
さて、完璧を求めて挫折する多くの悩める若者によく出会います。
高校の頃不登校だった大学一回生が、今度こそ不登校になるまいと入学から一回も休むことなく講義を受け、5月の連休明けに一日休んだその
日から不登校になり、退学届けを持ったままカウンセリングルームにやってきました。よくよく聞いてみると彼は完璧を求めるあまり、息切れ
をしてしまったようです。私は「完璧にしようと思えば思うほど自分を苦しめます。完璧主義に未来はないよ・・・」等とかなり心理教育をし
た後、退学届けは一週間先送りして、とにかく一回でいいから講義を受けて、次の週もう一度来るように言いました。彼は約束どおりに来室し、
3回受けたと言います。今どう思っているか聞くと「ひょっとすればやれそうかなー」と言います。次の週は五回、次の週は7回と講義を受ける
回数が増え、不登校を乗り越えたようです。
彼は完璧主義を乗り越え、その後適当に出席し、アルバイトも始めています。

悩める若者に、完璧主義を克服できるように援助するのがカウンセラーに課せられた大事な仕事だと思われます。

因みに私が学生時代に講義に出席したのは約3分の1程度だったと思います。家が貧しく常にアルバイトをしていました。盆も正月もありません
でした。

コラム№21 完璧主義の克服

禅寺の枯山水の庭について極めて興味深いことを書いている書に出会いました。
広い庭を落ち葉一つないまでに完璧に掃除し、枯山水に水が流れているごとく、きれいに
波を描き完成します。
さて仕上げはと言えば、完璧なまでに仕上げた庭に枯葉をぱらぱらと撒くのだそうです。
完璧を求めながら最後には完璧を否定する禅の心が伺えます。この世には完璧がないので
すよね。
純金も０．０１％の不純物が混ざっていて初めて金の延べ棒になるのだそうです。
実験室で作られる純粋な水、H2Oは正に無味乾燥、ミネラルなど混ざった水が美味しいの
です。



この表現の中に、自分にはない、自己陶酔のような別の世界に入りたくても入れない辛い
拒否反応のようなものが、この方の転移感情となって表れたのかもしれません。

実はこのように思いをめぐらす私の中には、否定的な逆転移感情が沸かず、むしろ他の評
価されている表現よりは、一番ためになる言葉でした。
実際、私は私の事例をもとにお話をするときは、その世界に入り、自己陶酔しているよう
に思います。

我を忘れて語ってこそ伝わるものがありますが、我を忘れることを無意識に拒否せざるを
えない人もいるようです。
改めて「転移・逆転移」の面白さを感じます。

コラム№22 「転移・逆転移」はどこにでもある

カウンセリングの学びの中で、「転移・逆転移」を理解するのに、どれだけエネルギーを費やしたことでしょう。氏原寛氏編集の「転移・逆転
移」（人文書院）の中で、多くの臨床家が「転移・逆転移」に巻き込まれた体験を語っています。私は、２０年目にして、やっと理解できた
「転移・逆転移」の事例があります。実に厄介な概念ですが、避けて通れない概念に違いありません。

実はこの概念は日常的に流れていると感じられることがよくあります。
ある高齢者の集会で、「老いに役立つ心理学」というテーマで、１時間余の講演を依頼され、その中のアンケートを見て考えさせられました。
その集計を係りの方からいただいたのですが、感想は様々です。「参考になった」「面白い発想に驚いた」「心理学を学びたくなった」等々、
評価してくれているものばかりだったのですが、一つだけ「ひとりよがりな、自己陶酔のお話でした」と書かれていました。係りの方はここを
削除して私に渡そうか迷ったそうです。



以前「植物と対話する」とコラムで書いたことがありますが、そこから発展的に感じることがあり
ます。
平柿（渋）を植えて１0数年になりますが、よく育つ柿で毎年150個から200個ぐらい収穫しています。
桃栗3年柿8年というように、柿の実付きが遅く、5年目ぐらいにやっと実を付けますが、ほっておく
と折角つけた実をほとんどすべて落としてしまいます。木はどの程度実をつければいいのか計算し
ているのでしょう。私は5年目に付けた３０個ぐらいの実を小さいときに半分に摘果した結果、残っ
た実がすべて大きく育ちました。これを２～３年繰返すと、ほっておいても実が落ちることなくす
べて成長します。
柿の木が摘果してくれることを知っているので自分の力で実を落としません。

