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Ⅵ  言語的アプローチ 
 

18 実存主義的カウンセリング 
 

 
１ 到達目標  

 
（１）実存主義的カウンセリングを概観する。  
（２）ゲシュタルト療法について概観する。  
（３）フォーカシングについて概観する。  
（４）事例を紹介し、現場で活用するときの留意事項を検討する。  
 
【キーワード】 

	 実存主義的カウンセリング、ゲシュタルト療法、フォーカシング、現場での留意事項  
 
２ 実存主義的カウンセリング 

 

國分の解説（1980）を元に概観する。「実存主義」とは人間固有の存在形式を考察して、
“私”の生きる意味や目的を追求していく思想潮流であるが、「抽象的・一般的な心理モデ

ル」に依拠しない実存主義は心理学にも大きな影響を与えた。アメリカの心理学者ロロ・

メイ（Rollo May,1909-1994）が 1958 年に「実存」という共著を出した。その翌年の 1959
年に実存主義的心理学のシンポジウムが初めて開かれ、アメリカの心理学会で実存主義的

なアプローチに対する関心が急速に高まった。「実存」の共著者には、アンリ・フレデリッ

ク・エレンベルガー（Henri Frédéric Ellenberger,1905-1993）やユージン・ミンコフス
キー（Eugene Minkowski,1885-1972）、ルートヴィヒ・ビンスワンガー（Ludwig 
Binswanger,1881-1966）などがいて、理論的・哲学的な解説部分だけではなく心理臨床家
の事例研究なども収載されていた。  
ロロ・メイは一般的にヒューマニスティック心理学（人間性心理学）の心理学者として

分類されており、ヒューマニスティック心理学を代表する人物には非指示的なカウンセリ

ング理論を体系化したカール・ランサム・ロジャーズ（Carl Ransom Rogers,1902-1987）
や欲求階層説を提唱したアブラハム・マズロー（Abraham Maslow,1908-1970）がいる。 
実存主義的心理学とは、精神分析の無意識の決定論や行動主義心理学の学習理論（条件

づけ理論）に依拠しない「今・ここにいる人間」に注目する心理学である。無意識の精神

構造論のように「理論化・概念化された心理モデル」で人間を捉えるのではなく、「現在の

自分の判断・決定・選択」によって自分の人生を主体的に生きることを重視するのが実存

主義的心理学である。  
実存主義的心理学では「自己決定（自己選択）する人間」が前提とされており、マズロ

ーの「自己実現」のように自分の潜在的な能力（可能性）を発揮して自我の内部と外部で
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「人生の意義や価値」を体感していくことが目的の一つとなる。実存主義的心理学は、近

代的な実証性・客観性を重視する科学的心理学と対立する性格を持っている。その最大の

特徴は「理論的な枠組みにクライエントを当てはめないこと」と「役割的な関係を否定し

て全人的なコミュニケーションをすること」である。  
実存主義的心理学に分類される心理学者・哲学者には、人間性心理学派のロジャーズと

マズロー、現存在分析のビンスワンガーとメダルト・ボス（Medard Boss,1903-1990）、
実存主義的心理療法（ロゴ・セラピー）のビクトール・エミール・フランクル（Viktor Emil 
Frankl, 1905-1997）などがいる。実存主義的心理療法では生の意欲・活力を強化する「意
味への意志」を促進していくことが目指され、自分の人生に固有の「意味の追求」や日々

を精力的に生きるための「価値の発見」に取り組んでいくことになる。  
以下に実存主義的心理学の特徴をよく表しているフランクルのロゴ・セラピーについて

述べる。フランクルはナチの強制収容所の体験を記した『夜と霧』で有名である。ウィー

ン大学の神経学・精神医学の教授でウィーン市立総合病院神経科の部長を 25年間務めた。
フロイト、アドラーの影響を受けたが、哲学者マックス・シェラー（Max Schler,1874-1928）
を学んでフロイトに見られる生理学的還元主義を批判、いかなる状況においても人間には

