
心理療法における相互作用
――モデルの統合にむけて――

春日　喬

Interaction in psychotherapy:
Toward an integrated model of psychotherapy

Takashi Kasuga

Abstract

Interpersonal Stimuli Model (Kasuga,1987) has been proposed to explain person

perception and interpersonal pathological behavior. According to this Model and

system theory, interpersonal process and quality of interaction in psychotherapy is

examined in terms of Toward an Integrated Model of Psychotherapy. It is

considered that a symptom is an expression or phenotype of dysfunction of system

per se. Normal development depends on proper interaction of interpersonal stimuli.

To be exposed to Noxious Interpersonal Stimuli might induce dysfunctions of

individual organic system with illogical belief system of mistrust in others, and

symptoms appear in subsystems of organism as expressions of dysfunction.

Psychotherapy is a sort of therapeutic interaction of interpersonal stimuli between

client and therapist in order to solve client’s chief complaint and to treat client’s

symptoms. Quality of therapist’s interpersonal stimuli is, therefore, essentially

important. As for integration of diverse psychotherapy models, in the strict sense of

the word, it is not possible to integrate a diverse model stemmed from different

therapeutic hypothesis into a single model like a concoction of different medicine.

But it is confirmed that “A Common Factors Approach ”( Garfield,2003 ) and

“Interpersonal Process Approach( Teyber,2006 ) are significant to check up and

modify the different traditional models. In the end, the author points out the fact

that there is a limit of psychotherapy according to the aggravation level of organic

systems dysfunction. As for therapeutic intervention, medical, psychological, family

therapeutic, and sociological factors are indispensable.

key words: psychotherapy, interaction, system, interpersonal stimuli, person

perception
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「私は死ぬ前にたった一人で好いから、他（ひと）を信用して死にたいと思っている。あなたはそのた

った一人になれますか。なってくれますか。あなたははらの底から真面目ですか」（夏目漱石、 こころ）

「…一所につれて行って下さい。私も御墓参りをしますから」… すると先生の眉がちょっと曇った。眼

のうちにも異様な光が出た。それは迷惑とも嫌悪とも畏怖とも片付けられない微かな不安らしいもので

あった。（夏目漱石、こころ）

電車の中やなにかで、ふと眼を上げて向こう側を見ると、如何にも苦のなさそうな顔に出っ食わす事が

ある。自分の眼が、ひとたびその邪念の萌さないぽかんとした顔に注ぐ瞬間に、僕はしみじみ嬉しいと

いう刺激を総身に受ける。僕の心は旱魃に枯れかかった稲の穂が膏雨（こうう）を得たように蘇る。同

時にその顔―何も考えていない、全く落付きはらったその顔が、大変気高く見える。眼が下がっていて

も、鼻が低くっても、雑作はどうあろうとも、非常に気高く見える。僕は殆んど宗教心に近い敬虔の念

をもって、その顔の前に跪（ひざま）ずいて感謝の意を表したくなる。（夏目漱石、行人）

「じつは、ごく内密の頼みがある」

言うと、榊原は又八郎の目をひたとのぞきこむようにした。寺社奉行の青白い顔が急に表情を失い、二

つの目だけがこちらの気配を窺（うかが）っているような、奇妙な感触を又八郎は受けた。「何ごとで

しょうか」 （藤沢周平、凶刃（きょうじん））。

奥さん始め家（うち）のものが、僻んだ私の眼や疑い深い私の様子に、てんからとりあわなかったのが、

私に大きな幸福を与えたのでしょう。私の神経は相手から来る反射のないために段々静まりました。

（夏目漱石、こころ）

1．序論　システムの機能回復のための支援としての心理療法

―個人の信念と生への動機づけ―相互作用における信頼感の成立：歴史的エピソード

心理療法とは何か。心理療法の相互作用の中で一体何が起こるのだろうか。心理療法は、生

きる希望を失った人、この世に自分が存在する意味が分らなくなった人、自己の信念と生きる

ことへの動機づけが減衰した人、人間が信じられなくなった人、個人の生体システムの機能不

全に悩む人に他者が関わり、失われた機能を回復し、生きる意味を回復し確認するための対人

的相互作用による支援の試みである。個人の生きがいは、個人が抱く信念に支えられている。

そして、その個人の信念は、その個人が生きる時代の時代精神と不可分である。日本の精神医

学の分野では、伝統的に心理療法といわずに精神療法という用語が使われている。人の精神を

治療するとはなんと傲慢なことかと言った人がいる。心理臨床では、精神を心理という言葉に
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置き換えているが、同じことではないか。Psycho という外国語を異なる訳語を当てはめたに

過ぎない。精神や心理が、その人の持つ信念に根ざすものであるならば、その信念を治療する

ということはたしかに傲慢であり、人権の侵害である。かつて、独裁国では政府の国策に沿わ

ぬ信念・思想は、精神病と見做され収監され治療の対象となったと言われる。日本でも、過去

に、精神病質の概念の妥当性をめぐって学会で議論されたことがある。カルト集団にあっては、

その集団の価値規範が絶対的であり、これに反する者は排除される。異なる宗教集団間の葛藤

についても同様である。異なる宗教観に支えられた国家間の対立についてもしかりである。

今、世界中を恐怖に陥れているテロリズムの病理も宗教的信念に深く関っている。誤解のな

いように明確におしておくが、ここで述べていることは、政治に関する議論ではない。精神の

正常性に関しては、われわれは、常に価値の問題から逃れることはできない。そして、個人の

生体システムの機能不全の表現としての個人の精神病理は、彼を取り巻く環境システムの機能

不全、国家システムの機能不全すなわち、社会システムの機能不全としての社会病理と不可分

だということある。戦争に参加することで、敵といえども生きている人間を銃で殺すことはで

きないという自己の信念を守り、銃の引き金に使う人指し指を自ら切り落とした人が実在した。

彼の精神は異常であろうか。戦時中の軍隊集団の中で、多くの心因性の適応障害が発生し、戦

争神経症とよばれていた。戦争を否定し、平和を希求した彼らの信念は、誤れる信念として

「認知的再構成」のための認知療法の対象となるのだろうか。

心理療法、精神療法がある時代に生きる一人の人間の苦悩に関るとすれば、それは時代精神

の価値から逃れることはできない。そして、その時代の精神が病理的であるかどうかは、いつ

も後世になってから初めて議論の対象となる。個人の信念が時代精神に適合していれば、その

個人は、その時代に適応して生きる。個人の信念が時代精神に不適合であれば、その個人は葛

藤状態に陥り、悩み、適応には困難を伴う。ところで、個人の信念が時代に適合して生きてい

て、時代の精神が激変したのに、個人の信念が時代の変化に取り残された場合はどうなるだろ

うか。

ここに、時代精神の時空を超越し、個人の信念に従って生き続けた個人関する歴史的事実と

してのこる稀有なエピソードがある。2005年は、太平洋戦が終わって60年の節目になる。こ

のエピソードを通じて、集団というシステムの中の個人の信念、個人と個人の相互作用、その

結果としての行動と態度変容について考えてみよう。ここに、人間の相互理解、信頼感の形成、

なかんずくわれわれの関心事である心理療法のメカニズムの原型があると思える。

太平洋戦争が終結したにも拘らず、28年間、フィリッピンのルパング島のジャングルに戦時

中の信念を持ち続けて生きた日本兵がいた。彼の名は、小野田寛郎氏、旧陸軍の諜報機関とい

う軍事システムの中で教育を受けた陸軍少尉であった。最近、筆者は、彼がテレビのインター

ビュウ（NHKスペシヤル、2005年7月18日放映）で、敗戦の事実を受け入れて日本に帰還す

るにいたった経過を彼自身が話しているのを聴いた。彼の中でどのように態度変容が起こった
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のかは非常に興味深い。彼の語りは、人間が極限状況で生き抜くという体験に関して、殆んど

半構造化面接の中の語りに近く、心理療法が信頼関係の形成と態度変容に関るものであるなら

ば、彼の語りは、心理療法の在り方、特に対人状況における信頼関係の形成に関して、仮説生

成的な示唆に富むものなので、以下に引用したい。彼は、日本が負けて戦争が終わったことを

ある時点で知っていたという。しかし、戦争が終わっていることは知っていたが、もう平和の

時代になったので出てきても大丈夫だという呼びかけには、全く応じなかった。彼は、あらゆ

る呼びかけは、敵の謀略であると信じ、信用しなかったのである。このことは、情報を提供す

る相手を信用できなければ、どんな情報的支援も意味をなさないことを示している。心理療法

における情報的支援についても同様である。

それでは、最初期の信頼関係はどのように形成されるのだろうか。心理学では、ラポールの

形成が重要だという。しかし、ラポールの形成のメカニズムについては、いまだに十分な記述

がない。神経科の病院で心理療法を受けたある患者さんは、「最初に治療者（セラピスト）に

会った瞬間に、ああこの人は駄目だ、この人は私のことは理解してくれない」と直感的に分る

のだと告白している。これを、第一印象が大切だという言葉で片付けてしまえば、話はそこで

終わってしまう。ここには、対人的相互作用における対人知覚の刺激の質の問題がある。すな

わち、信頼関係がどのように形成されるかについての「刺激の質」の相互作用のメカニズムが

隠されている。これについては、後の章で詳しく考察する。

ところで、ルパング島における小野田少尉（51歳）だが、彼が一人の未知の青年（鈴木紀夫

氏、当時24歳、小野田少尉を救出のため単身ルパング島に潜入、最初に小野田少尉と接触に

成功し、救出のきっかけを作った）とジャングルの中で対峙した時、どのように信頼関係を形

成したのだろうか。小野田少尉は、陸軍中野学校という諜報機関で簡単に人を信用しないよう

に訓練された諜報機関のプロであった。諜報員は、戦争が終わっても本来の任務を継続する

「残地諜者」の任務を命じられていたと言われている。日本政府が広報機関を通じて説得を試

みても一向に成功しない状況をみて、一人の青年が、彼を救出する目的で、一人でルパング島

のジャングルにテントを張って住み始めたのである。面接者が、小野田氏に、なぜその鈴木青

年の話を信用するようになったのかと質問したところ、次のように答えている。「彼が、あま

りにもあっけらかんとしていたから」というのである。

この「あっけらかん」というのは、どういう知覚なのだろうか。裏に何か企みのようなもの

が感じられない。勿論、その青年は、彼を救出する意図をもっていたわけであるが、その意図

があからさまではない。一段上の立場から、自分こそが救出してやるのだという野心が感じら

れない。心理療法の相互作用で言えば、強者の立場から、弱者を治療してやるという意識や驕

りが無いということに類似していると思える。現象学派のロジャースが、カウンセリング関係

で「純粋（genuine）であること」と言ったのはこういうことではなかったか。つまり、心理

療法、カウンセリングに拘わらず、信頼関係の形成には、相互作用の刺激の質が純粋であるこ
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とが基本であることを示唆している。一方、小野田少尉の救出のきっかけを作ることに成功し