木は学習するのです。

ぶどうの木は実に気まぐれで、よく実を付ける木とほとんどつけない木があります。同じように肥
や水を与えているのに、小さくてもよく実を付けるぶどうと、蔓ばかり伸びてほとんど実をつけな
いぶどうがあります。早く一人前になりたいぶどうと、とにかく我武者羅に成長しようとするぶど
うがあります。

木に個性があるのです。

「木は学習し、個性がある」なんて言えば笑われそうですが、注意深く観察していると気づきます。

植物に細やかな神経を注ぐことが、カウンセリングの学びに通ずるものがあると私は思っています。

コラム№23 植物は学習し、個性がある



花をつけて一生を終える植物があります。リュウゼツラン（竜舌蘭）という植物は約２５年すると、その
中心から７～８メートルもある長く太い茎を伸ばし、その先に大きな花をつけ、一生を終えます。竹の花
を見たことのある人はあまりいないと思いますが、竹は１００年に一度花を咲かせ、山全体の竹林がすべ
て枯れてしまいます。

春になれば桜の花を愛で、季節季節の花は見る人を楽しませてくれますが,その木が命をかけて花をつけて
いると思いながら眺める人は案外少ないのではないでしょうか。
植物が突然枯れることがよくありますが、枯れる前には例年になく多く花をつけているのにお気づきで
しょうか？

昨年レモンの木を枯らしてしまいました。毎年１００個ぐらいレモンを収穫していたのですが、枯れる年
は花を満開に咲かせ、毎年の倍の実を付けましたが、小さな実のまま突然枯れてしまいました。

木は命をかけて花を咲かせていると気づくだけで、花の美しさだけではなくその木への愛おしさが湧いて
きます。

息切れするまでがんばっている多くの若者と出会うことがあります。それでも「がんばれ」と励ます人が
多いのです。カウンセラーはその頑張りを認めたうえで「がんばらなくてもいいよ！」と心から言いたく
なります。

コラム№24 木に花をつけるのは命を懸けている



その後神学校にすすみますが、すぐに心理学に転校します。
非指示的療法を基本としながら後に「来談者中心療法」を発表し、彼の心理療法が理論的完成したように思いますが、そこで留まりません。
この理論をグループに応用したのがEGであり、EGを利用して発展したのが「Person-centered Approach(PCA)」です。
「非指示的療法」→「来談者中心療法」→「EG」→「PCA」と発展していきます。

晩年はPCAで社会的問題の解決の糸口を模索しますが、その最初の試みが北アイルランドで５世紀にわたって続いた民族紛争の解決の模索で、
その時のビデオ「鋼鉄のシャッター」は必見です。更に民族問題、人種問題、核兵器廃絶など、人類の普遍的問題へと発展していきますが、私
はここにロジャーズの人間に対する深い愛を感じるのですが、農学校と神学校で培った「自然と人間と神」に対する計り知れない愛が、彼の心
理療法を底辺で支えているように思います。
「受容・共感・自己一致」の真髄が愛だと気づくのに私は２０年を要しました。

コラム№25 カール・ロジャーズの真実（その１）

友の会で、「事例から学ぶ」と「エンカウンター・グループ（以下EG)」を担当させていただき、飽きることな
くロジャーズの理論に近づきたいと願い、学びと臨床を重ねてきました。あるときロジャーズの年表がほしいと
思い探してみましたが、どこにも見つからないので、自分でいくつかの文献をもとに「ロジャーズ年表」を作成
しました。その結果、あまり知られていないいくつかの真実に出会い、３回に分けて投稿します。

■その１「来談者中心療法」はどこから生まれどう発展したか？

ロジャーズの生い立ちを探ることにより、「来談者中心療法」の誕生が見えてくるように思います。彼はもとも
と心理学の道には進まず、先ず学んだのは農学でした。農学校のある先生の影響が大きかったようです。その先
生というのは、一切指導をせず、生徒に自由に研究させ、生徒の自発性を育てたそうです。後に心理学を学ぶよ
うになっても、この自由な発想が彼の底辺を支えていました。「非指示的（non・directive)療法」のもとがこ
こにあったようです。