自分の存在の意味を求めて態度を決定できる自由と責任があるとした。  
フロイトの精神分析は心的現実を、『因果性のカテゴリーの下に観て』おり、アドラーの

個人心理学は『目的性のカテゴリーで観る』ので『心理療法のより高い発展を意味してい

る』と考えたフランクルは、さらに『なお一層高い段階によって補充されうる』として『当

為（sollen）という新しいカテゴリー』による心理療法としてのロゴ・セラピーを提唱し
た（フランクル、1960)。 
その背景には、人間存在を性欲（リビドー）や権力欲などによって突き動かされるだけ

の存在（その阻害が症状を形成する）とみないで、自分の意思によって自分の存在を意味

づけることのできる、自由と責任のある主体と捉える人間観がある。それゆえ、ロゴ・セ

ラピーでは患者の症状に対して可能な心理療法を試みた上で、必要ならばさらに患者自身

が自身の生きる意味を明らかにするような「精神的なものからの心理療法」を行なうこと

になる。「精神的なもの」とは人生の意味に関する問題である。これは、心を病む人間がも

っともしばしば医師に向かって迫ってゆく問題である。すなわち患者の人生には何の意味

があるのか。この問いにフランクルは次のように考えた。人生はある価値の実現のために

ある。それではその価値とは何か。彼は、まず第一に与えられた具体的な役割をその人が

いかによく果たしているかに価値を見出し、これを「創造的価値」と呼んだ。次に、芸術

を鑑賞して感動し、自然の美しさを目の当たりにして感激するときには、誰も人生の意味

を問うことはしないであろう。そのような体験そのものに価値があるからで、これを「体

験的価値」とした。さらに、この２つの価値を実現することが不可能でも、人間には、自

分の人生に対してどんな態度をとるかで実現される「態度価値」が存在する、として次の

ような例をあげる。手術不能な重篤な脊椎麻痺の患者の症状が進行し、いよいよ死が翌日

に迫ったとき、「モルヒネの注射を夕方にしてくれるように」その患者は主治医に頼んだ。

主治医が彼のために夜中に起きてモルヒネを注射しなくてよいように配慮したのである。

身体的な自由を奪われ、苦痛のうちに死を迎えるしかない人間でも、その状況にあってな

お他者への配慮を示すことによって彼は生存の意味を見出しえたのである。  
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ゲーテの言葉「われわれが人間を彼らがあるがままに受け取るならば、それはよい扱い

方ではない。われわれが彼らをそうあるべきであったかのように取り扱うならば、われわ

れは彼らを行くべき方向へと導くのである」をロゴセラピーはモットーとするべきだとし

た。この主張は患者を児童・生徒と置き換えればそのまま教師の姿勢として通用する。ロ

ゴ・セラピーを支える考えは、教育相談を行なうときの大切な指針となるであろう。フラ

ンクル自身は自分の人生の意味について、その目的を一行で表すと「他の人たちがそれぞ

れの人生に意味を見いだすのを手助けすること」と答えている（フランクル、1998）。  
 
３ ゲシュタルト療法 

 
（１）ゲシュタルト療法とその技法 

	 この療法は、フレデリック・パールズ（Fredric Perls,1897-1970）、妻であったローラ・
パールズ、ポール・グッドマン（Paul Goodman,1911-1972）により形作られた。パール
ズはホーナイ、ライヒに教育分析を受け精神分析医として活動していたが、1934 年ナチの
迫害を逃れ南アフリカに精神分析研究所を設立。1946 年ニューヨークに移住、1951 年に
「ゲシュタルトセラピー」を発表する。翌 1952 年ニューヨーク・ゲシュタルト研究所を
設立、ここからゲシュタルトセラピーが広まっていった（原田成志、2009）。  
	 ゲシュタルト療法のめざすものは、クライエントが統合された、あるいは成熟した人格

の持ち主（whole person）になることである。クライエントの問題はその人格が統一した
形（ゲシュタルト）として完成されていないから起こるので、その解決はそのことを意識