た鈴木青年の意図と態度はどのようなものであったか。当時の新聞（朝日新聞、夕刊、昭和49

年（1974）、11頁; 夕刊フジ、昭和49年3月12日、3頁）は、鈴木青年の言葉を次のように伝

えている。「小野田さんとパンダと雪男捜すのが夢だったのは事実だ。男のロマンですよ」。ま

た、こうも言っている。「山に入る時点で、ボクは自分の持っている時計をわざと部屋にぶん

投げて壊した。山の中では、時計を持って生活するような現代社会と隔絶して、それくらいの

ことをやらなければダメだった。こういうボクの気持ちがわかってもらえるでしょうか」（朝

日新聞、11頁、原文のまま）。この鈴木青年の言葉の中に、彼が、小野田少尉との接触を可能

にした鍵があると思える。つまり、鈴木青年は、時計を壊すことで現代社会を捨てて、時空を

超えて小野田少尉の世界、彼の「生活空間」に自ら入ろうとしたのである。別の新聞（夕刊フ

ジ、3頁）では、彼は次のように説明している。「私たちの日常生活には時計は必要だが、小野

田さんの生活にはこんなものはない。小野田さんの生活状態にできるだけ近づこうとして時計

をこわしたのです」。彼が、二月くらいはかかるだろうと予測したのに反して、テントを張っ

てから五日目に小野田少尉が彼の前に姿を現したのである。彼は、肉親の父親の声の呼びかけ

にも全く応じなかったのだ。そこで、小野田少尉と青木青年の間で会話が始まった。二人の間

にどのような相互作用があったのだろうか。此の時の状況について、鈴木青年の言葉を新聞

（夕刊フジ、1974、3頁）は次のように伝えている。「一時間ほどすぎたろうか、小野田さんの

顔に初めて微笑が浮かんだ。それまで半信半疑で言葉を交わしていた小野田さんの心に私への

信頼感のようなものが生まれたのだろう。しかし、小野田さんと戦後生まれの私とはまったく

異なった世代に属している。“断絶”もなにも、私たち二人の歯車はまったくかみ会わなかっ

た。しかし、日本人同士が日本語で話し合えば、ドンピシャリ。でも、小野田さんの心を私が

開いた、などという大それたものではないように思う」（原文のまま）。この鈴木青年を、小野

田少尉は、「あっけらかんとしている」と知覚したのである。青年が、自分が小野田さんの心

を開いたなどと感じていない点に注意したい。二人は、翌朝の9時まで徹夜で話し合い、ここ

で小野田少尉は、「元上官の谷口少佐から命令が下達されれば、山をおりる」とだけ言って、

再会の約束もなく、山中へ姿を消したのである。元上官の谷口義美少佐（当時63歳）が生存

していたのは幸運なことであった。上官から任務が終了したという命令があれば、それに応じ

るというのである。これをうけて、谷口元少佐と鈴木青年が待ち受けるところへ、小野田少尉

が再び姿を現し、その結果、谷口氏が、小野田少尉に戦争が終結し任務が終了したことを直接

告げることで彼のルパング島のジャングルにおける28年の任務は終了したのである。この情

景はテレビで放映されている。彼は元上官（彼にとっては現上官）の前に直立して立ち、元上

官は彼に任務の終了を告げる。この時、彼と元上官の間で相互作用があったわけであるが、こ

のときの相互作用の質に注目したい。谷口元少佐は、その瞬間の体験を次のように述べている

（夕刊フジ、1974、3頁）。「突然、小野田さんが姿をあらわしたとき、全身の力が抜けるようだ

春日：心理療法における相互作用
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ったが、小野田さんの気力に負けまいと歯をくいしばった」。彼の行動を変化させたのは、上

官の態度が「あっけらかん」としていたからではない。与えられた情報とその情報をあたえた

上官の役割である。すなわち、情報的支援の内容とそれを与えた軍隊システムの中の、上官と

いう役割と部下という自己の役割の認知である。ここで、このエピソードの状況を心理学的に

整理してみよう。このエピソードで上官と部下という役割は、旧軍隊というシステムの中の要

素の役割を指している。上官は命令系統で指令を部下に伝える。旧陸軍という上位のシステム

が消滅したのに、サブシステムの小隊がフィリッピンのルパング島に取り残されて、旧軍隊の

指令｢最後の一兵になっても闘え｣を守り戦闘を続けたのである。兵士は次々に戦死して、最後

に小野田少尉が独りとなった。小隊という所属集団は、消滅したが彼の意識の中で、彼に指令

を与えた軍事システムは心理的に所属する準拠集団として機能し、彼の個人の生体システムが

機能不全になり、孤独の中でうつ状態になって自殺することもなく、強い生への動機づけによ

って生き続けたのである。生還後のインタービュウで、彼は、ルパング島の28年は、自分の

人生で無駄だったとは全く思わないと言い切っている。また、生への動機づけのためには、希

望を持つことが大切だと言っている。また、自分の取った行動について、自分の性格は「負け

ず嫌い」でそれが行動の基本にあるとも言っている。彼の戦争体験は、われわれに極限状況で

生きることの意味を教えている。強制収容所を生き抜いたフランクルも希望をもつことが、極

限状況を生き延びる力になると言っている。希望は、信念に支えられている。しかし、生還を

果たした小野田氏は、日本社会に適応する道を選ばなかった。恐らく恩賞的なものに依存する

受動的な生き方を避けたのかもしれない。また、彼の「負けず嫌い」を刺激する負の要素が、

戦後の日本社会にあったのかもしれない。いずれにしても、彼はブラジルに渡りゼロから再出

発して、牧場経営で成功し、生命力の強さを実証したのであった。その小野田氏は、現代の日

本の子どもは、希望を失っていると指摘し、こどもに生きる希望を与え生命力を育てようと、

小野田自然塾を主宰していることはよく知られている。それは、山野の自然環境の中での体験

を通じて自己を発見させることを目的としている。小野田氏が、ルパング島のジャングルで生

き延びた彼自身の語りのエピソードは、われわれに次のことを教える。すなわち、個人が生き

るためには、文明の利器や物質的豊かさは、本質的なものではないこと、また、個人は、必ず

集団に所属し、その所属集団の規範や価値に縛られること、個人の信念や生への動機づけが強

固であれば、所属集団が消滅しても心理的に自己の所属する準拠集団の規範が、所属集団の規

範と一致している限り心理的生活空間は、時空を超えて維持され、信念は希望を支える。また、

個人は集団に所属し、個人の生体と集団は、システムとして機能していることである。小野田

氏が、孤独のジャングルの中で、絶望して死に至らず希望を持って28年生き続けた事実は、

彼の心身を支える生体システムが目的に向かって生きることに動機づけられて機能していたこ

とに他ならない。救出された直後の記者会見の質問で、「さびしさを感じたこと、孤独感をか

んじたことは」と質問されて、「孤独感といった弱弱しいことはありません」（新聞記事原文の
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まま）と答えている。また、身体の健康についても、十分に注意をはらい、｢自分の任務を遂

