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「現実」から、役立つ情報を

どのように構築したのでしょうか
―近藤論文へのコメント―

長谷川 明弘
金沢工業大学情報フロンティア学部心理情報学科 専任講師

Ⅰ．はじめに

近藤さんとは２００４年１０月末に参加

した学会の懇親会で挨拶を交わし、私が愛

知学院大学の卒業生ということ、さらに最

近関心を持っている研究や出会った臨床事

例の話をお酒を交えながら話したことが最

初のきっかけでした。その後、彼女が書い

た論文についてコメントを求められ、誠実

でかつ確実な臨床をなさる方という好印象

をもちながら、メールにて意見交換をしま

した。さらに仕上がったばかりの論文・・

これが本論文だったのですが・・に、コメ

ントをしたところ再度依頼があり、本誌に

コメントする立場となった次第です。

近藤さんのスモールステップの依頼の仕

方とタイミングの良さに感服致しました。

これは彼女の日頃の臨床の様子がうかがえ

るところだと思いました。本事例の中でも

この資質が自律訓練法(以下、 )の実施、AT
臨床効果測定尺度(以下、 )などAT ATCES

。の依頼で活用されたことがうかがえました

Ⅱ．社会構成主義について

人と人が相互作用の中でどのように「現

実」を構成し、意味づけているのかという

ことに注目する視点は、社会構成主義の基

本概念です(マクナミーら )。本論は、,1992

近藤さんと さんが各々の「現実」の中でA
構成し、近藤さんがまとめたもの、つまり

論文という「素材」を、元の素材の読者の

１人である私が新しく構成したものになり

ます。あらかじめ断っておきたいのは、元

の素材からは、読者がいろいろと読みとる

ことが出来るということです。

コメントするという行為は、セラピスト

とクライエントの間から生まれた一つの 素「

材 、つまり論文に新しい「素材」を提供す」

ることになります。また読者にとっては、

元の素材論文と、コメントという行為に- -
よって生み出された素材本論の両者から- -
立体的で新たな素材を生み出すきっかけと

なれば幸いです。これは右目から入る情報

と左目から入る情報から脳の中で立体像(奥

行き)を構成しているようで、あたかもベイ

トソン( )が両眼視覚(複眼視)と呼んだ1979
ことと似ています。 さん、セラピストでA
ある近藤さん、そしてコメンテーターであ

る私のそれぞれの「現実」をキーワードに

して論を進めます。

Ⅲ．Aさんの「現実」

放屁してしまう自分が悪く 「真っ白にな、

り 「挙動不審」となり、周りの人がいろ」、

いろなことを言っている気がしている。
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Ⅳ．セラピストの「現実」