化（気づき）し、統一した人格（ゲシュタルト）に近づくことによってなされる、と考え

る。精神分析における意識―無意識の構造は、図と地という空間的な構造に対比されてい

る。その気づきを促すために、クライエントの「今、ここで」の状態についてセラピスト

はその実存をかけたさまざまな働きかけをする。それがゲシュタルト療法の技法となる。

以下、倉田（1989）を元に紹介する。  
	 ⅰ	 ホット・シート  
	 	 空席を他者や自分に見たてて、そこと対話することによって、自分の欲求や価値観、

感情に気づくための技法。グループセラピーでよく用いられる。イメージによるロール

プレィといってよい。	  
	 ⅱ	 ファンタジー・トリップ  
	 	 想像の世界で、たとえば老賢者に会い、対人関係の悩みを解決する知恵を授かってく

る、というように場面を設定して気づきを得る技法。筆者が受けたグループワークでは、

天から落ちていく雪のかけらになって、舞い落ちた場所をイメージした。私は小学校の

教室の傘立てにたどりつき、そこにあった傘に母親が縫い付けた自分の名前を発見した。

そうやって母は私の身の回りの世話してくれていたんだ、と気づき愕然とした経験があ

る。それまでは、母は寝たきりの生活をしていて、自分をかまってくれなかったとばか

り思っていた。  
ⅲ	 夢のワーク  

	 	 夢を「今、ここで」再現することによって、気づきを得る技法。倉田は留学先で見た

夢をスーパーバイザーに報告したところ、その夢の中のテニスラケットになってみろ、
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といわれ、自分の現実に対する気づきを得たことを印象深く報告している（倉戸ヨシヤ、

2009）。倉田はゲシュタルト療法の特徴である、「今ここでの感情体験」「体の感覚をき
っかけにしての気づき」「指示的、解釈しないセラピストの態度」などを印象深く述べて

いる。  
ⅳ	 実験  

	 	 重要な過去の出来事や未完結の経験などを「今、ここで」再現し、気づきや洞察を得

る技法。サイコドラマのグループワーク、グループセミナーなどでよく行なわれる。ホ

ット・シートや夢のワークもこの実験の一種ということができる。不登校の生徒に登校

することを想像させ、そのときに感じることを検討する、などもこの「実験」といえる。  
ⅴ	 ボディー・ワーク  

	 	 内面的な「生きざま」が身体に現れると仮説するゲシュタルト療法では、身体にかか

わることで気づきに至る技法を良く使う。肩凝りのあるクライエントに自分の肩になっ

てみて、どんな感じがするか言語的に表現する、といったものである。技法としては、

後に述べるフォーカシングをセラピストの指示により行なうものと考えられる。  
 
	 倉田(1989)が強調するように、他の実存主義的な療法と同じく、これらの技法の適用は、
かけがえのない一人の人間としてのクライエントに対してセラピストの全人格的なかかわ

りによってなされなければならない。また適応しようとするクライエントに対する慎重で

的確な見立ての上で実施することが不可欠で、成功事例を聞いてうわべだけなぞるような

安易な技法のみの真似ごとをしてはならない。  
フレデリック・パールズは 1964 年にカルフォルニアに転居、エサレン研究所でゲシュ

タルト療法を広めた。集団療法の際にパールズが唱えた「ゲシュタルトの祈り」は当時の

1960 年代の時代精神をよく表している（T・バトラー＝ボードン、2008）。「ゲシュタルト
の祈り」を唱和するパールズの動画をインターネットの youtube で見ることができる。 
 
ゲシュタルトの祈り（筆者訳）  
私は私のことを行い、あなたはあなたのことを行なう。  
私はあなたの期待に応えるためにこの世に生きているのではない。  
そしてあなたはわたしの期待にこたえるためにこの世に生きているのではない。  
あなたはあなた、そして私は私。  
そしてもし偶然に私たちがお互いを見出すとすれば、それはすばらしいこと。  
もしそうでないとしても、それもまたすばらしいこと。  
 
