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心理療法における課題解決と「わかる」ことをめぐる考察 
―理解の深化の心的構造を探る― 

玉井 仁 

Relationship between "Understanding” and Problem Solving in Psychotherapy :  

Explore the Mental Structure of the Deepening of “Understanding” 

Hitoshi Tamai 

 

要約 

心理療法において，クライエントが課題を解決するために取組む過程は，その課題自体についての理

解を深めていく，つまり“わかっていく”作業とも言える。本論では，その“わかる”という過程がど

のように進むのか，Yalom が示した心理療法におけるクライエントの重要かつ究極の関心事の一つであ

る，“死”にまつわる課題を取組む例を検討することで，考察を深めるべく試みた。“わかる”過程を整

理するために，“わかる／わからない”の 2 領域の間に横たわる“境界線”にも着目し，その行き来が

どのように“わかる”ことを促進するのか，クライエントの心の健康に影響を与えているのかを考察し

た。更に，セラピストが行う支援における対話について，その有効性について考察した。 
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1．はじめに 

心理相談室を訪れるクライエントは，何らかの課題を解決するために，専門家の援助を求める。相談

開始時のクライエントには，その課題をしっかりと見定められている人もいるが，その多くは現状を整

理できず混乱状態に陥り，課題が何かがわからない状況にある。課題がいかにして解決されていくのか

が“わからない”というのは，共通するものである。つまり多くのクライエントは，何をすれば良いの

か，どう考えたり，行動したりすればよいのか，知的にも体感覚的にも“わかりたい”が故に，心理相

談を利用しようとするのである。 

クライエントがセラピーに希望を見出そうとすることは，自分の抱える課題の解決方法をセラピスト

が“わかっている”と思うことと重なる。 

ここまで，“わかる／わからない”という言葉を軸に書き始めている。本論では，人が何かについて

“わかる／わからない”ということがどういうことなのか，その心的構造という側面から考察すること

を試みようとするものである。 

過去から現在に至るまで，多くの心理療法は，専門家たちの取組みにより積み重ねられてきている経

験や，より高い効果を発揮するアプローチに対する研究（統計という確率の示すエビデンス等）と供に
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積み重ねられてきている。また，どのような問題が相談室に持ち込まれる傾向にあるのか，つまりクラ

イエントが“わからない”から“わかりたい”と訴えてきたことについての報告もされている（安

福,1999；内野ら,2011）。それら報告の多くは，クライエントが訴えた主訴を分類するということに留

まるが，心理相談過程を通して，クライエントが解決を目指すテーマの本当の姿を探ろうとする例もあ

る。その著名な一例として，Yalom（2002/2007）の提示がある。Yalom は，精神療法におけるクライ

エントが持つ重要かつ究極の関心事として，①死，②孤独，③人生の意味，④自由，という4つを上げ

ている。 

本論ではまず，Yalom の提示に含まれている心理療法のテーマの中で，“死”がどのように扱われて

いくのかを検討し，クライエントが“わからない”ことを“わかる”ということは，一体どういうこと

なのか，考察を深める端緒とする。次に，その検討を踏まえて，“わかる”ということがどのように成し

遂げられるのかについて，考察を深めていく試みとしたい。 

 

２．心理学，心理療法における“死”の扱いの例 

死の心理学研究はFreud,S.の『悲哀とメランコリー』（1917/1971）から言及され，有名なKübler-Ross

（1969/1998）の 5 段階モデル（①否認，②怒り，③取り引き，④抑うつ，⑤受容）など，多数確認さ

れる。丹下（1999）は，死に関する研究には，臨床的・実践的研究と死に対する心理の一般的傾向に関

する実証的研究があるとするが，この領域は死生学といった学際的な領域も含め，本当に多様で深い研

究が多くある。前述のKübler-Rossの視点は，ターミナルケアという実践から導かれた，個人の中での

死を巡る対話であり，死との交渉である。これは，死自体を“わかる”というよりも，死の受け止め方

が“わかる”ようになる，一人称のプロセスを明らかにしている。死に対する心を扱う際には，自分が

「死にたい」「死が恐ろしい」「（目前に迫った）死を受け入れ難い」という一人称の課題として訴えられ

ることもあれば，死別体験という二人称として，更には第三者の死という三人称として，その“わから

ない（わかりたくない）”ことによる苦しみの訴えにより，様々な検討が必要となる。 

近年は，本人の死の受容であれ，死別体験者における死（者）の受容であれ，Kübler-Ross に代表さ

れる，喪失から回復へ向かっていくとする課題モデルとは異なるモデルが提唱されている。Stroebe & 

Schut（1999）による二重過程モデルなどはその代表的なものであり，そのモデルでは，死別体験者は

喪失と回復の 2 つの方向を振り子のように行き来するということが示されている。これは，“わかる”