彼の揺るぎない理論の中核である「受容・共感・自己一致」の中に、その答えがすべて包含されているように感じ、すべての謎が解けた気がした
時、私は鳥肌が立つ思いでした。ここに辿り着くのに私は２０年要しています。
この挫折体験から、ロジャーズの心理療法が更に深まったと思われます。
彼の言う「受容」とは、ただ単にありのままを受け入れると言葉で表現できる何倍もの深い意味が含まれていると思われます。どう表現すべきか
言葉がありませんが、言葉にすることによって生まれる誤差を承知で言うならば、相手に対する揺るぎがたい尊重と敬意、更に命にたいする畏敬
の念とでも言いましょうか。ここまで来れば、Clに最早敵意に満ちた陰性の転移感情が沸くこともなく、したがって転移論を展開する必要もない
のではないかと確信に近い思いになりました。
ただ一言ロジャーズはどこかで転移・逆転移は利用すればいいと書いているのです。

「グローリアと３人のセラピスト」の中で、転移・逆転移が穏やかに静かに流れているの感じ、なるほど、これがロジャーズの転移論かと一人納
得です。

コラム№26 カール・ロジャーズの真実（その2）

■ロジャーズの挫折体験と転移論

ロジャーズがシカゴ大学のカウンセリングセンターで重篤なクライエントに出会います。彼はその
Clから依存欲求から生まれる激しい敵意に巻き込まれ、そのClから数ヶ月間奥さんとともに逃げ回
るはめになります。これはロジャーズの唯一の挫折体験ですが、この出来事についてその22年後に
その真実を明かしています。

彼はこの事件後心理療法家として生活もできないのではないかと思う程度の挫折感だと言います。
これは勿論、カウンセラーが常に意識しておくべきClの「（依存から来る陰性の）転移感情」です
が、彼は転移についてはどこにも触れていません。フロイトはじめ他の有名な先人たちがその人特
有の転移論を展開しているのに、ロジャーズには転移論がないのが何故なのか、私の長年の謎でし
た。



③ロジャーズは最早古い
私がまだ実習生の頃、関西カウンセリングセンターの講師だったMr.X氏が講義の中で「ロジャーズは最早古い」と何度も口にしていました。私
はこれからの自分のカウンセリングはロジャーズでいこうと決意したときだけに、大きなショックでした。ロジャーズが何故古いのか？この疑
問が解けるのに１０数年かかりました。
ロジャーズの理論の中核には、人間に対する限りない尊厳、信頼、愛など、深い人間性があるように感じます。ロジャーズの側近の一人、ブラ
イアン・ソーンという心理学者が「ロジャーズの理論は、言うは易しく、記述ははるかに難しく、実践は限りなく挑戦的である」と言っていま
す。
Mｒ、X氏のように、この深い理論に辿り着けそうもないと感じる人や、カウンセラーに必要な人間性が著しく欠如している人が、「最早古
い」と言って、ロジャーズを見捨てざるをえないのだろうと感じ納得した次第です。
私は今後もロジャーズの理論を実践し限りなく挑戦しようと思っています。

コラム№27 カール・ロジャーズの真実（その3）

■ロジャーズに対する三つの誤解

①非指示的カウンセリング
非指示的カウンセリングとは、「ふん、ふん」とただ聞くだけという大きな誤解があります。ロジャー
ズの理論は決して聞くだけではなく、Coの感じや思いを伝えねばカウンセリングになりません。実習生
を担当したとき、「自分の思いを言ってはならないと習ってきました」
いうある実習生の言葉に驚きました。ロジャーズのケースやデモンストレイションを見ると分かるよう
に、彼は自分の思いや感じを実に雄弁に語っています。
カウンセリングを学ぶものの最初に陥る誤解ですね。

②傾聴のための三つの条件
「受容・共感・自己一致」が傾聴のための三つの条件だと一体誰が言ったのでしょうか？少なくともロ
ジャーズは言ってはいません。ロジャーズは「患者にパーソナリテイー変化を起こさせるために、治療
者に必要にして十分な条件」として「受容・共感・自己一致」を挙げています。傾聴の大切さは言うま
でもありませんが、「受容・共感・自己一致」の真の意味を理解するのに、この誤解のためにカウンセ
リングを学ぶものがどれだけ遠回りをしたことでしょう。