４ フォーカシング 

 
（１）フォーカシングとその技法 

フォーカシングはアメリカの心理学者ユージン・ジェンドリン（1926–）によって提唱
されたカウンセリングの技法である。ジェンドリンはシカゴ大学で哲学を研究していたが、

カール・ロジャーズの共同研究者として実践的なカウンセリングの体験をしたことが機縁

となり、心理臨床分野の技法開発にも興味を持ち始めた。ロジャーズとの共同研究（1957
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–1964）はカウンセリングにおける治療者の 3 条件を実験的に確認する試みといえるが、
確認されたことは治療に効果的なのはクライエントの体験過程であるとの結論であった。	 	 	 	 	 	 	 	 	

体験過程とは、まだ概念化していない身体感覚がイメージや言葉によって概念化されてい

くとともにより統合した人格にいたる過程そのものである。ジェドリンは一般的な著書「フ

ォーカシング」（1982）において、この体験過程を進める技法をマニュアル化して説明し
ている。治療的効果のあるカウンセリングの成立する条件を、ロジャーズがセラピストの

姿勢を概念的に説明することによって示したのに対し、ジェンドリンはクライエントの側

に起こる経験で説明し、その治療過程を促進する方法をマニュアル化したのがフォーカシ

ングといえる。後に同様な体験過程はセラピストの側にも起こっており、治療者は自身で

フォーカシングすることによって治療関係を促進させることができる。たとえば精神科医

の神田橋條治は『ボクにとってフォーカシングの技法は「逆転移」の感知にもっとも役立

っている、と話したところ、ジェンドリンがとても喜んだ』と書いている（神田橋、2004）。  
フォーカシングは次のように行なう。まず気持ちを落ち着けて体の中の感覚を確かめら

れる状態を作る。クリアリング・スペースと呼ばれる準備段階であるが、これが十全に行

なわれることが、次に続くフォーカシングが滞りなく進むための条件といえる。次に体の

各部分に注意を向け、その感覚を味わう。気になる感覚（フェルト・センス）にしっくり

合う言語表現をさがす。これをハンドルと呼ぶ。あるハンドルがついたことでフェルト・

センスは微妙に変化することがあり、その変化に対応した新たな言い方（ハンドル）を探

すことによってフォーカシングは進行する。  
カウンセリングの技法としてのフォーカシングは、この体験過程の進行によって、心身

の不調を改善しようとするものである。患者は「フォーカサー」としてフォーカシングを

行い、それを助けるセラピストは「リスナー」と呼ばれる。あくまで患者の体験過程の聞

き役として、フォーカシングの進行を進める役割り以上の働きをしないとの意味づけがあ

る。フォーカシングがクライエント中心療法の精緻化であるといわれるのもこうした意味

からである。その後ジェンドリンは「フォーカシング指向心理療法」（1996）を発表して、
心理療法としてのフォーカシングが各流派の違いを超えて共通の条件となる可能性を示唆

している。  
 
（２）フォーカシングの活用 

	 フォーカシングは体の内的な感覚を感じつつ、それをイメージ、あるいは概念化して言

葉にする（それが自動的に言葉になる）作業であるから、かなり微妙で感覚的なものであ

る。ワークショップなどに参加してどんなものか、みずから体験することが大切である。  
生徒指導上フォーカシングが有効なのは、生徒の感情的な葛藤に飲み込まれそうになっ

たときや、保護者からクレームを受けて感情的に混乱したときなど、フォーカシングの第

一段階である「クリアリング・スペース」の技法が役に立つ。体の中で平安な部分を探し

そこに意識を集中することによって、大分落ち着くことができる。カウンセリングにはク

ライエントに対する鋭敏な感受性のあることが望ましい。その反面、他人の感情的な混乱

の影響を受けることになるので、そこから自分を引き離す方法が身についているとずいぶ

んと助かるものである。また生徒対象にフォーカシングを行なえば、混乱している生徒の

感情を治め、その後の指導の参考になる言葉を得られることもある。フォーカシングは具
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体的な事柄を聞かなくても進行するので、相手のプライバシーを守り不必要な秘密を聞く