行するため、最低限のカロリーを得るために最低限のものを、とりわけバナナ、ヤシなどの胃

にいいものを主体に食べていました｣と答えている。また、30年間ジャングル生きた秘訣はな

にかと地元の記者の質問に対して、「まず、食物です。現在の言葉では栄養失調というそうで

すが、体力をなくさんようにするのが第一の秘訣でした」と答えている（毎日新聞、夕刊、昭

和49年（1974年）、3月11日、月曜日、5頁）。自己の生体システムの機能を維持しようと細心

の注意を払っているのがわかる。自己の体力や健康を維持しようという動機づけは、生きる目

的があってはじめて可能になるのである。小野田少尉の場合は、自己の任務の遂行であった。

戦後60年たった現代日本の飽食社会に蔓延する摂食障害の機能不全の病理の実態は何か。個

人の人生における生きる目的の希薄化、生きる意味の喪失が根底にある。人間の行動は、環境

と個人の生体との相互作用の中でのみ生じる。環境が、ルパング島のジャングルであれ、IT革

命により高度に効率化された現代社会であれ、それは変わらない。問題は、個人がこの相互作

用の過程でどのように人生の目的を見出し、生に向かって動機づけられ、人間信頼を獲得し、

それを維持するかにある。時代の変容とともに、個人の生体と環境の相互作用の質も変質する。

対人状況における信頼感、ラポールの形成に関して、1974年の最後の日本兵小野田少尉の救出

のエピソードについて、救出当時の新聞資料と小野田氏がブラジルで新しい生活を確立した以

後のインタービュウの語りを中心に述べてきたが、ここで誤解のないように明確にしておくが、

筆者は、このエピソードで、28年間も軍隊というシステムの指令を守り続けた軍人精神を美化

するつもりはないし、集団の規範に忠実であれというつもりもない。あの歴史に残る救出事件

は、情報の提供と信頼感の形成に関する一大フィールドワークともいえるものであった。政府

は決して小野田少尉を無為に放置していたわけではない。何年もの間、実に1億円の費用を投

じて、戦争の終結を彼に理解させようとしたが成功しなかったのである。それが、未知の世代

の異なる24歳の一青年との信頼関係の形成が、解決の糸口になったのである。当時の新聞は、

皮肉なことだとだけ述べている。信頼関係のないところに、いかに豊富な情報的支援を与えて

も支援にならないのである。また、かつての上官の谷口少佐については信頼関係だけの問題で

はなく、軍隊システムの情報伝達の機能の問題であることも明確に示されている。心理療法が、

信頼感の回復をめざすものであるならば、このルパング島の救出事件は、生きることへの動機

づけと支援の技法としての心理療法の機能に関してわれわれに多くの示唆をあたえる。個人の

生体も環境もすべてシステムの機能という視点から考察すべきで、機能不全に陥ったシステム

の機能回復が重要なのである。ルパング島のジャングルの孤独の中で生き続けた小野田少尉は、

明確な生きる目標を持つことで、彼の生体は、限られた食物にも拘わらず見事に機能し続けた

ことは、まさに注目に値する。

さて、ところで物質的に豊かで飽食の現代日本社会の現状はどうか。学校システム、企業シ

ステムから逸脱し、自宅の部屋に、何年も引き籠っている青少年たちがいる。摂食障害で「食
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べ吐き」をくりかえし、自分の身体を傷つける少女が後を絶たない。家族集団システムからも

孤立し、家族は安らぎの場としての本来の機能を喪失した機能不全家族となっている。自分は

「生まれてくるべきではなかった」と悩む青年がいる。発達過程で形成される筈の人と人との

絆が脆弱化している。物質的に豊かになること、生活が効率化されて限りなく便利になること、

IT革命と呼ばれる情報化社会で、我々は、何を得て何を失ったのだろうか。彼らの生体システ

ムは、一様に機能不全に陥っている。この機能不全を回復させるための支援をいかに与えるか。

ここに、心理療法、カウンセリングの直面する現実の課題がある。

2．生体システムの機能不全の表現形としての症状―主訴

ここで機能不全の意味を明確にしておこう。ここに一人の女性がいて、悩みを訴えている。

頭の中は食べることだけを考え、常にその考えに支配されている。ただただ食べ続け、肥満を

恐れ自分で吐いてしまう。悪循環が進行し、思い悩んで病院を受診する。そこで、その主訴に

診断名bnが与えられる。通院を重ねるが、症状は一向に改善せず、別の病院へ行くことにす

る。そこで、自分の悩みを訴えると、そこで、あなたはbnなのでそういう症状があっても不

思議ではないといわれた。本人は、自分はbnという病気になったのだという思いを強くし、

どうしたらこの病気が治るだろうかと悩みを一層深める。自我意識が病気という膜ですっぽり

と覆われる。病気意識が独り歩きを始める。対処不能感が、生きることへの動機づけをじわじ

わと浸蝕していく。気分は、うつ状態になる。また、別の一人は次のよう症状を訴える。家か

ら離れて遠くに行くことができない。途中で発作が起きる予期不安がある。電車に乗ることが

できない。この主訴に対しpdという診断名が与えられる。彼女は、自己紹介で「私はpdです

から」とこともなげに言い、「ネットで調べたら、この症状に適した薬は＊＊だそうで、病院

からその薬を貰っています」とpdというブランドを身につけたかのような話し方をする。

何かおかしくはないか。つまり、話は逆なのだ。病気になって症状が現れたから、機能不全

になるのではなく、生体システムの機能が不全になり、その表現として症状が現れるのであ

る。

つまり、機能不全の表現形として症状があるのである。これが、筆者の臨床的体験から獲得

した信念である。ところが、これに同じことを、的確に指摘している人がいる。クルーチェ

（1967）は次のように言っている。「危険なのは、症状と機能をとりちがえることだ。精神病で

侵されるのは機能であって、症状はその現われにすぎない」（心の健康―精神衛生、p15－16）

と。また、「人間を機能的全体としてみる見通しに立つべきである」とも言っている（同、p21）。

筆者の認識は、クルーチェのそれと全く一致している。筆者の言葉でいえば、「人間を機能す

る生体システム」として捉えるという立場に立つべきなのである。機能不全という言葉には、

精神病に対する偏見の臭いがない。病気になった人を病人と呼ぶとき、病気がその人の人格に
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食い込んでいる。そして、その病気に精神病というラベルが貼られると、病人は偏見と恐怖の

対象となる。機能不全人という言葉はない。「病人がいて病気を患う」という暗い不治の病を

思わせる欝の霧がたちこめる生活空間よりも、症状がなんであれ、機能不全の状態から、機能

を回復させればよいのだと考える生活空間の方が前方に希望の光が見える。

ここで、もう少し生体システムの特性について、具体的に記述してみよう。システムという

のは、簡略にいえば、統一体として相互作用する構成要素の集合体である。全体と部分が密接

に関連し、統一体として機能している。車は、よく例に引かれる機械システムの例である。エ

ンジンが機能しなければ車は動かない。しかし、どんなに高性能のエンジンがあってもタイヤ

がなければ、車は動かない。どんな些細な部分でも、その部分の分担する機能があり、全体と

して、一台の車として機能している。人間（ヒト）の生体も、同様にシステムとして機能して

いる。これが、出発点である。勿論、人間の生体システムは、モノである機械ではない。普通

の車は、人間が意志をもって運転することで目的に向かって動くのである。人工知能の研究の

進歩によって、人間に近い動きをするロボットが開発され、特殊な目的のための無人車も現実

に存在するが、どんなに精巧に作られてもロボットが人間そのものになることはない。モノが

生身の人間としてのヒトになることはないからである。苦悩する人間が、人間よりもロボット

による心理療法の方が信頼できるという時代が近い将来くるとは思えないし、来て欲しくない。

ここで、機械システムの自動車を引き合いにだしたのは、システムの機能を分りやすく説明す

るための手段にすぎない。さて、生身の人間の体を生体と呼び、機能する生体を生体システム

と捉え、生体システムの機能と機能不全について考察するのが、われわれの関心事である。

人間の生体システムは、以下のようなサブシステムに支えられて機能している。

1．神経系（Nervous system：N）、2．内分泌系（Endocrine system：E）

3．心臓血管系（Cardiovascular system ：C）、4．呼吸系（Respiratory system：R）

5．消化系（Digestive system ：D）、6．免疫系（Immune system：I）

システムの機能不全は、サブシステムの機能不全として現れる。この機能不全の表現形とし

て現れるのが症状である。また、このサブシステムは、神経系を中心として相互作用を行うの

で、全体のシステムは、相互に関連しながら全体として機能する。例えば、消化系の機能不全

の表現形としての摂食障害、呼吸系の機能不全の表現形としての過呼吸症候群、心臓血管系の

機能不全の表現形としての心不全などがすぐに思い浮かぶ。ところが、心臓血管系の機能に関

して、器質的心疾患が認められないにも拘わらず本人は心臓病であると信じ、死の不安や恐怖

を訴える症状がある。これは、心臓神経症という病名がつけられている。しかも、実際に動悸、

窒息感、不整脈が現実にある。つまり、機能不全感が身体感覚として知覚され、これが病気に

違いないと本人に解釈されるのである。このことは、心臓血管系というサブシステムが単独で

機能するものでなく、神経系を中心とする相互作用を行っていることを如実に示している。自

律神経支配の関与する循環系全体の虚弱の表現として、神経循環無力症とよばれることもある。

春日：心理療法における相互作用
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器質的には問題ないのに、機能不全の表現としての不整脈が現れ、それを症状と信じて訴え

（主訴）、病気意識がひとり歩きするようになる。心気症のメカニズムがここにある。心臓神経

症の治療に精神療法（心理療法）が有効とされていることの意義がここにある。サブシステム

はすべて相互作用を行い全体として機能していることを理解することが臨床的に重要である。

また、女性の月経前症候群（PMS）は、内分泌系のシステムの機能としては、排卵後の黄体期

に頭痛、肩こり、便秘などの身体症状や焦燥感、不安、抑うつなどの精神症状が、周期的に出

現するものだが、心理臨床の現場では、表面的な主訴の裏にかくれたPSMが見落とされるこ

とが多いので特に注意を要する。家族システムの中の家族成員の間の激しい葛藤や衝突が、個

人の生体システムの内分泌系のPMSに関連して起こることが多いことは、まだ十分に理解さ

れていないように思える。神経系と免疫系の相互作用は、精神神経免疫学という新しい学問分

野として、急速に進歩しつつある。かくして、個人の生体システムの発達変容は、生体システ

ムと環境との絶えざる相互作用に支えられていることが確認される（図1．）。そして、そこで

は環境から来る刺激の質とこれに反応する形で、すべてのサブシステムが連動する絶えざる生

体反応が進行している。環境は、外的のすべてのものを包括するので、これを環境システムと

して捉えれば、個人の所属する家族システム、学校システム、職場システム、社会システム、

国家システム、地球システム、宇宙システムにまで階層をなして広がり、外的刺激として個人

の生体システムに外的刺激（情報）として入力されるのである。問題は、環境から個人の生体
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図1．環境と生体のシステムの相互作用（春日, 2007）
人間の生体システムは、以下のようなサブシステムに支えられて機能している。