改めて言えば、リフレイミングとは悩める人が「自らの人生を否定的に感じている思考を肯定
的に変える魔法の言葉」だと思われます。

さらにその根底には「すべてに意味がある」と言うカウンセラーの信念が必要ではないかと考
えます。「夜と霧」を書いたフランクルは、ドイツナチスの捕虜収容所でいつガス室に送られ
るかわからない中でも「人生に意味がある」と確信していたからこそ「フランクル心理学」が
生まれました。「それでも人生にイエス」と感じさせるような魔法の言葉が深いリフレイミン
グだと思われます。

コラム№28 リフレイミングは魔法の言葉

クライエント（以下Ｃｌ）に返す言葉に、駆け出しのころの私は大いに気を使ったものです。関西カウンセリングセンターで実習生の指導を担
当させていただいたとき、実習生の異常なまでの返す言葉への気の使いようが良く分かりました。

最近、昔自宅にカウンセリングを受けに来られたＣｌから「先生の一言で本当に救われました」とよく言われるのですが、私は何と言ったのか
記憶にありません。一言で救われた思いになる言葉、これがリフレイミングだと言えましょう。

高校の教師をしていたころ、生活指導部長をしていた私は、教師に暴力を振るい特別指導を受けた生徒のお父さんから「あの時先生の一言で救
われました」と言われたことを思い出します。学校長、教頭、クラス担任の先生、本人とそのお父さん、そして私が入った特別指導の申し渡し
のとき、そのお父さんが「先生に暴力を働くような息子を持って私は親として本当に恥ずかしいです！どなたか息子にいいところがあれば教え
てください！」と涙を浮かべて言われました。私はそのとき「お父さん！彼はすごくいいところがありますよ！それは人一倍正義感が強いとこ
ろです。彼はゆがんだことは絶対にしないし、弱いものや女の子に実に優しいところがあります！」と言ったのです。この言葉でそのお父さん
は救われたのです。何気なく言った私の心からほとばしり出た言葉がそのお父さんの子どもに対する否定的見方を肯定的に変えたと言えそうで
す。



若くして亡くなられた菅野仁氏の「友達幻想」を、友人関係で悩む若者がその書を読み多くの人が
救われたそうです。その初版の書の中に、氏は何箇所も書き加えたり訂正したりしていたと言いま
す。その続編を書くつもりだったかどうか定かではありません。
自分が書いて活字になったものを読み返すとそのとき気づかなかったことに気づきはっとすること
があります。

また数年前に読んだ心理学の書を読み返してみて、そのとき気づかなかった内容が鮮明になること
があり、当時の理解の浅さとその後の経験を伴った時間の熟成を感じます。
１０数年前に書いたある事例を読み返してみて、そのとき気づかなかった「転移・逆転移」に気づ
き、その事例を書き直しました。見立ても考察も自らの浅さに気づかされ、自分で恥ずかしくなっ
たものです。この恥ずかしさは、この間自らのカウンセリングについての思い、理解が進歩した証
でもあります。

最近一冊の書にまとめた拙著「カウンセリングの謎を解く」の中では、１０年前に書いたそのケー
スの理解や考察とその１０年後に気づいた考察を平行して記しましたが、当時の浅さと今の理解の
程度の違いが分かり面白い体験でした。更に年齢的に自分に許されるならば、また１０年後は無理
として、数年後読み返してみて新たな気づきやそのとき身についていなかった「転移・逆転移」等、
心理学的理論への理解が深まるかもしれないし、そうなればまたある程度体験と年齢を重ねる中で
成長したと思えるかもしれません。

コラム№29 書き記し読み返す（菅野仁氏「友達幻想」から）



梅雨時の雨の多いことや猛暑のせいでもありますが、私は納得できませんでした。パソコンで葡萄の育て方
を調べたり、「葡萄の育て方」の教科書を読み返し、はっとしました。最大の原因は肥料のやりすぎだった
のです。

