に否定せずに安全にゆっくりとフェルトセンスと関わるための応答
である。

F12:（36秒、目を閉じて身体の前で両手を握った姿勢のままでゆっくりと呼吸をしている）
なんか、おっきい風船を抱えてる気分です（胸の前に風船を抱えているジェスチャー）。

L13:うーん、大きな風船を抱えている。
F13:ふわふわした気分です。
L14:ふーん、ふわふわした気分。
F14:ちょっと、浮けそうな、軽い感じ。
L15:浮けそうな軽い感じ。
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F15:（手をゆっくりと下げる）なんか不思議な感じ（笑）なんか、いいんだよーっていう
と…なんか、抱えてる？抱えられてる？（首をかしげながら何度か風船を包むジェス
チャー）包み込まれてる？なんか…うーん（手を下げる）。

L16:なんか、いいんだよっていうと、抱えられているとか、包み込まれているとか、なん
かそんなふうな浮けそうな感じですかね。

F16:そうですね。（16秒）
L17:身体の感覚はさっきと違ってます？
F17:ちょっと、冷めた感じがあります。
L18:ちょっと冷めた感じがある。
F18:はい（左手で胸の真ん中に手をあてるジェスチャー、10秒）うん、ちょっと冷めてー、

まあ…そもそもこう、母親っていう、なんていうんでしょう（大きく人型をかたどる
ジェスチャー）、対象っていうのが、苦手なのかなーって思ったりとか。

L19:ふんふん。
F19:なんか、どうも子ども目線になってしまう自分がいるんだなぁと思ったりとか。（L:

ふんふんふん）うーん（10秒）どうしても母親に対して、対抗意識をむきだしにして
しまう自分がいるのかなぁって思ったりとか。

L20:そっかそっか。そもそも母親っていう存在っていうのがちょっと苦手なのかな、とか、
どうしても子ども目線に立ってしまって、母親という存在に対して対抗意識が出てし
まう自分がいるんだなぁってことに気づくんですね。

F20:うん。
L21:そういってみると今の身体の感じはどうですか？
F21:うーん（10秒）うーん（ 5秒）…なんか、涼しい感じが入ってるような（右手で喉か
ら胸にかけて上から下へ通すようなジェスチャー）。

L22:涼しい空気が入ってるような感じ。
F22:（10秒）なんか、はき出してしまった！って感じもあるんですけど（笑、左手で鼻と

口元を隠すジェスチャー）
L23:はき出してしまったってかんじなんですねー。うーんうーん。なんかあんまりしない

ことかもしれないですねー。
F23:そうですね（首を横にする）。

　フェルトセンスはジェスチャーを伴いながら、変化している。この場面では沈黙が多く、F

は認知的信念を脇において身体感覚にじっくりと関わっていることがわかる。F18、F19ではF

の母親という存在に対する苦手感が語られた。フェルトセンスの変化とともに、状況の認知も
変化しはじめていることがわかる。

L24:なんかちょっと、まあ初めてではないでしょうけど、なんかちょっと、ちょっとなん
ちゅうか、新しいですね。新しい経験ですね。嘘ついたりしてないっていいうか。
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F24:そうですね。
L25:ちょっとやって少しかわってきた、ちょっと胸のあたりに涼しい風入ってきてん
なーっていう、そして、まあ私はこういうような考えとかを持ちながら母親面接して
るなーっていうこと、そのどちらももったままで、このことの、これってなんなんだ
ろう、とか、すっごく漠然としてますけど、このことの中心って一体なんなのかなぁ
とか、なにかこう、本当に身体からことばが湧いてくるまで、ちょっと待ってみましょ
うかね。

F25:（足の上の手を握ったり広げたりする）
L26:しばらく時間をとって、ちょっとゆっくりと。
F26:（指先でつまむようなジェスチャーを繰り返す、21秒）あんまりことばにはしたくな
かったんですけど（左手で鼻のあたりを隠すジェスチャー→腕を組む）、自分の実際
の母親に対して苦手意識があるなぁと思って、ちょっとそれと同じ、だなぁっておも、
います。うん。

L27:うんうん、ご自身の母親に対する苦手さと何か同じようなところがあるなぁって。
F27:うん。（沈黙10秒）
L28:それも、まああるんだなぁ、と。なかなか言いたくはないけど（F：苦笑）、それもあ
るんだなぁとそういってみたら今、どうですか？身体の感じは。