1．神経系（Nervous system : N）、2．内分泌系（Endocrine system : E）
3．心臓血管系（Cardiovascular system : C）、4．呼吸系（Respiratory system : R）
5．消化系（Digestive system : D）、6．免疫系（Immune system : I）



システムに入力される刺激の質（I（S）入力,図1．）と相互作用の質である。我々の関心は、人

（ヒト）と人（ヒト）の相互作用にある。次章では、これに焦点をあてて考察する。

3．環境と生体システムの相互作用モデルにおける刺激の質

環境と生体の相互作用は、母体の生体内環境からすでに始まっている。体内環境における母

体と胎児の相互作用である。胎生期における母子相互作用がこれである。母体の生体システム

は、外的環境からの刺激と相互作用を行っている。したがって、胎児は母体の胎盤を介して外

的環境と間接的に相互作用を行っている。胎児は、酸素補給、栄養補給、体温調節等を母体の

機能に依存している。すなわち、母親の生体システムの機能が胎児の成育に直結している。胎

生期の母子相互作用は、母親の生体システム内の情報伝達であり、生化学的レベルでおこなわ

れる。母体が健康であることの重要性は常識的にも自明であるが、そのメカニズムを知るには、

母体システムと母体の一部である胎児のシステムの相互作用という視点から見ると、胎生期の

母子関係の機能と機能不全の実態がより明確になる。母体の神経系を中心とするサブシステム

間の相互作用が、まだ母体の一部である胎児のシステムに影響をあたえるのである。妊娠中に

夫が失業し、夫との関係は不安定になり常に強い不安とストレサーに晒されている女性がいる。

ストレサーが持続すると、生体のストレス反応は、サブシステムの機能不全を引き起こす。食

欲がなくなり低栄養の状態になると、胎児への栄養供給が妨げられることになる。母体に出血

があれば、特に胎盤に出血があれば、深刻な事態となる。

母体内での出血は、自分の血液であってもそれが生体内の「異物」となり、機能不全を引き

起こす。生体内の異物を検出するのが免疫系の機能であることを考えれば、生体の場の乱れは

深刻である。母体が健康であることが、胎児の健康、出産後の新生児の健康の原点である。

では、この母親の健康が約束されるような環境が現実に保障されているだろうか。夫の失業

という事態は、社会システムの機能不全から派生したものであり、それが母体の生体内の胎児

のレベルにまで下りてくるのである。荒井（1987）は、「胎児の環境としての母体」と題する

著書の中で次のように述べている。

「母体が不健康であれば、この“出血”が起きる確率が高くなることだけは確かなことで

す。その中でも、特に心肺機能（心臓や、肺の働き）が弱いとすれば、母体が酸素欠乏

の状態になることは避けられません。これらのことを背景として、今日では“母体の酸

素欠乏”が、あらゆる先天性異常の原因となる、いうことが世界的な定説となってきて

いるのです」（p.101）。

心肺機能は、心臓血管系と呼吸系の機能である。胎児が成長して、必要とする酸素の量が増

えると、母体の心臓血管系、呼吸系の負担が増加し、胎児に提供する血液の負担が増加する。

このときに、母体が貧血状態にあれば、胎児への血液の供給は減り、生体内の母子相互作用は
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機能不全に陥る。出産は、これらの相互作用の過程での多くの困難を乗り越えて実現するので

ある。胎児が産道を通って外界の大気に接触し初めて、独立した自己の生体システムとして自

己呼吸を開始した瞬間が産声である。そして、この瞬間から、母子関係はそれまでの生化学的

相互作用から、社会的相互作用に移行するのである。生体内であれ、生体外であれ生体システ

ムが適正に機能するためには、機能を維持するための最適刺激水準の刺激の質が保障されなけ

ればならない。臨床の現場では、子どもの不適応で相談にきた母親が、妊娠中に夫との関係が

不安定で極度の不安状態とストレス状態にあったという症例が少なからず存在する。出産は、

すべての場合が、満期産とは限らない。未熟児として出生し（preterm）、保育器を必要とする

場合もある。出生後の新生児期に特別な管理を必要とする、いわゆるハイリスク新生児の場合、

すでに、母親の知覚する新生児の発する刺激の質、ヒトの発する刺激、すなわち筆者の言葉で

は、「対人刺激」（1970,1977,1987,1999,2000, 春日）を意味する。すなわち、対人状況におけ

るヒト刺激を筆者は対人刺激と定義している。いずれの場合も、出生後、母親と視覚領域のモ

ダリテイにおける、顔と顔を見合す（face to face）一対一の相互作用が始まる。

これは新生児期における最も重要な母子相互作用で、発達過程の後期に影響を与える新生児

と母親の対人刺激の相互作用である。ここで、両者の「対人刺激の質」が問われるのである。

対人刺激が、生体にインプットされることで相手の対人知覚が成立する。対人刺激は、すべて

のモダリテイに応じて対人刺激の特性を示す（1987,2000,春日）。触知覚の場合は、新生児が母

親に抱きつく感覚として母親に知覚される。未熟児の場合は、原始反射としての把握反射が弱

いのでしがみつく力が弱いと知覚される。聴覚刺激としての新生児の泣き声、嗅覚刺激として

の新生児の匂い、母親の匂い、新生児が母乳を吸うときの味覚刺激、母体の方は、乳房を吸わ

れる触知覚となる。これらは、すべてモダリテイに応じた対人刺激であり、これらが総合され

て新生児の全体を表わす対人刺激として知覚される。母親は新生児をどのように知覚するのだ

ろうか。新生児の対人刺激は、本来、比較行動学的には親の育児行動を解発する解発刺激

（releaser）としての刺激の質を持っているはずである。本来、乳幼児を見て直感的に感じられ

るはずの「かわいらしさ」の刺激の質に対して、生みの親が「かわいくない」と感じて虐待す

る児童虐待の事例が報告されている。乳幼児の対人刺激が親の育児行動を解発する解発刺激と

しての機能を失って行くとすれば一体現代社会システムの中で何が起こり、何が進行している

のだろうか。これは、鬼のような親が増えてきたという問題ではない。社会システムの機能不

全と同時に、個人と個人の生体システムの間の相互作用が、機能不全に陥っているとしか考え

ようがない。

母親と新生児の、face to face の相互作用に関する研究では、ハイリスクの新生児を持った母

親の方が、満期産で正常児の母親よりも子どもへの働きかけがより活発であるという。しかし、

これに反応するハイリスク新生児では、正常児に比べて母親から目をそらしてしまう（gaze

aversion）が多いという（Field,1977）。また、ハイリスク児の母親の方が、正常児の母親に比
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べて、顔の表情の情動表出が少なく、また、ハイリスク児は遊びにおける微笑反応が少ないこ

とが観察されている（Greene, Fox, & Lewis, 1983）。ここには、明らかに対人刺激の質の差、

両者の相互作用の質の差が示されている。ハイリスク児の母親は、子どもの生育について不安

があり、何とかしなければと焦る。その分だけ刺激を与えようとする働きかけの頻度は大きく

なるのだろう。しかし、子どもの反応はこれに協応していない。母親から目をそらすという反

応が多くなるというのである。このとき母親はどう感じるだろうか。母親は、焦燥から育児不

安を強めるかもしれない。相互作用の質は、負の方向に変質していく。顔の情動表出がない場

合、外的刺激にたいして生体システムはどのように反応しているのだろうか。

これに関する実験では、顔の情動表出のない被験者の方が、情動表出が豊かな被験者に比べ

て心拍数が高く、皮膚伝導反応が大きいと報告されている（Buck,Miller,& Caul,

1974;Notrarius & Levenson, 1979）。また、成人の被験者で、恐怖場面に対する反応で顔に情動

表出する群と顔に情動表出しない群を比較したところ、情動表出をしない群の方が心拍、呼吸

数、皮膚伝導反応が大きかったという（Notrius and Levenson, 1979）。すなわち、刺激に対し

て、無表情の場合、心拍の増加のように生体内で外からは観察されないcovert な形で反応し、

表情表出が豊かな場合は、情動が顔にovertに表出された分だけ、生体反応は抑えられている。

あるいは、生体内の緊張が開放されているために必要ないのかもしれない。ハイリスク児の母

親が顔に情動の表出がなく子どもを抱く時、子どもは母親から目をそらすので、視覚領域での

対人刺激の相互作用は不全となる。しかし、ここで注意すべきことは、このときの母親の心拍

をはじめとする身体的緊張は、触刺激情報として新生児に伝達されるに違いない。これを裏付

けるように、母子相互作用が、ストレス状況や混乱した状況で行われる時、母親と新生児の心

拍は同期するという報告がある（Field, 1982）。母親の不安が、新生児に伝達されるメカニズ

ムがここで確認されている。発達の最初期における母子相互作用における、対人刺激の質が相

互に最適刺激水準に保たれることが、ヒトがヒトになるために決定的に重要なのである。また、

情動の表出と生体反応は不可分であり、このことは心理療法に重要な示唆を与える。

心理療法は、セラピストとクライエント相互の発する対人刺激の相互作用であり、その相互

作用の質を治療的に変容させる試みに他ならない。心理療法ではクライエントとセラピスト、

患者と医師の生体システムが対峙して、そこで相互の対人刺激のやり取りが起こる。どのよう

な異なるモデルに依拠した心理療法であれ、このことは変わらない。ある患者は、最初は、医

師と目を合わせるeye-contact を避けるかもしれない。表情は強い情動不安を表出している。

治療者は、その対人刺激を知覚して情報処理し、患者の不安を低減させる治療的な対人刺激を

フィードバックする。表情刺激は最も重要な対人刺激である。心理療法の相互作用過程では治

療者の全人格の総合刺激が対人刺激として相手に作用する。このような相互作用の過程で両者

の間ににたちこめていた緊張と不安の霧が徐々に晴れて、相互作用の質が共感的なものへと変

容し、信頼感を醸成させる。相互作用の原型としての母子相互作用の研究の知見、情動表出と

春日：心理療法における相互作用
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生体反応の知見は、心理療法のメカニズムに多くの示唆をあたえる。ルパング島の小野田少尉