さんが放屁から罪悪感を持ち、対人恐A
怖に陥り、すべてに自信喪失している。ま

た、 の効果(人前で赤面しない、積極性AT
が出る、情緒安定)や方法もきちんと教えて

もらっていない。

Ⅴ．コメンテーターの「現実」

－何がどのように効いたのかを考えていく－

さんが頭で考え抱え込んでしまい対人A
場面において心理面でも行動面でも身動き

が取れず固まってしまうことが特徴と推察

されました。 さんが 再導入に乗ったA AT
時点で、これまでの彼女のやり方から離れ

る契機となったと考えられました。

転換点となったのは 「 の効果が出る、 AT
までに３ヶ月は要する」と初回で伝えたこ

とだと思います。それによって さんに面A
接の見通しを持たせ、治療動機を高めたこ

とになったと考えられました。

私は「心理療法の研究データをみると３

ヶ月位あるいは５、６回位までに変化が何

か生じていると、その後の面接経過が良好

という報告があります。とりあえず数回、

あるいは３ヶ月位会ってみて、どうするか

決めませんか」と初回面接時に導入するこ

ともあります。近藤さんの説明が似た方法

で驚きました。

事例の記述からは近藤さんが丁寧に さA
んの考えや思いを聞いた上で、応答してい

ることがうかがえます。しかし論文にする

作業の制約上のため、生き生きと伝わって

こないのが残念です。

例えば、初回面接でのやりとりでは( さA
んの発言「」で、近藤さんの発言〈〉)「こ

のままでは就職もできない どうして き」〈 〉「?
っと、いろいろ言われるから 〈おならは誰」

。 。だって出るもの あなたは少しも悪くない

そんなあなたにひどいことを言う人の方が

悪い〉となっています。

、『 。私なら かなり心配しているようだねぇ

どんなことを言われると心配しているの 』?
と さんが想定している「現実」－ さんA A
の見方－をもう少し詳しく尋ねるだろうと

思います(繰り返しになりますが、論文とし

てまとめる過程で省略された可能性もあり

ます)。

また第２回面接で〈安心して落ちてくだ

さい〉と逆説的な提案をしている近藤さん

の意図と提案した文脈がどうであったのか

を記載してもらうと読者の事例の理解が深

まるでしょう(どのような判断で逆説的な介

入をしたのかという点が記載されていない

場合、本論文を読んで安易に逆説介入をし

たがる人が増えてしまうことを危惧してい

ます。大丈夫かもしれませんが)。

さて介入の効果についてもう少し考えて

いきます。一連の面接経過の中でセラピス

トが提示していった課題、つまり介入は、

クライエントに視点を変換するように求め

る課題の連続技であると考えました。

例えば、 は、内面に没入し、そこでAT
の体験、感じたことを記録するように求め

ることで、改めて客観視する行為となって

いました。ホロニカルセラピー、５つのコ

ラムも現状について視点を変える介入とな

っていました。さらに は、 さんATCES A
が考えて内に抱え込む特徴を外に出して客

。観視することに役に立ったといえそうです

面接場面で の実施記録や実施の様子をAT
セラピストと共有し、 さんは新たな「現A
」 。実 の構築を始めることができたようです
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A A結果的に さんは、就職試験の場面で

さんの予想とちがうことを聞かれても、そ

の場で考えて答えることができたり 「自分、

を受け入れていこうかな」と思えるように

なったり、服装の雰囲気が変化し、授業を

集中して聞けるようになったり、声が小さ

いので普通の声が出るように気をつけるよ

うになったようです。

A注目したいのは対人場面での変化です。

、 、さんは 考えを内面に抱えず客観視したり

外に表現し、実際に行動面でも表現できる

ようになっています。

これは が効果的であったと考えましAT
た。 は、自分の体の感じ(イメージ)にAT

。 、注意を向けるよう求めます それと同時に

体の感じに何となく注意を向けながら(受動

的注意集中)、体の感じの何かが変化するま

で耐えられる心構えを獲得するような課題

性も含んでいると考えられます。 といAT
う課題を通して、 さんは自己の客観化とA
状況把握能力の獲得、新しい状態が生じる

まで待てる耐性が育ったのでしょう。さら

にそれが、対人場面でもこれまでのように

動揺せずに適切な振る舞いができるように

なった、あるいはできるようになるまで待

ちつつ自分をコントロールすることが可能

になったことに繋がったと考えられます。

この証拠として、第９回面接で自分の声の

大きさを随時確認し、場面場面での最適な

大きさにコントロールして声を出せるよう

になっていることが挙げられます。

考察の末尾にかけて「自己肯定感」が育

つ条件を満たすことで「第２種現実」が変

化したと記載してあります。近藤さんが述

べたように、この「第２種現実」が変化す

る要素を検討する視点も大切です。課題(介

入)をどのようにクライエントが受け入れて

行動へつなげているかという過程を丁寧に

記録し、多くの事例でデータを積み上げた

上での検討が要となるでしょう。

Ⅵ．「おわりに」に代えて

－外部の「現実」として類似した事例－

ミルトン・エリクソンは、類似した事例

を報告しています( )。人前でおHaley,1985
ならをして当惑し、対人交流を数ヶ月回避

していた女性に、エリクソンは身体の仕組

みについて詳細に説明し、神が作った仕組

みを冒涜していると、その女性の信仰心を

利用して意味づけを変えながら治療しまし

た。

近藤さんも、 さんの意味づけ(視点)をA
変えながら治療を進めた点でエリクソンと

似たアプローチを取っていたと言えます。

以上が、私の構築した「現実」です。読

者の皆さんは、どんな「現実」を構築され

?ましたか

最後になりましたが、今後の近藤さん

のご活躍を期待しています。また、この

ような機会をありがとうございました。
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