F28:（ 8秒、首をゆっくりまわしながら）今、言ってしまったぁ！っていいうのもあるん
ですけど－、でもなんか、ゆって、ちょっと、なんか（口元から前へと手を広げなが
ら出すジェスチャー）はきだしたー！（L:吐き出した）軽くしたかなー！っていう（L:

ああ、軽くしたかなって）ちょっとまた別の空気が入ってきた。
L29:また別の空気が入ってきた感じ。
F29:うーん。

　L25はフォーカシングの 6ステップのうちの「問いかけ（asking）」の応答である。Lはとくに、
フェルトセンスのみに注目して問いかけるのではなく、状況への認知も同時に抱えることを促
しながら問いかけている。すると、「あまりことばにしたくなかった（F26）」ことも認めつつ、
F自身の母親に対する苦手意識も関連していることが語られた。

L30:胸のあたりの感じはどうなってきてます？
F30:うーん、さっきちょっと冷たかったんですけど（拳を握りしめる）、ちょっとだけー、
あったかくなりました（両手の指先を合わせて三角をつくる）。うん。

L31:あったかくなってきた。ちょっとあったかくなってきた胸のあたりの感じと、もう少
し一緒にいてみましょうか。（F:はい）なかなか言いたくないことも、ちょっと今吐
き出してみたな、っていうのも、いっしょに、そうすると、胸のあたりが少しあった
かくなるんだなーっていうことにも気づいて、ちょっとその感じと一緒にいてみま
しょうか。
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F31:（沈黙33秒）なんかこれを、こう、ちゃんと解決していかないといけないのは私自身
の問題なんだろうなっていうのはあるんですけど、なんか、もうそういう自分もいる
んだな、っていうふうに声をかけてもらって、自分にもそういう自分もいるんだなっ
ていうふうに声をかけてみると、うん、なんか、あのー、それまで、早くやんなきゃ、
みたいな感じで焦ってたんですけど、なんか、ちょっと、あせ、ら、ない？、なんか
ちょっと、とど、まれる？…なんか、うん…胸のあたりの温かさと同時に、なんかお
だやかな感じが、あるような気がする。ふふふふ（笑）

　L31は新たな気づき（F自身の母親への苦手意識が臨床活動における母親面接の苦手さにつ
ながっているかもしれないこと）をゆっくりと受け止める時間をとり、その気づきがさらにど
のようなフェルトセンスの変化をもたらすのか、確かめる応答である。身体のプロセスは認知
のプロセスに比べて突然新しい気づきをもたらすことがある。Fの安全感を保つためにも、ゆっ
くりと時間を使うことは重要である。
　F31ではFのこれまでの認知的信念や思考が語られ、それが変化したことがわかる。

　このあと、約10分セッションは続き、Fは臨床面接でクライエントに一歩踏み込むことを苦
手に感じている思考に当初は「巻き込まれていた」が今は「距離がとれた」ことを語った。ま
た、最後にLがセッションを閉じるための問いかけとして、臨床面接時やまたこの問題に取り
組みたいときのために、今日のセッションを覚えておくにはどうするのがよいかとたずねた。
Fは、「この感じは、たぶんこれからもつきあっていかないといけないなって思ってるし、考え
ていかなきゃいけない内容なんですけど、まあ、開け閉めできる、箱に入れておきたい（笑）」、
「自由に開け閉めできる蓋のついている木の箱に入れておけたらいい」と語り、そのいつでも
思い出せるようなイメージをもって、セッションを終了した。

セッション後の振り返り
　セッション直後にセッションの振り返りを行った。その中でAさんは、自分自身の母親への
苦手意識について、スーパーヴァイズでは言いづらかったことであり、このセッションではじ
めて口に出したと語った。つまり、スーパーヴァイズにおいて言語や状況の認知、論理的思考
の道筋ではどうしても認めることのできなかった感覚が、フェルトセンスを感じることによっ
て語ることが可能になったといえるだろう。