と鈴木青年の出会いの相互作用でも、鈴木青年が、最初は「断絶もなにも、私たちの歯車は全

くかみ合わなかった」と言っていることを思い起こして欲しい。それが、「一時間頬過ぎたろ

うか、小野田さんの顔に微笑が浮かんだ」と変化したのである。「小野田さんの心に私への信

頼感のようなものが生まれたのだろう」と鈴木青年は、述懐している。ルパング島のエピソー

ドでもう一つの特筆すべきことは、小野田少尉の元上官の谷口元少佐が小野田少尉と対峙した

ときの体験である（前出）。「突然、小野田さんが姿をあらわしたとき、全身の力が抜けるよう

だったが、小野田さんの気力に負けまいと歯をくいしばった」というのである。このことは、

対人刺激に強度があることを明確に示している。すなわち、小野田少尉の対人刺激の強度に、

谷口元少佐は、圧倒されたのである。谷口元少佐は、これを「小野田さんの気力に負けまいと

歯をくいしばった」という。また、小野田少尉を見た瞬間の彼の生体反応は「全身の力が抜け

るようだった」と述懐している。この対人刺激の強度を支えるものは、その人の信念と生への

動機づけの強さであろう。28年ジャングルで生き抜いてきたそのままの小野田少尉と平和な戦

後の社会に生きてきた元陸軍少佐谷口氏の気力の差が、小野田少尉の対人刺激を受けたときの、

谷口氏の生体反応に示されたという事実は臨床的な意味で注目に値する。心理療法においても、

セラピスト、カウンセラーは、気力としての対人刺激の質と強度を構成するゆるぎない人間観

とそれを支える信念体系と強い生への動機づけを持っていることが必須の要件となる。

発達過程で有害な対人刺激に晒され続けると、その個人の生への動機づけと対人刺激の強度

は減衰し、生体の機能は必然的に機能不全となる。こういった人たちを支援するのが心理療法

に他ならない。

発達初期の対人的相互作用において、有害な対人刺激の質に曝され続けた結果、生体が機能

不全の表現としての症状を発症するにいたった臨床事例がある。有害な対人刺激がどのような

ものか、ここで病院心理臨床の現場で筆者が体験した具体例によって確認しておこう。

事例1：母親がやってきて、幼児のわが子が、私の顔を見ると泣き出し、テレビを見せると泣

き止み、笑顔になる。これは子どもが病気になったに違いないので治して欲しいと訴える。母

親は、夫が生活費を入れず、家庭環境（家族システム）の中で持続して強い不安を持ち、その

顔には不安の情動が恐怖に近い形で表出されている。子どもに愛情をもって接する余裕はなく、

テレビを見せて育てたという。母親の不安が解消する支援によって、子どもも母親と笑顔の相

互作用をするようになった。

事例2：男子で高校のころから、対人関係で関係念慮が強くなり、妄想を持つようになった事

例で、生育史を調べると、家が商家で母が店に出て働かねばならず、幼児期から母親との相互

作用が欠落し、いつもテレビの前に独りで置かれていた。淋しくて母親を求めて窓ガラスをこ

ぶしで割った幼児期の記憶が残っている。

22



事例3：極度の発達遅滞を引き起こした虐待の事例：多産と貧困のため、姉弟の二人が外の犬

小屋のようなところに隔離放置され、栄養障害が重なり、暦年齢が5歳、6歳にも拘わらず心

身の発達が両者とも、1歳半の状態で発見された。母親は、子どもを抱いた記憶は全くないと

いい、母子相互作用は、全く欠落している。この発達遅滞児の治療チームによる回復過程は、

英文のモノグラフに報告されている（Fujinaga, Kasuga, Uchida & Saiga , 1990）。

事例4：対人関係で悩む女性で、物心つく頃から両親の喧嘩の中で育った。両親がいつ離婚す

るかという不安に怯えて現在にいたっている。いつも母から夫に対する憎しみや愚痴を聞いて

育った。

事例5：成人してから、対人関係で自信が持てず、常に将来の不安を感じている女性。幼少時

から、自分と母の関係が、口では表現できない何かわからない、不自然で不全感があると感じ

ていた。成人してから、母が自分の生みの親ではないことが分った。

事例6：不潔恐怖症に悩む女性で、父親が紙幣は誰が触ったかわからず汚いといって、紙幣を

水洗いしてから、ガラスに貼り付けて乾かしてから使用する父を見て育った。他者からの対人

刺激は、すべて不潔であると感じるようになった。父には女性蔑視が根深くあった。

事例7：対人的不信感が強く、自殺企図を繰り返す女性。父親が怒ると暴力を振るい、夜、家

を出て行けと追い出されたことが幾度もある。母親は、怯えるだけで助けてくれなかった。

このような、有害対人刺激による心理的外傷体験は、対人知覚のストック、対人関係に関す

るエピソード記憶として、記憶される。歪んだ対人知覚の記憶は、人間不信感を醸成させるこ

とになる。

この章では、対人関係の原点とも言える、発達初期の母子相互作用に焦点をあてて、刺激の

質と生体反応について考察を試みた。情動表出と生体反応は不可分の関係にある。

ここで、確認されたことは、人間（ヒト）の発達は、ヒトの発する刺激、すなわち筆者の定

義によれば、対人状況におけるヒト刺激を「対人刺激」と定義すると、適正な対人刺激の相互

作用の中でのみヒトの適正な発達が可能となるのだということである。

心理療法は、人と人の相互作用であり、その相互作用の質を治療的に変化させようという臨

床的支援の試みである。発達の最初期の母子関係における対人刺激の相互作用と生体反応に関

する知見は、心理療法における相互作用に多くの示唆をあたえる。次章では、心理療法過程に

おける相互作用について具体的に考える。

4．心理療法過程における対人知覚―対人刺激の相互作用

心理療法、カウンセリングは、セラピストとクライエント、カウンセラーと来談者、病院で

あれば、精神療法の医師と患者というように状況によって呼び名が異なるが、共通しているの
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は、二人の人間が、相互作用を行うことである。一方の人間は、自分では解決できない問題や

悩み、苦悩を抱えている。もう一人の人間にその悩みや苦悩を解決して欲しいと訴える。聴き

手は、それを主訴の形で受け取る。情報科学の情報伝達のモデルの視点から見れば、情報の発

信者と情報の受け手がいると考えてよい。ここでは、悩みの情報の発信者を、クライエント

（Cl）、情報の受信者をセラピスト（Th）と以後略記することにする。Thは、悩みの情報を受

け取り、反応をフィードバックする。それを受けて、今度はClがThに自分の考えや感情をフ

ィードバックする。ここに情報伝達のやり取りの持続的循環（ループ）が進行する。すなわち、

相互作用が形成される。心理療法における相互作用は、相互作用の質をClの悩みや主訴を解決

するために相互作用の質を治療的な特性に変化させる試みである。情報伝達という言葉をコミ

ュニケーションという言葉に置き換えてもよい。情報は、言語情報伝達と非言語伝達情報の二

種類である。情報がClとThの生体システムに入力されるとき、相互作用は、Clの生体システ

ムとThの生体システムの相互作用となる。これは、図1．の環境に、Thの生体システムを置

き換えてみればよい（図2．）。また、二人のヒトの発する刺激の相互作用であるから、これは、

対人刺激の相互作用に他ならない。すなわち、筆者の理論によれば、心理療法は、二人の人間

の間で交わされる対人刺激の相互作用なのである。これが出発点となる。これを、心理療法に

おける対人刺激相互作用モデルと呼んでおこう。

対人刺激が生体に入力されると相手の人物を知覚した結果として対人知覚が成立する。発達

過程におけるさまざまな体験の中で得られた対人知覚のストックは、他者に関する記憶情報と

して中枢神経系（CNS）に蓄えられる。これに関して、対人的コミュニケーション過程を示し

たものが、図3.（春日、1977）である。図3.を初めて発表した時点では、筆者は、生体のサブ
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システムを意識しておらず、中枢神経系（CNS）のみが記載されているが、この円形部分に生