おそれがない。反省を促すとき「胸に手を当ててよく考えろ」などとよくいうが、これは

フォーカシングをしてみなさい、という勧めだとも受け取れる。身体感覚の言語化という

のは日本人にとってかなり得意な分野とも思えるので、教育相談の技法の一つとして身に

つけておくと助かることがあると思う。  
 
５ 事例と実存主義的カウンセリングの現場での活用について 

 

	 以下は教育相談の事例というよりは、筆者がかかわった生徒の報告である。  
 
（１）  中退した A 君 

	 変なメールをもらった。「もしかしたら 30 年前に K 高校定時制で教えておられた I 先生
ですか？違っていたら失礼しました。削除してください。」差出人の名前を見て、思い出し

た。確かに 30 年前私が担任したクラスにいた生徒である。下の名前もすぐに浮かんだ。  
4 年間担当したこのクラスで担任として 64 人の生徒と関わったが、4 年で卒業したのは、
16 名である。残りは、退学、留年となった。彼は確か 2 年で中退したのではなかったか。 
メールに返事を出し、現在の電話番号を教えて、電話で話した。「やはり、先生でしたか。

おれは職員室で先生が話してくれたこと覚えてます。お前はちんけなチンピラと違ってま

ともないいところがあるから、それを忘れるな、って言ってくれたんです。おれ、それを

思い出してがんばりました」私はそのことをまったく忘れていた。彼にそう言われてもは

っきりと思い出せない。言われた本人がそういっているからそうなのだろう、という程度

の記憶しかない。あらためて人の口からそういわれると、偉そうな物言いである。若い教

師がいかにもいいそうな言葉で、恥ずかしい。だが私の感想とは別に、彼は担任にそうい

われてがんばって暮らしてきたのだ。それについては立派なことだ、というほかない。彼

はすでに 40 代、２児の父親である。小さいながらも起業して、車関係の仕事をしている
という。電話で話しているうちに昔の語り口になっている。「先生と行った『ガキ帝国』の

監督に電話して、使ってくれ、といったら、連絡するという返事でした。でもそれ以降何

も言ってきません。世の中ってそんなもんですよね」と笑った。そのことははっきり覚え

ている。『ガキ帝国』はピンク映画を撮っていた井筒監督の一般映画のデビュー作である。

定時制高校にも居づらくなって、登校しなくなった彼が私と一緒にその映画を見に行こう、

と誘ったのである。内容から言って公立高校の教員が生徒に勧めるような映画ではない。

それでも私は彼と池袋でその映画を観た。こういう世界が好きなんだな、と思った。当時、

私は定時制高校に勤めながら昼は大学でカウンセリングの勉強をしていた。来談者中心療

法を主に学んでいた。その鉄則は、受容、共感、自己一致である。その理論から反省して

みると、とりあえず彼の申し出は受容したわけである。共感については、ややあやしく、

教員の身で自己一致はとても無理だった。  
	 今回、実存主義的カウンセリングを紹介するにあたって、思い出したのはこのことであ

る。目の前のことに、誠実に全力で関わるしかない、それしか自分にはできない、当時も

今もそう思って毎日仕事をしている。  
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（２）B さんの遺書  
	 「こんなことになってごめんなさい。迷惑かけてすみません。でも私のことで悲しんだ  
り、つらい思いをしないでください。悲しさやつらさは私が全部持って行くから。世の中  
は、私には複雑で難しすぎました。私が弱かっただけです。」遺書は手帳にメモのように書  
かれていた。葬儀の方法と自分が入る墓地を指定したあと、前述の気持ちがつづられてい  
た。 