ことが一直線上ではないことを想像させるし，奥芝・島谷（2014）はそのモデルを発展させ，喪失・回

復・模索の循環ではないかと報告している。いずれにせよ，喪失と回復の行き来が“わかる”ことにい

かに貢献するかを示していると考えられる。 

通常に生きている人が，“死”を体験することは困難であり，それ自体は体験的には“わからない”

ものである。そのような“わかりにくい”死というテーマであるが，“死”の受け止め方がどのように進

むかの研究は，かなり多い。一方，死が支配する心の領域（世界）にどのように体験的に関わっていく
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のか，生きている領域（世界）と死の支配する領域（世界）の“境界線”について検討するものは見か

けない。これは，そのような検討が心理学というよりも，哲学，宗教学的な要素を多分に含むことによ

るのかもしれない。 

 “死”の意味づけを，「死ねばすべて終わり」「どうせ人は死ぬ」といったように「死による苦痛か

らの解放」という位置づけでもなく，「死は考えるだけで恐ろしい」というような「死は忌避するもの」

という位置づけにも留まらず，“死”とどのように向き合うことが有益か，体感覚的にも“わかる”こと

に至るまでの援助が心理療法の一部であるとも言えよう。近年は，死というストレスフルなイベントが

肯定的な結果をもたらすという，トラウマ後の成長（post-traumatic growth: Tedeschi, Park & 

Calhoun, 1998）の概念と共通するような，死の理解の深化を通しての人間的成長に着目した研究（渡

邉・岡本，2006； 戈木，1999）等も見られるようになっている。これらのことを踏まえると，この“死”

の扱い方が“わかる”プロセスの検討は，有益なことだと思われる。 

 

ここで使用している“境界線”という概念は，Minuchin（1974/1983）が唱えたものを参照している。

Minuchin はスペクトラム的に，3 種類の境界線の存在を述べている。絡み合う関係を作る曖昧な境界

線（ ），正常な関係の明確な境界線（ ），そして乖離した関係の不当に硬直した境界線（ ）

である。 

本節では，このように境界線により分離された生と死という二つの領域の存在想定しながら進むこと

になる。その片方の領域は“わかる”，もう片方の領域は“わからない”と認識されていることが多いこ

とを考えると，Lempp（1992/2005）が指摘した“乗りかえ”という概念が想起される。Lemppは，“乗

りかえ”という概念を用いて，主現実と隣接現実という二つの心的領域間の意識の移動がスムーズに行

われない時，様々な心理学上の課題が生じていることを指摘した。筆者（2012）は以前，“乗りかえ”

が困難な時に生じる衝動，つまり拒絶について考察した。その論をここで述べている生と死という二領

域に当てはめて考えてみると，親しんだ心の領域としての生の世界（主現実）から，死の世界（隣接現

実）への“乗りかえ”が困難となっている，つまり“死”の世界を拒絶しているのと同様の状態に陥っ

ていると言える。この状態では，死の世界を生の世界（主現実）と同様に豊かな想像が膨らむ世界とし

て捉え，体験することが出来なくなっていると言えよう。 

 

相談の中でクライエントは，“死”を，自らの生を容赦なく奪う（奪った）強力で恐ろしいものと捉

えたり，“死”は生きていく苦しみの全てから解放してくれる救いと捉えたりする。前者の場合には，ク

ライエントにとり“死”の支配する世界は，“生きている”世界から硬直した境界線により区切られた隔

絶した世界として，想像することも忌避する対象となっている。この際に主となる感情は，恐怖であろ

う。一方後者では，クライエントは「死んだ方がましだ」「早く死にたい」と訴えているのであり，“死”