体のサブシステムを当てれば、図2.と図3.は統合された形になる。図3.は、一般的対人的コミ

ュニケーション過程における情報伝達と相互理解の成立に焦点が当てられている。従って、情

報発信者と情報受信者の情報の記号化（encode）（どんな言葉で言いたいことを相手に伝える

か）、と記号解読（decode）（相手の言ったことをどのように解釈するか）が問題となり、その

際両者の間で、対人知覚と情報伝達におけるサイン（sign）でどれだけ共通のストック（貯蔵）

を持っているかを問題にしている。固体（生体）内コミュニケーションは、情報（メッセージ）

が入力された後の神経伝達物質の介在する生化学レベルの情報伝達を意味している。心理療法

における相互作用は、図3.の両者にThとClが対峙する特殊な場合と考えられる。たとえば、

夏目漱石の作品の「こころ」の主人公は、科白（巻頭引用）のように他（ひと）を一切信用で

きない、「死ぬ前にたった一人で好いから他（ひと）を信用して死にたいと思っている。あな

たは、そのたった一人になれますか。なってくれますか」という問い、不信感の刃でこちらの

胸元に迫ってくるような相互作用の中に、漱石の作品の「こころ」の主人公が、どれほど深い

人間不信に苛まれているかが浮き彫りになっている。同じ作品の中では、主人公はこうも言っ

ている。「信用しないって、特にあなたを信用しないんじゃない。人間全体を信用していない

んです」、また、「私は私自身さえ信用していないのです。つまり自分で自分が信用出来ないか

ら、人も信用できないようになっているのです。自分を呪うより外に仕方がないのです」、と

ある。人は生まれた直後の新生児のときから人間不信感をもって生まれてくる人がいるとは思

えない。環境との相互作用の中で有害対人刺激に晒され続けた結果、人間不信が刻印された対

人知覚が階層的に神経系の海馬に貯蔵されて、中枢神経系に人間不信の信念体系を形成するの
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である。図3.の中で、Aを人間全体を信用できないクライエント（Cl）、Bをセラピスト（Th）

に置き換えてみよう。Clの対人知覚のストック（I1）と相互理解に必要とされるサイン（sign）

のストック（X1）は、有害対人刺激に晒され続けた人間不信を中核とする記憶情報の集積であ

る。Cl（A）の持つ信念体系という言葉を、情報科学的な表現に置き換えると、それはAが発

達過程で形成した中枢神経系の対人刺激情報処理の基本プログラムである。すべての対人刺激

は、対人不信と情報処理されるか、または情報処理不能になっている。心理療法、カウンセリ

ングの相互作用においては、Th（B）は、心理療法過程ではこのCl（A）と対峙するのである。

Thの対人知覚（I2）とサイン（sign）のストック（X2）は、人間信頼と誠実さを中核とする記

憶情報の集積でなければならない。それが中枢神経系の人間信頼の信念体系となっている。図

3.で、AとBの中央のベン図の重なりがなく、I3＝0、X3＝0の場合は、AとBの間の相互理解

は成立しない。AとBの相互理解が進むにしたがって、I3> 0 , X3> 0 の方向に動き、ベン図の重

なりは増大するが、二つの円が完全に重なることはない。心理療法における相互作用が進行し

ているプロセスでは、中央のベン図の重なりのレンズ形の部分、I3、X3は、ThとClの共存を

可能にする対人知覚とサインの共有部分を示す。この部分が相互作用の過程で膨らんだり、細

くなったりするとイメージしてみるとよい。しかし、これはあくまでも相互作用の過程をベン

図によって特殊に模式図化したもので刺激が生体内にインプットされた後は、生体（固体）内

コミュニケーションであり、神経伝達物質が関与する生化学的過程となる。対人刺激は、対人

状況におけるヒト刺激であり、これは感覚の様式（modality）によって生体システムに入力さ

れる感覚受容器（r）が異なり、従って、その特性も異なる。心理療法における相互作用で主

要なチャンネルは、視覚と聴覚が中心となる。筆者は、対人刺激（Interpersonal Stimuli： IS）

とし、視覚（V）、聴覚（A）、触覚（T）、味覚（G）、嗅覚（O）とすると、感覚の様式に従っ

て、（IS）V、（IS）A、（IS）T、（IS）G、（IS）O と記述することにしている（参照：春日、1987）。

これは理論の数式化に役立つ。ここで、全体的対人刺激は、各モダリテイのISの総和と考えれ

ば：

Σ（IS）=（IS）V  + （IS）A  + （IS）T  + （IS）G  + （IS）O

モダリテイは、発達過程や対人状況でウエイトが異なるので重みづけのパラメータを考える

と、

Σ（IS）＝α（IS）V + β（IS）A + γ（IS）T  + δ（IS）G  + ε（IS）O

と表記される。心理療法の相互作用では、特に、対人刺激に情動がどのように表出され、それ

がどのように相手に伝わるかが治療的意味をもつ。たとえば、対人刺激は、モダリテイに応じ

て以下のようになる。

顔に表出される情動（facial expression of affect）-----------------------［（IS）V］Face

目に表わされる情動（Eye gaze） ------------------------------------------------［（IS）V］Eye gaze

声に表出される情動（Vocal expression of affect）----------------------［（IS）A］Vocal
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個人の体臭による印象（Olfactory impression）--------------------------［（IS）O］Body

身体的接触（Body touch）----------------------------------------------------------------［（IS）G］Hand

ここでは、数式化についてはこれ以上触れないが、詳しくは、春日（1987）を参照してほし

い。

ところで、心理療法における相互作用の過程で対人刺激は、具体的にはどのような形でClの

行動に表出されるだろうか。この表出は、Thの反応、フィードバックするThの対人刺激の質

によって変化する。Clの不安は、図3.の対人刺激の質に投影する。先ず、対人刺激の視覚領域

の表情（IS）V、特に顔の情動表出 :［（IS）v］faceと、眼:［（IS）v］gaze、に焦点を当てて、統

合失調症を中心に対人刺激が、心理療法の過程でどのような表れ方をするか見てみよう。一般

に最初、ClはThと目を合わすのを避けることが多い。しかし、Thに対する信頼の度が増すと、

次第に目を合わせるようになり、表情に笑顔が浮かぶようになる。これが、心理療法、カウン

セリングの一般的な治療過程である。しかし、これと逆に最初からThの目を凝視（gaze）し、

顔に表情を殆んど表わさない場合もある。統合失調症という診断名がつけられている機能不全

の場合は、神経症的障害に分類される機能不全と表情の情動表出が質的に異なるということは、

臨床家の間では確認されている事実である。統合失調症の病理の核は、人間不信である。 統

合失調症のClは、一瞬、表情を表わさずにThの目をじっと凝視したまま、瞳孔を覗き込むよ

うにして沈黙することがある。それはあたかもThが信頼できる人間かどうか、Thの瞳孔に人

間不信や軽蔑が隠されていないかを確認しようとしているかの印象をうける。その瞬間、Clの

瞳孔は縮小し、じっとこちらを凝視し続ける。それに影響されずに静かにその刺激を受け止め

て待つと、ふっと瞳孔のサイズと色合いが復元した感じに戻り、かすかに顔が赤みを帯びた感

じになり表情の緊張が微かにゆるむ。この瞬間にThにたいする信頼感が芽生えたかのようで、

ThはClに認められたと感じる。行動学の分野では、ヒトは相手にプラスの感情を持つと瞳の

部分が拡大し、また瞳の拡大した顔の方が好まれることは実験的に確認されている。筆者の私

見によれば、統合失調症の病理は、対人刺激を適正に情報処理できないことに関連している。

病院臨床の現場で、統合失調症のClの表情が伝統的にドイツ語の「硬い」（steif）という形容

詞で記述されてきたことを想い出してみるとよい。そもそも、顔の情動表出は本来、相手にこ

ちらの気持ちを伝達するための機能を持つ。しかるに、統合失調症は、相手の表情を正確に読

み取ることができず、自らも顔に情動表出することを避けている。また、表出する情動も、本

人の真意を伝えるものではない。例えば、統合失調症の空笑といわれる冷たい空虚な笑い。こ

の情動表出行動パタンの根底には、「誰も他（ひと）を信用できない」という信念体系が構造

化されているように思える。心理療法における相互作用の質は、Clの生体の機能不全（症状）

の種類と度合いによって質的に異なることを理解することが重要である。統合失調症のClは、

対人刺激、特に目からの対人刺激の意味を、読み取ることが困難であるというのが筆者の仮説

である。ロジャース学派が統合失調症の心理療法に失敗した理由がこれに関連している。共感

春日：心理療法における相互作用
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的理解であるはずの対人刺激が、共感的に理解されたとは伝わらず、逆に、恋愛妄想を惹き起