III．考察
 1 ）道筋に注目した本事例における変化のプロセス
　ここではIIで検討した事例を、まず道筋の変化に注目して整理する。セッションの最初に語
られたのはFが臨床実践で抱える「クライエントと戦えない」ことであり、これはスーパーヴァ
イズでも指摘されていた（F1, F2）。また、Fは自身について「ことばは苦手、イメージのほう
が得意」という認知的信念をもっており、これを戦えない言語面接と戦えるプレイセラピーで
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のあり方の違いの一因と認識していた（F3）。ここまでのFは状況を認知的信念や論理的思考
の道筋を用いて捉え、語っていた。
　L4 ～ L5でフェルトセンスの形成を促されると、Fが得意と感じているイメージの道筋やジェ
スチャーを伴った語りに変化した（F5 ～ F8）。イメージが中心に語られながらも「母親面接
が苦手」という事実が浮かんできた。F8では「このへん（胸のあたり）が熱い」とフェルトセ
ンスが語られるが、それを受け止めようとすると（L9）、「客観的にダメじゃないかと思う自
分がいる（F10）」と批判的な認知的信念が語られた。フェルトセンスと認知的信念を両方抱え
る提案に（L12）、Fは時間をかけて自分を落ち着かせるかのようなジェスチャーをとり（F12）、
イメージ中心の語りに変化した（F12 ～ F17）。F18、F19では「そもそも母親が苦手」と気づ
いている思考の側面が語られた。F21 ～ F23はこの思考と臨床実践での問題について身体の道
筋から取り組もうとする試みがなされた。この試みはFにとって新しい道筋であり（F24）、時
間をかけて問いかける必要があった（F25、F26）。その結果、F26で「あまりことばにしたく
なかった」F自身の母親への苦手意識という新たな思考とのつながりが言語化された。F27で
は「言ってしまった」という思考と「吐き出した」などの身体感覚が同時に語られた。さらに
イメージやジェスチャー、身体の道筋を伴って「焦らなくてもいい、とどまれる」と考えるこ
とができた（F28 ～ F31）。
　このように、セッションの開始時には思考や認知的信念の道筋のみを用いていた語りがイ
メージやジェスチャーを用いた語りに変化し、だんだんと複数の道筋を同時に抱え、自由に行
き来する語りが可能となった。本事例ではパターン化された思考に取り組みたい人を募って
行ったセッションであった。ここでいうパターン化とは、一つあるいは限られた道筋のみから
状況を捉えて他の道筋をうまく機能させることができない状態ともいえよう。新たな道筋から
問題に取り組むためには、ただ単にイメージや身体の道筋のみからアプローチするだけでは不
十分である。本事例においては新たな道筋を遮る思考があることに気づき、パターン化された
道筋と新たな道筋を同時に抱え、時間をかけて少しずつ新しい道筋からの気づきを受け取るこ
とが重要だった。

 2 ）道筋間をつなぐフェルトセンスの形成のためにリスナーはどう応答するのか
　本事例をさらに広い視点から捉えると、Aさんが積極的にこのことをフォーカシングしたい
と感じたときから、すでにAさんの体験過程はイメージや身体の道筋でこの状況を捉え直すこ
とを指し示していたといえる。Lは、語りの中から「繰り返し聞こえてきていることば」として、
論理的思考をまとめ、フェルトセンスが形成されつつある感覚を伝え返した（L4）。すると、
Fは「言語だと、違う感じが確かにする

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

」と論理的ではない、感覚的な部分に注目することが
できた（F4）。Lはそれをさらに「ちょっとからだで感じてみると」と身体の道筋を示し、フェ
ルトセンスの形成を促した（L5）。
　フェルトセンスは、常に暗に機能しており、「きっかけとなる体験はどういう種類のもので
あっても、その体験にはフェルトセンスが伴い、それを見つけることはできる（ジェンドリ
ン, 1999, p.299; Gendlin, 1996）」。Lは、論理的思考を注意深く聴き、行き詰まりの感じられて
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いる思考に注目するよう促す。その後フェルトセンスを明示的にする応答をする。どこに注目
すべきであるかは、Fの感覚的な確かさ