の世界は“生きている世界”とちゃんと区切られておらず，融合的に感じており，境界線は曖昧にとど



心理療法における課題解決と「わかる」ことをめぐる考察 

玉井 仁 

－ 120 － 

まり，生きることと死ぬことの曖昧な中で，生きる意味も感じられないと思われる。この際に主となる

感情は，選ぶという能動性が損なわれているが故に，虚しさとなろう。 

死を受け入れられる，死という喪失を受け入れられるようになるということは，死の世界と生の世界

の間の境界線が硬直したものから明確なものへと変化したことを意味する。今の生をしっかりと見つめ

ようとすることは，生と死という2つの世界（領域）の間の境界線が曖昧なものから明確なものへと変

化したことを意味する。そしていずれにせよ，2 つの心的領域の間の“乗りかえ”がスムーズに行われ

るようになることと言えよう。 

心理療法の事例の一部の“死”について語られた周辺を簡略した形で取り出し，確認・検討してみよ

う。 

 

Aさん（60代女性）は，息子が急死したことに自責感を感じ，嘆き続ける日々が続いていた。相談の

中で，「息子は遠くに行ってしまった」「息子は夢に出てきて，苦しんでいる姿を示す」といったことを

述べていた。このAさんは，心理療法を受けていくことにより，「息子は今でも近くにいる」「息子のこ

とを思い出して，息子を感じることが出来る」と言い，相談を終えていった。 初は硬直した境界線の

向こうの世界に息子がいってしまったと感じ，近づきたいけれども近づけなくなってしまったというよ

うにその状況を認識していたと言える。その後，亡くなった息子を感じられるようになる，つまり明確

な境界線の向こうに息子を感じられるようになることで，心の中で息子と交流できるようになっていた。

その時には，息子がいってしまった，という世界との乗りかえができるようになっていったと考えられ

る。 

もう一つの事例は，Bさん（30代女性）である。Bさんは，うつ病をきっかけに，早く死にたいとい

う考えが以前からうっすらとはあったというものの，明確に顕在化するようになった。その結果Bさん

は，相談の中で，うつ病は軽快しつつあるにも関わらず「生きている意味が感じられない」「早く死にた

い」と訴え続けていた。心理療法を続けた中で，「死ぬことはいつでもできるけど，今は自分では選ばな

いし，その時まで生きていたいと思う」という考えに辿りつき，相談を終えていった。 初は，生と死

の間には曖昧な区切りしかなく，生きているのか死んでいるのか，分からないように感じていたと思わ

れる。そこから，生きることを選び取るということが出来るようになる中で，生と死の間に明確な境界

線を引くことができるようになっていったと考えられる。 

 

どちらの事例も，“死”について意味づけが変化している。Aさんは，硬直した境界線から明確な境界

線へと変化が進むことで，B さんはあいまいな境界線から明確な境界線へと変化が進むことで，それぞ

れに 2 領域の“乗りかえ”がスムーズに行われるようになったと言えよう。チベット僧の Sogyal 

Rinpoche はその著『チベットの生と死の書』（1992/1995）の中で「死を恐れ直面することを避けるの

も，死をロマン化するのも，ともに死を矮小化することだ。死への絶望も陶酔も共に逃避だ。死は陰鬱
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なものでも胸躍らせるようなものでもない。単なる生の事実のひとこまに過ぎないのだ」と述べている。

まさに，A さんも B さんも，絶望でもなく，陶酔でもなく，“死”の存在を受け入れながら，生の世界

を生きようとすることで，再び活力を得られるようになっていったと言える。“死”の受け止め方が，体

感覚的なレベルでも“わかった”のである。 

 