こしたりすることがあるのは臨床的事実である。筆者の臨床体験でも、Thの目が怖いと訴え

た症例がある。ここでは、Eye-to-eyeのコミュニケーションが成立する条件が欠落しているの

である。「他者のまなざし」について、現存在分析学派は興味深い解釈をしている。セシュエ

ー（分裂病の精神療法、1974、p37）によれば、『現存在分析は、「他者」のまなざしに一つの

脅威を見、それによって人格に侵蝕が加えられる』と考えるからだという。また、サルトルの

ことばを引用して、『他者が自分を「物体化すること」、すなわち、「主体」の性格が奪われて

「物」と化してしまう恐怖』（同、p37）だという。さらにまた、「現存在分析の言葉を使えば、

この分裂病者（原文のまま）たちは、物の世界におちこんでいる、他者にも自分に対しても

「物」になってしまった」（同、p27-38）というのである。

そもそも、筆者が対人刺激という概念を理論化したのは、ヒト刺激とモノ刺激を区別したと

ころから始まっている。その意味で、セシュエーの指摘は注目に値する。筆者は、ヒト刺激の

モノ刺激化の病理を提唱している（春日、2000）、図4.。ヒトは他者であるヒトをモノ（物）

と知覚すれば物を壊すようにヒトを殺すことができる。これは人類が進化の過程でDNAの中

に獲得してきた生存のための仕組みとしてのプログラム化されていて、人類はこの仕組みが作

動しないように制御するしかないが、科学文明の発達の果てに、この仕組みの制御が限りなく

制御不能に近づいていくのではないかという主張である。ここでは、ヒト刺激のモノ刺激化

（図4.）が進行し、対人刺激の情報処理が難しくなる。現存在分析の治療家が、患者をモノと

知覚するとは考えられないが、統合失調症の患者（Cl）の方が、他者を物（モノ）として見る、

他者ばかりか自分も物（モノ）として見るという指摘は、息をのむほどの臨床的含蓄がある。

精神医学の分野で伝統的使われてきた自傷他害という用語は、自分も他者も殺すことができる

ことを意味することになる。統合失調症に限らず、小学校低学年の友人殺し、自分が生んだ子

がかわいくないという理由で殺す親の子殺しや、ごく「普通の子」の親殺しの低年齢化といっ

た家族病理が現代の日本社会で表面化している。児童虐待の増加はとどまることを知らない。

ヒトにあっては、比較行動学でいわれてきた動物の子（幼体）のもつ刺激の質としての「かわ

いらしさ」が、親の育児行動を解発する解発刺激（releaser）として作動しなくなっている。

統合失調症に限らず今、若い女性の間に広がっている自殺企図ではない自傷行為は、自己のモ

ノ刺激化ではないか。自己概念というのは、自己の対人刺激の概念化されたものである。人間

不信に満ちた離人的空間では、対人刺激が薄れて、自己知覚や自己確認できにくくなる。生き

ているということの確認は、信頼できる自他関係があって初めて可能になる。リストカットを

するClは、自分の身体から流れ出る血の色をみてやっと自分が生きていることを確認している

のだと筆者に告げている。これを裏づけるように、自傷行為（リストカット）を繰り返してい

るときは、MMPIの分裂病指数（Sc）が高くなるという報告がある（綿貫、2005）。心理療法

の相互作用の中で、ClがThの「まなざし（視線）」を恐怖と感じるとすれば、現存在分析のモ
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デルに依拠する治療者が、「まなざし」を合わさない方がよいと考えるのも一理ある。しかし、

セシュエーは、「まなざし」を避けるべきだとは言っていない。統合失調症は、人に信頼感が

持てないので、信頼感の形成に時間がかかるのだとし、次のように述べている。

「人との触れ合いのむずかしさ、つまり人に信頼をもてないことのために、事をはじめるの

に長い時間がかかります。ある場合には、緊張がとけて、相手とのある触れ合いが「感じ」

られるようになるまで、一時間から二時間もかかるのです。このことがおこった時が、精

神科医の忍耐がむくわれる時です。その時まで沈黙をまもっていた分裂病者が話しはじめ、

彼の言葉が流れるようになり、信頼が生じるのです」（セシュエー、1974；分裂病の精神

療法、p178）。

なぜ信頼感の成立にそれほど長い時間がかかるのか。筆者の理論的枠組みでは、統合失調症

は対人刺激の情報処理能力が、状態変数に依存して変動的であり、時として容量に限界があり、

春日：心理療法における相互作用
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それゆえに処理に時間を要するのだと考える。心理療法の一回の面接時間は、どの治療モデル

でも原則として一時間を超えることはないから、セシュエーの言うとおりであれば、統合失調

症の心理療法におけるラポールの形成がいかに難しいかということである。ところで、日本で

は、統合失調症と眼球運動の関係を組織的に研究したのは、医科歯科大学の研究グループであ

る。この研究成果は、「眼とこころー眼球運動による精神疾患へのアプローチ」（1991）として

報告されている。この中で、小島（1991）は、「分裂病患者のまなざしは何故に冷たく、不自

然なのだろうか」と問い、これが研究を始めた契機であるとし、「まなざしの障害」という視

点から統合失調症の眼球運動の関係を分析している。それによると、統合失調症の患者は、対

象を見る場合、空間的な広がりの中で体制化して見る準備性が弱いのだとする。この準備性を、

小島（1991）は「心的構え」と呼び、この心的構えが貧弱であるために、眼の前の刺激に断片

的に反応しているに過ぎないという。この心的構えの欠落が、統合失調症のまなざしの「冷た

さ」や「不自然さ」となって表出されるのだと分析している。統合失調症の患者は、情報処理

の初期段階での情報の組織化に失敗するのだという指摘がある（Place & Gilmore，1980）。す

なわち、目の前の刺激にのみ単純に反応し、前後の関係の文脈の中で情報を組織化することが

できにくいのだという。また、Mark et al. （2005）によれば、われわれが対象を知覚する時こ

れを眼で追跡してたどる（Eye tracking）、知覚の成立には、背景（background）の情報、視

覚的流れ（optic flow）,いろいろな型のマッチング（template matching）が関連するという。

ここで、これらの指摘を心理療法におけるClとThの相互作用にあてはめて筆者の理論的枠組

みで考えてみょう。統合失調症のClがThを知覚するとき、これはClの脳内に成立するThの対

人知覚である。これは、Thの発する対人刺激の情報処理の結果成立する。この時に、対人不

信感があるために、対人刺激の情報処理をする「心的構え」が準備されていない。目の前の刺

激、すなわちThの眼が最も目の前にある対人刺激としてThの眼が選択されてしまう。しかし、

それは、本来最も回避したい対象で、統合失調症の患者は眼からの情報を読み取る（decoding）

ことができず、ときにはそれが対人不信の結晶としての恐怖となる。

これが、所謂、視線恐怖の病理のメカニズムにほかならない。対人不信というような概念を

持ち出すと、何か善悪を前提とした道徳的なニュアンスを前提にしているようで気になるので、

もう少し客観的に記述すると、対人不信感を持っている人は、対人刺激の情報処理プログラム

が不信とのみ情報処理（decoding）されるように固定化されているということである。発達過

程における対人関係の中でそのようなプログラムを獲得したのである。したがって、心理療法

の中で、Clが人間の信頼感を回復するとすれば、それは、対人刺激処理のプログラムに、地球

上には信頼できる人も存在するというサブルーチンを書き込むことである。そのためには、人

間不信のClと対峙するThは、純粋の人間信頼という信念体系の構築に向けたたゆまぬ努力が

必要となる。カウンセラーや心理臨床家を志望する学生で、人間不信でそれはもう変わらない

という人、人間よりもペットの犬猫の方が信頼できるという不変の信念を持つ人、人生の目的
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はただ金儲けであると信じている人、これらの人達は本質的に臨床家になる資質が欠落してい

るので、直ちに荷物をまとめて、別のふさわしい分野へ旅立ったほうがよい。これは、余談で

はなく真面目な話である。さて、もう一方のMark et al.（2005）の指摘を、心理療法過程にお

ける対人知覚にあてはめて考えてみると、Clにとって、相手の顔がどこを向いているか、視線

の方向、顔の傾き加減、表情の特徴の検出、情動の種類、これらが視覚的流れの中で、背景を

含めて組織化される。統合失調症のClにとってはこのようなことができにくい。統合失調症の

Clは、眼球運動（eye tracking）に特徴があり（Holzman et al. 1974）,対人知覚を成立させる要

素についての視覚的流れ（optic flow）が、緩慢で対人刺激情報の処理が不能であったり、時間

がかるのかもしれない。以上ここまでは、統合失調症に焦点をあててその心理療法の相互作用

における情動表出と対人刺激の情報処理の特性の記述を試みたが、神経症的機能不全の表出と

しての症状や悩みを訴えるClの情動表出としての対人刺激の質は、統合失調症と質的に異なる。

涙ながらに訴えたり、孤独であることの悩みを訴え、人との絆を回復したいと願う場合もある。

言いかえれば、統合失調症のように離人的ではない。台風一過の青空のように悩みが解消する

場合もある。ここで、確認しておくべき重要な点は、心理療法ではCl（患者）の生体の機能不

全の表現形としての症状の重篤度と症状の種類によって心理療法の相互作用の質や支援として

の介入の仕方が異なることである。心理療法は、当然のことながら万能ではなく限界がある。

症状が重くなれば、生体内情報伝達に関して、生化学的、薬理的に支援する医学的介入が不可

欠となる。摂食障害で体重が危険なレベルまで減少し、放置すれば死の危険が迫っている時に

必要なのは心理療法ではなく、生体を救急的に回復させる栄養補給の点滴や、薬理による医学

的介入である。ここで、今までの要点を少し整理してれおこう。心理療法における治療的相互

関係の成立には、両者に共通する表情とその表出に関する概念や対人知覚の情報のストックが

不可欠だということである（図3.ベン図の共有部分）。この両者に共通するものに関しては、

一般のコミュニケーションでは、顔の情動表出の認知に関して、1）表情の言語的ラベルにつ

いての知識、2）表情が伝える情動についての概念的知識、3）相手の表情を見ることによって

惹きだされる情動反応を知覚すること、4）表情を生み出すための運動筋肉についての知識が

関連すると指摘されている。（Adolphs,R,2000b;Nelson,C.A.,Haan,M.de.&Thomas,K.M., 2006）。

これは、心理療法における相互作用についても当てはまる。しかし、注意すべきことは、心理

療法においては、生体の機能不全の表現形としての症状がからむが故に、情動の表出が日常の

友人関係の気ままな会話のようなコミュニケーションと異なり特殊なパタンをとることであ

る。笑顔という表情の言語的ラベルについて、それが満足や快の情動表出である知識や概念を

持っていたとしても、統合失調症の伝統的な症状記述に見られるように空虚な冷笑、眉をひそ

めた顰め顔は単純な快や不快の表出ではない。また、顔面筋の不随意的な痙攣（チック）は、

生体システムの機能不全の表現形で、Clが意図的にThに伝えようとしているわけではない。

これらは、Clの発する対人刺激であるが、Thがこれを心理療法の過程でどう受けとめるかが
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鍵となる。Thは、これらの機能不全の表出としての対人刺激について理解していることが必