子育てに悩み躓き、相談に来られるお母さんの共通しているところは、子どもに対する愛情の程度が問題だ
と思い当たることがよくあります。子どもに対する過剰な期待と支配するような愛情により、子どもが身動
きできないで喘いでいるように感じることがあります。親の子どもに対する「期待と信頼」は大切ですが、
そのほどよさの難しさに気づき、子育てのやり直しを始めます。これは正に「子育ちであり親育ち」です。

今年の私の葡萄の育て方は正に、過剰な期待と愛情のかけ過ぎでした。１２０房ではなく毎年のように１０
０房でとどめるべきだったし、肥料も窒素肥料を例年の倍施したのが誤りでした。
例年のように育てておれば、猛暑等の不作になる条件があっても、５０房程度は収穫できたはずです。

植物にも過酷な自然の中でも必至に生きるための「自我の強化」が必要だったのです。

コラム№30 葡萄が全滅

４０数年前に植え、ここ数年前から毎年１００房もの葡萄が収穫できるようになり、毎年楽しみにしている孫たちや私の教え子たちのために、
今年は更に立派な葡萄を食べてもらい、お土産にもしてもらおうと張り切っていました。いつもの年より多く肥料を与え、芽を吹き出す４月ご
ろには例年よりも育ちがよく、今年の豊作間違いなしと楽しみに毎日見守ってきました。５月には１２０房に袋がけを済ませました。
ところが、突然全滅してしまったのです。まともな房は一つもなく、哀れにも枯れはてたもの、カビが生え腐ったものばかり。あんなに可愛が
り、肥料もたっぷり、一体どこに全滅の原因があったのか。



先日（１１/７）サブチャン会（毎月第1水曜日午後2時から5時まで私宅で行われるカウンセリングの勉強会）で、「転移・逆転移」をテーマに、
私の苦い体験をもとにしてお話しました。内容は省きますが、熱っぽくお話した後なんとなく不全感が残りました。Coの言葉が欠落していた
のです。

Coに向けられた恐怖感などの陰性の転移感情に気づくだけではなく、どのようにClに返すかがもっとも大切だと思われます。上記の事例のよ
うな自我の脆弱なClには「私はあなたのお父さんではありません」等とCoに向けられた感情を払拭する必要があるし、Clによってはその必要
がないどころか余計な言葉である場合もあります。

意識、無意識相互に交流する転移・逆転移に気づいた後の自らの言葉こそ大切だと思い至るのに、私は20年余要したことになります。カウンセ
リングと関わっている以上は常に付きまとう厄介な概念です。

コラム№31 20年後に気づく「転移・逆転移」

怒りや不信などの陰性の転移感情を、クライエント（以下Cl）がカウンセラー（以下
Co）に向けられたときが、Clが変容し、Coが成長するチャンスだと今でこそ分かりま
すが、駆け出しの頃は、先ず当惑し、傾聴が足りなかったのかと思い謝罪したり、時に
は慌てふためいたりします。

「転移・逆転移」について述べている専門書を何度読み返したでしょうか。その度に新
たな気づきがあり、体験が伴わないと理解できない概念だとつくずく思います。

私は自分が体験した事例をほぼ全て記録に残していますが、読み返してみると、ここで
大切な「転移・逆転移」に気づいていないではないかと、自分の浅い理解に愕然とした
ことが何度もあります。
20年前に体験した事例を読み返し、明確な転移感情に気づいていたものの、自らの無意
識から送っていた逆転移に全く気づかず、「さあ、これからだ！」と思ったときに面接
が中断した苦い経験があります。



子どもから激しい暴力を受け、顔面が腫れ上がり、失明寸前のお母さんと、面接が約10回続きま
した。その悲惨な内容と紙面の関係で詳しく書くことができません。そのお母さんは癌が発覚し
手術を受けることになりますが、「もし私が死んだら、息子に私のことを伝えてほしい・・・」
と電話があり、面接が中断しました。
その後連絡が無いままでしたが、ひょっこり出会ったのです。
今子どもは就職し、暴力のない生活を楽しんでいるとのことでした。

「今、どうしているだろう？」と心によぎるクライエントはいますが、「時」は偉大だと感じさ
せられます。

ある有名な人の名言を思い出します：「どんなに深い苦悩でも、時が解決しない苦悩はない」
カウンセラーは、クライエントの自己治癒力と時の力を信じることだと改めて感じます。