３．“わからない”から“わかる”へ 

前節では，“死”をテーマに“わからない”ことを“わかる”という過程を，明確な境界線に分けら

れた2つの領域を行き来できるようになることとして考察した。 

わかるということは，私たちのわからない苦痛，あるいはわかりたいという欲求の果実である。人は，

様々な課題に直面し，又は知的欲求等により，書籍等に情報を求め，専門家の話に耳を傾ける。ただ，

この情報収集で得られた知的レベルの知識のままでは，更にはその上で行われる考察がいかに熟考であ

るように感じたとしても，机上での空論に留まる場合には，必ずしも自らのものとはならないことは想

像に難くない。前節のAさんもBさんも，セラピストによる「このように考えなさい」というアドバイ

スが奏功したのではない。理解は，実体験に即したほうが身につきやすいことが明らかなように，自分

の体験に照らし合わせ，体験を重ね実感を積み上げ，そして現実に沿って考えを深めていくに伴い，自

分自身の意識に，深く納得のいく“わかった”ものとして定着していく。この“わかる”プロセスは，

前節のように“死”などとテーマを限定せずとも，同様のことが言えると想像している。前述のStroebe 

& Schutの理論も，喪失と回復の行き来を述べているが，これはまさに，境界線により区切られた2つ

の領域の“乗りかえ”が繰り返されることで，終わりなく深い回復が成し遂げられていく，ということ

を明らかにしていると考えられる。そこでは，“わかる”ことは固定されたものではなく，より深いレベ

ルへと向かい深化していくということなのである。 

クライエントが求めていることは，わかること／わからないことの間にある，不安定な境界線を硬直

したものでも曖昧なものでもなく，明確なものへと変化させることである。その結果，“わからない”心

の領域はなくなるのではなく，それぞれに位置づけたその“わからなかった”領域と“わかる”と考え

ている領域を行き来することができるようになることで，人生を豊かにするということなのであろう。

わからないことをわかるということは，単に知的レベルに留まる取組みではなく，このように本当に深

い身体感覚を伴う体験レベルのものでもある。 

 

４．わかり方を考える 

人は年齢的，または社会的要請により，様々に解決しなければならない課題に直面する。前節では，

“わかる”ことは，深く意識レベルで体験的に把握できるようになることであることを考察した。本節

では，ここまで述べてきた深く“わかる”過程がどのように成し遂げられるのか，考えてみたい。 

この，“わかろう”とする課題は，前述のYalom がクライエントの関心事として，①死，②孤独，③
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人生の意味，④自由，という 4 つを挙げているように，概念的なものであることは多い。このことは，

“わかる”ということが，内面的な作業であることを示唆する。 

ここで取り上げて考えてみたいのは，井筒の整理した，本質の把握の仕方の3つの型である。ここで

井筒が定義する本質とは，全ての存在を存在足らしめる本質，というものである。井筒はその著『意識

と本質』（1991）において，意識はどのように存在しうるのか，という問いかけから始め，意識の存在

を裏付ける「本質」が東洋西洋問わず，どのように認識されてきているのかを，整理しようと試みてい

る。「本質」などない，という立場もあろうが，井筒の述べた型を理解することは，どのように“わかる”

というプロセスが進むのかということへの発想を豊かにすると考える。以下，それらの型の概略を示す。 

 

その第一の型は，普遍的「本質」は表面的なものではなく，存在の深部に実在するのであり，その「本

質」を把握することは，一種の深層意識に達することによってのみ成し遂げられるとする。つまり非日

常的な意識，深層意識の特殊な機能を働かせることで，事物の深層構造を“わかる”ことができるよう

になるとするものである。そこでは，探求する“わかりたい”ものに対し， 初から明らかに存在する

のだ，という姿勢と，存在を想定も肯定もせずに“わかる”ようになるのだという，異なる取り組み方

があることが示唆される。筆者には，西田（1979）の述べるところの，「純粋体験」との類似が想起さ

れる。 

第二の型は，やはり第一の型と同様に深層的な体験的理解と繋がるのであるが，その“わかり”方が

異なる。ここでは，シャーマニズムやある種の神秘主義を特徴とするような，根源的イマージュの心の

領域が想定され，「本質」はそれらの領域から湧き上がる「元型」として“わかる”ことが出来るとされ

る。近代では，Jung の研究もこの型に含まれるが，グノーシス主義や密教もこの範疇である。そこで

は，“わかりたい”ものは意識深層の「想像的」地平にのみ形象的に「元型」として現れるのであり，“わ

かる”ことは深層意識的な事柄としてのみであり，表層意識では単なるファンタジーに過ぎないものと

なる。 

第三の型は，第一の型が深層意識的体験として捉える「本質」を，深層意識に達せずとも表層で，理

知的に認知できるところに成立するとするものである。つまり，深層意識的体験の中で“わかろう”と

するものではなく，表層意識的に確認するということに留まる。プラトンのイデア，孔子の正名論など

はその顕著な例である。ただ，ここで探求される「本質」は，外界に実在する普遍的「本質」であり，

単なる「概念」ではないことを主張している点は，注意すべき点であろう。 

 