B さんが一人マンションの自室で亡くなったのは夏だった。その春に、私は事務室前で
B さんと出会っていた。私を認めると彼女は「先生！」と言って、すがりつくように近寄
ってきた。再受験の願書を出しに来た、というのである。B さんは高校を一度中退して、
私の勤務先の単位制高校に入学してきた。私は中退生だけを受け入れるクラスの担任だっ

た。彼女は 1 年在籍して、大検（当時）資格で大学に進学した。その大学に 2 年ほど在籍
したようだが、中退した、ということを彼女の友人を通じて知った。このままでは、高校

をきちんと卒業していないので、自分の学歴は中卒になってしまう、と言って気にしてい

たという。偶然出会った事務室前で彼女は逼迫した面持ちで「相談いいですか」と言った。

そこで立ち話となった。入試の制度が変わり、受験生には中学時代のことを尋ねる作文が

課せられることになった。現役中学生対象の課題だが、中退生も現役生に準じることにな

っていた。その作文がどうしても書けない、というのであった。彼女にとってみれば、中

学生時代は遠い過去のことである。その経歴を考えれば、思い出したくないことも多かっ

たのではないか、と推測する。まじめな彼女はその課題を額面どおり受け取り、自分には

その課題はとてもできない、すると願書が出せないので、受験できない。自分は中卒のま

まである、と暗い顔でうつむいた。内実を知っている私にしてみれば、その課題作文の処

理方法と配点は決まっていてそれほど合否に影響しないことがはっきりしている。しかし

そのことは公表されていないから彼女に言うわけにいかない。私は、昔の中学時代を思い

出して、書けることだけかけばいいんだよ、と言うしかなかった。しかし彼女は、その課

題が自分の前途に攻略不能な高い壁となって立ちはだかっていて、どうにも先へ進めない、

という表情でだまったままだった。私には他に用事があり、じゃ、と言って彼女と別れた。

後から確認すると、彼女は願書を出していなかった。あの様子では再入学しても登校は難

しいかもしれない、と思った。電話して彼女の様子を確かめようとなんどか思ったが、私

は中退した高校の過去の担任に過ぎない。彼女の役にたてるかどうかわからない。いや、

ほとんど何もできない。多忙な教員の常で時折気にはなったが、それ以上のことはなかっ

た。	 	  
そして彼女の訃報をメールで受け取ったのである。その連絡をくれたのは私のクラスで

彼女の友人だった C 子である。もちろん C 子も葬儀に参加した。帰りの駅で別れるとき、
「B ちゃんは亡くなってしまったけれど、私は生き残る道を選んだからこれからもちゃん
とやっていく。じゃ、切符買ってきます」と C 子は言った。  
それから私は何度か、事務室前での B さんのことを思い出した。何かほかに言いようが

なったか、とか、あの後電話をして話せばよかった、とか。事態は変わらなかったかもし

れないが、自分がそのときできるだけのことはした、と思えないのである。そこで自分が

後悔しないためには、今後ためらったら一歩踏み込んで行動するしかない。  
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実存主義的カウンセリングといえば、大仰な言い方だが、結局のところ、その時その時

自分にできる最善の努力をするしかない、と心に刻み込んで仕事をする、という当たり前

の結論になる。  
	 実存主義的カウンセリングでは、「対等な人間関係」、「いまここで」の判断、「個人の主  
体性」の尊重、などが強調される。カウンセラーではない教師の立場では以下の事に気を  
つけて指導するのがいいと思う。  
 
ⅰ	 保護者が納得するか、あるいは、管理職など職場上司は了承するか、  
ⅱ	 生徒の社会適応に反していないか、心身の発達を阻害しないか、  
ⅲ	 学校の秩序維持に反しないか。  
 
	 実存主義的なかかわりでは、教師個人の人生観が大きな意味を持つ。大げさに言えば、

自分の人間観、人生観をかけて生徒にかかわることになる。普段より、自分の人生観、

人間観を自覚し、その妥当性を良く検討しておくことが大切である。  
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