コラム№32 今、どうしているだろう？

自殺未遂をした結果、なんとか立ち直り、植木屋になろうと決意した青年。
自殺を決意し、遺書まで書いたが、72回の面接で「今生きている幸せを噛みしめています・・・」と言って終結し、アメリカへ留学した青年。

子どもへの虐待を知らず知らずに繰り返し、自分も母から虐待を受けていたが愛されていたと気づき、娘への虐待が愛に変容したお母さん

「今日の先生は怖いです！」と陰性の転移感情を私に向け、押さえ込んでいた父への怒りや恐怖を語った青年。
「今、どうしているだろう？」と、ふと心に浮かびます。



あるとき娘さんに「お母さん、おばあちゃんをもっと大事にせんと後悔するで!」と言われ、愕然としたそうで
す。娘から今まで気づかなかった自らの問題を突きつけられたようです。
おばあちゃんは90歳を超え、痴呆も進んでいるようで、いつ先立っても不思議ではありません。祖母も実は自
分と娘との関係を修復せずにはあちらの世界に行けないのかも知れません。娘に甘えたと思えば怒り、無理な
ことを押し付けるそうです。

「母・娘」関係の負の連鎖を断ち切り修復することは容易なことではありません。今ここに来てそこに気づく
だけでもよしとしなけらばならないようにも思います。

さてこのクライエントは「母・娘」関係という大きな問題を抱えながら、後何回カウンセリングを受けに来ら
れるのか分かりませんが、この方との繋がりは約25年になり、 カウンセリングでの深いつながりは一生続く
と言えそうです。言い換えれば、カウンセラーの私もクライエントと共に歩んでいるのです。

コラム№33 一生の付き合い

20数年前に若くしてご主人に交通事故で先立たれ、悲しみ、怒り、うつ等を乗り越えるために「喪の作業」に
付き合ったクライエントが、その10年後別の事情で「うつ」を発症し、これも乗り越え職場に復帰し、定年を
迎えると同時にまた来室しました。母との関係、更に娘との関係の見直しです。定年を迎えこれから第2の人
生を歩もうとしたときに、今まで気づかなかった自らの本質的な問題に直面します。

この方の娘さんは、母が承知しない道を歩み、随分とクライエントを困らせたようですが、どうやら娘さんが
「母・娘」関係の世帯間連鎖を断ち切る役割をしたと言えましょう。娘さんは母に反抗しつつも、自ら求める
道を歩みました。



何もしていないようで何かをしているのです。
「何もしない」中に何があるのか、言葉にすることによる誤差を承知で言うならば、クライエントとの共同作業があるように思います。更にク
ライエントへの期待と信頼。そこから生まれるラポールなど。

私は、ある指導者（？）から「ロジャーズはもう古い」と言われショックを受けてから、この指導者の弱点に気付くのに5年かかっています。
「何もしない」の中にロジャーズの魂とも言うべき理論の真髄が隠されているように思います。
クライエントの援助になるのは、心理療法や理論の違いから出るのではなく、双方の共同作業と信頼関係によると、今では明確に言えます。

「ロジャーズは最早古い」と言われ、疑いながらもあれもこれもと学びの渡り歩きをしましたが、結果的にはロジャーズの理論をさらに深める
ことになりました。

コラム№34 カウンセラーは「何もしない」・・・？

カウンセラーの私は一体何をしたのだろう？

生きるか死ぬかの思いから元気を取り戻し、新たな人生を生き直そうとして終結したクライエ
ントに「先生のお陰で生きる元気を取り戻せました」と言われ、私は恐縮するばかりです。私
は何をしたのだろう?