いかがであろうか。この3つの型は東洋においても西洋においても探求されてきている。ただ，場所

や時期により，はやりすたりもあることが窺われる。日本においてはどうだろうか。第一の型は，近年

のマインドフルネスの流行，禅などへの興味関心の高さとも重なると言えよう。つまり，この“わかり

方”は，日本でも決して少なくなく辿られる道なのであろう。第二の型は，芸術表現の領域への興味関
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心と比例すると言えよう。やはり，この型も少なくなく選択される道だと思われる。第三の型は，現代

の日本社会においては，かなり理性探求の姿勢であり，哲学や宗教教学，学術的な領域であると言えよ

う。心理療法も，言葉を利用する実践科学であろうとする側面ではこの型を基礎とすると言える。この

ような視点で日本における文化，経済，政治等のことを振り返ると，短期・長期的な波があることが思

い起こされる。 

これらの型と心理療法の関係を考えてみると，様々な心理療法のアプローチは，これらの型の持つ方

法論を取り込んでいることが容易に想像される。質問などを利用して，深く内省を促すこと自体が，深

層意識的体験を促す土壌となるであろうし，その過程において体感覚やイメージを多用する例もある。

心理教育も，単なる概念説明に留まらず，その体験的理解を促進しやすくする工夫により，普遍的な体

験を伴うものとなろう。 

これらの方法論と，境界線を“乗りこえ”ることを促す方法について検討することは大変に関心の深

い点であるが，それは種々のアプローチ法の個別性と特徴の探求ともいえ，本論からは外れていくもの

でもあり，別の論考の機会に考察してみたい。 

本節で述べようと試みたことは，わかりにくいものとされる本質を深く切り込み，探究し，わかろう

とする古くからの様々な取組みは，心の深い領域まで境界線を明確に引こうとする取組みでもあり，体

験的な知としていくことでもあろう。境界線を明確にしていくことで，“わかる”ことに辿りつくという，

本論の論考と重複するところがあるのではないか，という仮説の提示とも言えよう。 

 

５．“わかる”ことへ導く対話 

前節では，井筒による本質探求の整理を利用して，本質を探究することと深く“わかる”ことを同じ

土俵上のことと仮定し，述べようと試みた。本節では，セラピストが“わかる”ことに導く方法につい

て検討してみたい。 

心理療法は，“わかる”ためのお手伝いである。その促進方法として，描画，心理テスト，身体的ア

プローチと幅広くあるが，本論では，対話に焦点を当てる。それは，様々なアプローチも多かれ少なか

れ，この対話にその基礎を置いているが故である。 

対話法としては，大きく二つの方法がある。一つは，断言を繰り返すものであり，その発話者の言葉

に従わせる，または極端に発話者の考えに反対させるものである。もう一つは，決して断言せず，発話

者の意見とは関係なく，自分自身の考えの探求を促そうとするものである。どちらの方法も，その時と

タイミングにより，効果を持つと考えられる。 

一例をあげる。クライエントが不安定さを示す時，安全な環境にいることを確認してもらうために，

セラピストが「今は安全だよ」と断言することはあろう。ただ，セラピストはタイミングを計りながら

ではあろうが，その状況に留まらず，クライエントに対し「安全って，どのような時に感じられるかな」

と問い，クライエントが考える安全の基準を確認してもらい，その状況を自分で確認してもらうことで，
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他者により保証された安全を，自分で確認できた安全へと切り替えていくことが出来るのである。 