4 4 4 4 4 4 4

をもって確認することができる。このようにして言語
や認知、論理的思考の道筋に暗に感じられているフェルトセンスを取り扱うのである。

 3 ）フェルトセンスがもたらす安全感とリスナーの応答
　一旦フェルトセンスが語られイメージや身体の道筋が開かれても、認知的信念の道筋は見え
隠れする（F9）。Lは、それを認めつつも、その認知的信念に伴うフェルトセンスに注目し両
方を抱えることを促した（L10 ～ L12）。ジェンドリン（1999）は認知療法におけるフォーカ
シングの利用を論じた章で、「多くの人は体験過程に結びついた類の思考が可能であることさ
え知らない。私たちが教わって来たのは体験から遠く離れた思考である。具体的体験について
考えたい時にも、それについて考えようとするとしばしば、その背後にある直接の感覚を置き
去りにしたまま考えだけを進めてしまう。」と述べている（p.404）。
　本事例において、Aさんは言語を用いた方法でなんとか臨床面接における苦手さを解決しよ
うとしていた。ある意味それは私たちが教わってきたごく自然な方法であり、そのような信念
のためにAさんは言語ではなくイメージが得意な自分はダメだ、とも捉えられる認知的信念を
もっていた。また、スーパーヴァイズで指摘されても面接でうまくいかなかった体験によって
さらに言語への苦手感を増したようにもみえる。Aさんがことばにしたくなかった自身の母親
への苦手意識も、多くの直接の感覚を伴った体験であり、思考だけで取り扱うにはそぐわない
ことが暗に感じられていたのかもしれない。
　本事例において、「今ちょっとだけでいいので（L12）」、「本当に身体からことばが湧いてく
るまでちょっと待ってみましょうか（L25）」、といった応答は、時間をかけてよいことをFに
伝え、上述のような普段体験することが少ない道筋を用いることへの不安や恐怖感を抱えなが
ら、新しい体験へ挑戦するための安全な環境を作っている。そもそもフェルトセンスは、ゆっ
くりと時間をかけてその意味を探ってこそ次への一歩がみつかる性質がある。このような安全
な取り組み方ができたことによって、これまでAさんが語ることができなかった、自分自身の
母親への苦手意識と臨床面接での苦手な場面の関わりをはじめて語ることができたと考えられ
る。言い換えれば、フェルトセンスそのものの性質が、非常に安全であり、異なる道筋（本事
例の場合、思考や認知的信念）からの移行を安全なものにしている。リスナーは、このような
フェルトセンスの性質を十分に理解し、ゆっくりと安全に道筋間の移行を促すことが重要であ
る。

 4 ）フェルトセンスの機能の持続性
　セッションを閉じるとき、Fはセッションでの気づきに伴って感じられたフェルトセンスを
「これからもつきあっていかないといけない」感覚として「自由に開け閉めできる蓋のついて
いる木の箱に入れておけたらいい」と語った。これは、イメージという道筋を用いて、いつで
もフェルトセンスと認知的信念や論理的思考をつなぐことを可能にする閉じ方である。このよ
うにフェルトセンスは、さまざまな道筋を用いて記憶され、今後のAさんの臨床面接をはじめ
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とするさまざまな体験と持続的に結びつき、また新たな次への一歩を指し示す可能性がある。
　ラパポート（2009）はトラウマを抱えるクライエントにフォーカシング指向アートセラピー
を行った事例において、セラピーの初期に「守ってくれるもの」のイメージをクライエントに
描画させ、その後クライエントがセラピーにやってくるたびに、安全のシンボルとしての「一
貫したリマインダー（目印）の役目」として飾っておいたと報告している。本事例におけるイ
メージによる記憶も、このセッションで様々な道筋間を自由に行き来できたことのシンボルと
してリマインダーの機能をすることが期待された。
　本事例ではセッション後の変化について検討しておらず、新たな道筋によってその後の体験
に影響を及ぼすと断言することはできない。この点は今後の研究に期待したいが、少なくとも
私たちが不慣れな、体験とフェルトセンスの結びつきを強くする役割を果たすであろう。

 5 ）まとめ
　本論では、認知的信念や論理的思考といった道筋では次への一歩が見いだせなかった体験に
ついて、フォーカシングを行うことで気づきをもたらした事例を用いて、さまざまな道筋を自
由に行き来できるようになるまでのプロセスを示し、リスナーの応答やフェルトセンスのどの
ような機能がこのようなパターン化された思考から気づきを生むのかについて検討した。これ
らの示唆は、認知行動療法等の認知を扱う心理療法をさらに機能的にすることへのヒントでも
あると言えるかもしれない。この点は、今後他の心理療法の面接記録をフェルトセンスに注目
して再検討することで明らかになるだろう。

――――――――――――――――――
引用文献
ユージン・T・ジェンドリン著、　村瀬孝雄、池見陽、日笠摩子監訳（1999）『フォーカシング指向心理療

法（下）』金剛出版; Gendlin, E.T.（1996）“Focusing-Oriented Psychotherapy. ”
池見陽、矢野キエ、辰巳朋子、三宅麻希、中垣美知代（2006）「ケース理解のためのセラピスト・フォー
カシング：あるセッションの記録からの考察」ヒューマンサイエンスNo.9, pp.1-13. 神戸女学院大学人
間科学研究科

ローリー・ラパポート著、池見陽、三宅麻希監訳（2009）『フォーカシング指向アートセラピー』誠信書
房



－　 －190