「喪の作業」に付き合い、7年間封印していた亡き夫の面影を忘れようと、夫を思い出させる
写真や記念のものをすべてしまい込み、ひたすら夫の分まで子育てに奔走したクライエントが、
「うつ」を発症し、その方の「喪の作業」に付き合った結果元気になり、「先生のお陰で元気
になりました」と言われ、これまた恐縮するばかり。私は何をしたのだろう？

河合隼雄氏が「何もしないことをするんや」と冗談まがいにどこかで書いていたのを読んだの
は20年も前になるでしょうか。冗談の大好きな河合氏の謎めいた言葉の中にカウンセリングの
真実が隠されていると気付くのには上記のような体験を何度かしてからのように思います。



母から愛された記憶がなく、いかに怒りを表すクライエントも、実はその裏面に愛を求めていることにカウンセラーは気付くべきであり、細心
の注意を払う必要があると思います。母から愛された記憶がなく怒りを表明するクライエントの無意識に仕舞い込んだ空しさや淋しさ更に、そ
れでも尚愛を求めている苦しさにこそ共感する必要があると思います。

更にクライエントの母親に怒りを感じたカウンセラーの感情は、自分にも気づいていないコンプレックスが刺激され湧き出た可能性もあります。
カウンセラーの母親に対する無意識の世界にしまい込んでいる感情が噴出しているのかもしれませんし、母親とはこうあるべきだという価値観
に囚われているのかもしれません。
改めて共感とはどうあるべきかを考えさせられます。

カウンセラーの逆転移はクライエントに対しての感情だけではなく、3人称すなわち、クライエントの親や上司に向いている場合もあり、カウ
ンセラーは自らの感情の出所に敏感でなければならないと思われます。
母からどんなにひどい仕打ちを受けても、場合によっては明らかに虐待を受けて育ったとしても、クライエントは母親を心底から憎めず、ひた
すら空しくても愛を求めています。
カウンセラーの共感は、あくまでも「あたかもクライエントが感じるごとく感じる」という基本を大切にし、カウンセラーの逆転移と明確に区
別する必要があると思われます。

コラム№35 逆転移感情の出所に気付く

逆転移とはカウンセラーからクライエントへの何らかの無意識的感情を意味しますが、時にはクラ
イエントの親や上司に対して抱く逆転移もあり、カウンセリングを学ぶものにとっては注意すべき
だと思われます。

カウンセリングを受けに来られるクライエントの主訴は、「母・娘関係」についてが実に多く、母
から愛された記憶がないと語る人に何人出会った事でしょう。
ある事例検討会で報告したあるカウンセラーが、母から愛された体験がないと語るクライエントの
言葉から、ついクライエントの母親に対する怒りを覚え、「まあ、ひどいお母さんね！私はあなた
のお母さんに今怒りを感じました」と言ったところ、母への怒りを顕わにしていたクライエントが
何の反応もせず下を向いてその後何も言わなかったそうです。



私ごとですが、妻が料理ができなくなり、私が毎日料理をするようになり2年になります。夕食
には肉と魚を交互に使うようにしていますが、これだけではなく、野菜たっぷりの吸い物や漬
物も欠かせません。今では料理するとき、何を使おうか考えることなく、冷蔵庫をのぞきなが
ら自然と使うものを手に取ります。考えることはまずありません。調味料もそうです。味付け
は昆布出汁と塩と胡椒で十分です。漬物は泉州特産のなすびの浅漬け。
台所に立ちながら何も考えず、手が動くままに任せるとうまくいくようになるものです。
私の料理も「一皮むけ」ました。

芝居の練習、カウンセリングの気付き、料理。この三つに共通点があると分かったとき、更に
「一皮むけた」気がするのです。

コラム№36 一皮むける

芝居の練習で、演出家が役者に、一つの台詞を何度も何度もやり直しをさせる場面がよくあります。最後には演出家は大声で「だめだー！」と
怒鳴りつけ、役者は泣き泣き繰返すうちに、台本を床に投げつけ「分かりません！」と言って号泣する。演出家は「それだよ！」と言う。怒り
の爆発が、その場面の感情の表出と一致した時です。
役者が「一皮むける」瞬間です。

カウンセリングで、しばらく膠着状態が続き、思わずクライエントが「先生!私の言うこと聞いてくれているの！？」等と、陰性の転移感情を
カウンセラーに向けられたとしましょう。このような体験を私は駆け出しの頃、複数回あります。今でこそこれがカウンセリングが大きく動く
ときだと分かるのですが、その度に自分の傾聴が足りなかったのかと、おたおたしてしまい謝罪したりもしました。
あるとき、クライエントの声よりも大きな声で「僕は聴いているよ！」と思わず言葉が出ました。驚いたのはクライエントだけではなくカウン
セラーの私もでした。この時双方の感情が噛み合い、双方が一皮むける瞬間でした。
このような体験を期待していてもできるものではなく、ある時ある場面で、思わず言葉がほとばしる時があり、クライエントが洞察に至り、カ
ウンセラーが成長するときだと思われます。