前述の対話例は，安全かどうかを“わかる”一例だが，以上のように考えると，心理療法が利用する

対話では，断言しない方法が主となるであろうことは想像に難くない。 

このことからは，セラピストがクライエントに「感動する金言」を提供することは，必ずしもその仕

事ではないということが示唆される。セラピストの体験や積み重ねられた知識が，一定の配慮をもって

示されることにより，クライエントの中に染み込むということは決して少なくない。ただそれは，セラ

ピストがクライエントに，完全なる安全を保障することが出来ないが故に，セラピストの体験や発想を，

クライエントが自分のものとして取り入れることで，自分の安全を確認，確保しようとすることが促進

されているということなのである。その時セラピストは，クライエントを一人の人として尊重する姿勢

を維持しているのである。 

この姿勢は，近年注目される心理療法である，認知行動療法におけるソクラテス式対話とも類似して

いると考えられる。ソクラテス式対話とは，対話における質問技法という側面も持つが，支援的な対話

法として，古くから現在にまで利用されてきているものなのである。 

支援的であるということに注目して言い換えると，セラピストはクライエントを 終的に自己判断を

出来る存在として認識する。セラピストは自らの価値観を押し付けないように注意し，クライエントの

困難に直面している苦しい気持ちを理解しようとする。この情緒支援的であろうとする態度により，気

持ちを“わかってもらう”体験により，断定されない対話の中で安定し，自らの内にある“わからない”

領域の探求へと，励まされながら取り組み，より深い心の領域における境界線を明確にしていくのであ

る。 

 

６．おわりに 

本論では，人が“わからない”ことを“わかる”という取り組みが，どのようなものであるのかとい

う問いから始まり，そのこと自体への考察，導き方等，広く検討を進めた。“わからない”心の自由度が

低い状態から，“わからない”（あるいは，わかりたくない）と感じて居た領域への“乗りかえ”（Lempp）

が可能となった結果，心の自由度が高まる過程がどのようになっているのかを明らかにしようと試みた。 

2節の事例でも述べたが，“わからない”ことに取組むことは，しばしば心の成長を促す。他のうつ病

で休職を体験した人の例では，当人が復職して一年過ぎた頃，「うつ病になってよかった。なることで，

自分のことを見つめて，楽に生きられるようになった」と述べた。その理由として，うつ病という課題

に直面させられなければ，自分の考え方，人間関係の作り方等の偏りに向き合い，より楽になる方法を

学び，練習をすることはなかったというようなことも述べていた。それまでは，“わかりたい”とも“わ

かる”必要も感じて居なかったのである。これらのような事例を通して考えてみると，私たち自身が，

“わかっていない”ということを認識すること，「無知の知」を訴えたソクラテスの思想を思い起こさせ

る。そして，“わかった”ということも，今現在のレベルでのみ“わかっている”という，絶えず完全に
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は“わかりえない”を前提とする姿勢でもあろう。 

このような“わからない”領域があるという認識があることは，明確な境界線として向こう側にまだ

わかっていない領域がある，という状態が終わりなく続くことであり，不安や期待を持ち続けるという

ことでもある。つまり，この時の“わからない”は，決して単に“わからない”苦しみに自らを留める

のみではなく，“わかる”ことが限られているからこそ，もう一歩“わかる”ことに取り組む，成長する

喜びに自らをおき続けることになるともいえる。 

『夜と霧』（1947/1956）で有名なFrankl,V.E.も，「苦しみの中でこそ人間としての実存的存在が可能

となる」と述べており，その意味を体験を通して深く考察している。多くの人は，悩みを通してしか見

えない心の領域を見ることにより，自分の生きる世界を広げていくのだと考えられる。 

4 節において，日本における“わかり方”について少し述べてみたが，改めてもう一歩だけその検討

を進めてみたい。山本七平はその著『空気の研究』（1983）で，近年日本では対象を相対化せず，絶対

化する傾向が強く，その姿勢が純粋であると評価されるという思想的傾向が強まっていると指摘してい

る。これは，日本において“わからない”ことがあるという現実的・客観的な姿勢ではなく，“全てわか

っている”という思い込みが強いということである。当然，世界に目を向けても同様のことは生じてい

るとは思われる。いずれにせよ，このような思い込みは，異なった意見を“わかっていない”と断定す

るだけで，客観的な対話を行おうとしない。2015年現在の日本における安保法案論争，原発論争からも，

未だその姿勢を脱しきれていないことが窺われる。筆者の私見にも偏りはあろうが，現在日本の一部の

識者は，残念ながら対話を構築するという，苦しくとも豊かな広がりのある道を閉ざし，安易な道を進

んでいるように見受けられる。 

さて，このような取り組みが，学術的な意味を持ちうるのか，心理士や人の心の援助に取り組む人の

役に立ちうるのか，懸念を持ち続けながら書き進めてきた。そこでは，これは筆者自身の覚書なのでは

ないか，という思いさえ拭いきれないが，参考になることがあればと祈念している。 
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