コラム№37 サクランボ狩り

またある人は２年間余隔週に来られ、苦悩に満ちた人生から新たな人生のやり直しを始めました。他の人たちも何らかの問題を持って来られ
た方です。
更に彼らの共通している点は、底抜けに明るいことと知的障害者の支援の仕事をしていることです。1人は事務の仕事、3人は施設のキーパー
（泊まりで食事のお世話）、1人は支援学校の教師。卒業生であり、私のクライエントであり、障害者の支援をしているという三つの共通点
があるわけです。今回は来られませんでしたが、時にはその子ども達から孫に至るまで、親子三代のクライエントでもあります。
大きな苦悩を乗り越えた人は明るさを取り戻し、人の役にたつ存在になる生き方を模索するように思います。

人の役にたつ人生を送りたいという願望は、カウンセラーである私の願いと共通しています。
サクランボ狩りやぶどう狩りなどで、彼らと楽しい時間を共有する度に、私は教師冥利とカウンセラー冥利に尽きる幸せ者だといつも感じ
ます。

サクランボと言えば、東北地方が産地と決まっているようですが、品種改良されどこでも栽培できるように
なっています。「暖地」と言う品種で、「佐藤錦」のようにはいきませんが、我が家にも数年前からサクラン
ボ狩りができるようになり、毎年数名の私の卒業生が我が家へやってきます。今年は、昨年の台風のせいで木
がかなり痛み、実りが少なかったものの、5月5日を待っていたように真っ赤に熟しました。
今年も5人の卒業生とその孫達4人がやってきました。料理は私の得意なカレーと泉州特産の水なすの浅漬けで
皆さん満足してくれました。

さて卒業生と言っても私の30代の頃の生徒ですから、すでに還暦を迎えています。彼らはそろって年に3度我
が家へ来るのを楽しみにしてくれています。私が釣ったグレ（関東ではメジナ）の水炊き、今回のサクランボ
狩り、8月のぶどう狩りです。
彼らは単なる私の教え子と言うだけではなく、私のクライエントでもあります。彼らの人生の節目節目に私に
相談に来られて今に至っています。ある人は子どもさんが不登校になり、1年間隔週に来られました。今では
その息子さんは自立し東京で仕事をしています。



コラム№38 観 察

葡萄とは限らず植物の成長も人間の成長も遅々として進んでいなくても、確実に変化成長しいます。
自宅のわずかな菜園に所狭しと、トマト、きゅうり、オクラなど植えていますが、毎日毎朝全てが変化成長しています。先日一本のきゅうりが
毎朝注意深く見ているのに、葉っぱの影に隠れていて気づかず、気付いたときは36センチにまで大きくなっていました。見守り育ているものが
その変化に気付かなければ、食べごろを逸してしまいます。
人間も日々成長変化していますが、自分では気づかず、周りのものがその成長に気付いてやることがその人の生長を促すのではないかと考えま
す。

我が家の葡萄の成長を私は毎朝観察しています。昨年までは葡萄の房に袋がけをしていましたが、今年は
しっかりした紙で笠がけにしました。そのほうが少しの変化に気付きます。昨日は一つの房の中で一つだ
けわずかに色づいていたのが、今日はその色づきが周りに広がりつつあります。葡萄は自分でこの変化に
気付いているだろうかとふと思います。

カウンセリングを受けに来られるクライエントが毎回同じテーマ、例えば母への不満などを五回十回と語
ることがよくあります。カウンセラーはまた同じことかとうんざりして聴いていると最早カウンセリング
にはなりません。クライエントが同じ内容を語っても、毎回そのわずかな変化にカウンセラーは気付く必
要があります。カウンセラーが気付いているからこそクライエントが微妙に変化していくのだと思います。
悩み多きクライエントが自分が変化しているとはなかなか感じないものです。

「私は一向に変りません」と嘆くクライエントに「あなたはこんなに変化していますよ」と具体的に指摘
することでクライエントが驚くことがよくあります。