要であるが、Clからくるこれらの刺激を冷たい科学者の目で観察し解釈する（decoding）と、

それは、相手を冷たく観察したThの対人刺激の質がClにフィードバックされ、それは、Clの

「症状」を悪化させるのである。セシュエーが、「外から、冷たく、まったく形式的に、平衡を

失った人間の表現を研究しようとするような、科学者の態度をもって（Clを）みること」を戒

めている（セシュエー、1974 ,p184）のはこのことである。

以上、心理療法過程における視覚領域の対人刺激情報（IS）Vについて述べてきたが、音声を

伴う言語が関与していなければ、非言語情報伝達となる。ClとThが沈黙している場合がこれ

にあたる。しかし、心理療法の過程で、主要な機能を発揮するのは、聴覚領域における対人刺

激（IS）A,すなわち、音声を伴う対人刺激［（IS）A］vocalである。これは言語情報伝達である。

また、実際の臨床場面では、言語情報と非言語情報は共存しているので、ばらばらに存在する

わけではない。たとえば、Clが悲しみの表情で、不安を訴える。怒りの表情でThを非難する

といったように表情と言語的な情動表出は、融合した形の対人刺激となり、［（IS）v］face +

［（IS）A］vocal と表記される。

ClはThにどのような音声の言葉でどのような表情で不安や悩みを訴えるか。その対人刺激

をThはどのような表情でどのような言葉を返すか。そのThの返す対人刺激の質が、Clの生体

反応を引き出すのである。それが治療的な質の相互作用であるかどうか。心理療法のポイント

はこの一点に絞られている。Clは、一人として同じ人はいないし、同じ主訴であっても個人差

があり、個人の特性や状態が関与する現象的レベルと伝達内容をどのように言語化するかとい

う操作的レベルがある。情動の音声的表出に関して、個人差を踏まえた上で、それが相手にど

のように伝わるかをモデル化したものに、古くはBrunswik（1956）のレンズモデルがあるが、

これを修正したモデル（Scherer et al. 2003）は、心理療法の相互作用の理解に参考となるので

とりあげてみたのが、図5.である。情報の発信者（Cl）が、情報の受け手（Th）に、情報を情

動の音声表出として記号化し（Encoding）伝えようとする。伝達過程（Transmission）では、

現象レベルでは末端表示手がかり（Distal indicator cues）が近接知覚となり、操作レベルでは、

知覚判断がこれに対応している。例えば、情報発信者（Cl）に状態不安や特性不安があれば

（Trait/state）,それは、情報の受け手に不安属性として判断される（Decoding）。

例えば、Clの不安が強く、自信を喪失している場合など、音声が聞き取れないほど弱くなる。

逆に攻撃的なClの場合は、大声でわめく場合もある。しかし、図5.のモデルは、情報処理過程

の記述がまだ不十分で、情報の発信者と受信者の位置関係が明確でない。そこで、このモデル

を拡張したのが、図6．拡張レンズモデル（Harrigan,Rosenthal,& Scherer,2005）である。これ

は、拡張モデルと言うだけあって、情報伝達過程における発声に関わる要素が、認知的評価

（cognitive appraisal）、生理的反応（physiological response）、音声手がかり（voice cues）,近接

手がかり（proximal cues）と明示されていて、かなり分りやすくなっているが、このモデルで
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注意すべきことは、このモデルは本来リサーチを目的にモデル化されたものなので、相互作用

モデルではないことである。おそらく、複雑化を避けるためか、フィードバック　ループがな

い。したがって、この図6．をフィードバックのある図3．に重ねると、Clの音声刺激の質

（たとえば、悲しみの表出）を、Thがどのように受け止めてどのような言葉をどのような音声

で返すかという心理療法の対人刺激の相互作用の実相が浮き彫りになる。そこで図6にもう一

度戻ると、図6．ではThがClの音声による情動表出を判別する場合と、ClがThの音声による

情動表出を判別する場合に分けて当てはめることになる。先ず、Clの情動が問題になる場合、

Clは図6.の左側に位置し、右側のThがClの対人刺激［（IS）A］vocal を知覚し、Clの情動を推

論する。Clは、先行する外傷体験（Antecedent event）があり、主訴をもって病院やクリニッ

ク、カウンセリング・センターにやってくる。機能不全の表現としての症状がひどい場合は、

それを取り除くことが重要であり（Importance）, まさに、不安や苦しみから解放されること、

それが治療されることを期待（Expectancy）する。しかし、その主訴をうまくThに伝えるこ

とができるかどうか（Conduciveness）,対処可能性（Coping potential）や、Clの自己/社会的

基準（Self/social standards）が問題となる。特に、Clは生体の機能不全のために、対処能力が

減衰している。社会的に孤立していたり、自尊感情が低下して自己の存在感が希薄になってい
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る。ここでのClの情動は、生体内の覚醒という生理的反応を経て、それがClの声の質に反映

する。これがClの対人刺激の質の一部となる。Thはそれを知覚し、Clの情動を推論する。し

かし、心理療法においては、Clの情動の推論の妥当性だけが問題なのではない。Thは、Clの

信頼感を回復させ、生への動機づけを再起動し、Clが自己の存在する意義を確信できるように

支援するのである。そのためには、Thは、難局を乗り切る対処能力を持ち、重要性の判断や

他者への期待のあり方が、自己中心的で自己愛的な規範から開放されていなければならない。

Clの不安や苛立ちを反射させずに吸収して平安を維持する、対人刺激の強度と質が要求される。

それは、純粋な人間信頼を中核とする高次の自己意識、信念体系によってのみ可能となる（図

4．）。

さて、最後に心理療法における対人刺激の相互作用で嗅覚刺激領域では、体臭［（IS）o］

Bodyが問題となる。Thは、身体が汗臭い体臭を発散させたりすることがないように身体を清

潔に保つこと、面接の前日に口臭が残るような食物を摂取しないこと、女性のThは面接前に

香水を使用しないことは常識である。身体的接触では、文化によってことなるが、アメリカで

はThとClが最初に会ったときのきちんとした、礼儀正しい握手は治療関係成立を助けるとさ
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れる。この場合、握手の仕方は、刺激の質として相手に伝わる。（The New Harvard Guide to

Psychiatry,1988,p9）。だらしのない握手は、やる気のなさや、性格的な弱さとして伝わるかも

しれない。日本では、欧米のように初対面の礼儀としての握手の習慣は、一般的ではないので、

ThとClが初対面で握手をすることはない。しかし、心理療法の過程で同性同士であれば、相

手を励ますような形でThがClの肩に手をおいたり、背中軽くたたいたりという接触は起こり

うる。留意すべきは、対人刺激は本来ヒト刺激であり、ヒトに固有の性差があり、比較行動学

的に、それが他の動物同様にその種の保存のための性行動を解発する解発刺激（releaser）の

特性を持っていることである。Cl（患者）の生体の機能不全の昂進が著しく、すなわち、症状

が重い場合、患者が、対人刺激の持つ性的刺激価に過敏に反応する場合がある。例えば、統合

失調症の恋愛妄想や、相手は自分に気があるに違いないと確信するヒステリーの自己中心的か

つ自己愛的な過度の思い込みなどがそれである。こういった要素が心理療法の過程に混入する

と、対人刺激の相互作用の質は、著しく非治療的になり、混乱をきたすことになる。症状など

を引き合いに出さなくても、心理療法の過程で普通の恋愛感情が、醸成されることがあっても

不思議ではない。精神分析モデルでは、転移という構成概念でClとThの間で起こる好悪の感

情を説明しているが、筆者に言わせれば、精神分析のモデル自体が、そもそも転移感情を惹き

起すように作られたモデルなのである。

Kardener（1974）が、460人の医師を対象にした調査では、5～13％の医師が、患者と何ら

かの性的関係を持ったとする報告がある。心理療法の分野では、まだこのような調査はないが、

巷には倫理観が問われる噂が絶えない。心理療法の過程でもThは、対人刺激の相互作用の過

程で起こる現象の機序をよく理解し、強靭な倫理観と自己制御力を持つことが要求されている。

心理療法では、異なる治療仮説に基づき、さまざまな治療モデルが提出され、そこでは相互作

用の質も当然異なることになる。何が治療の鍵となるのだろうか。次章では、異なるモデルの

統合という視点から考える。

5．心理療法におけるモデルの統合に向けて

モデルの統合に向けてというタイトルで書きはじめるが、筆者は、ここでさまざまな心理療

法のモデルを一つに統合しようと試みるつもりはない。治療モデルは、そもそも異なる病因論

と異なる治療仮説から生成されたもので、これを一つの坩堝にいれて攪拌すれば、合成された

モデルが生成されものではないことは自明である。一つのモデルにはそれを支える独自の構成

概念がある。一つのモデルの優れた要素を他のモデルの中に取り入れることは可能だろうか。

これは、折衷主義（eclecticism）と呼ばれてが、この折衷主義にたいしても、本来のモデルの

純粋性がそこなわれて、まがい物となるというイメージがつきまとうせいか、ときとして激し

い反発を招く。Lazarus（2003）は、1967年に技術的折衷主義を提案したのに対し、Eysenck
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（1970）が、酷評で応じたエピソードを紹介している。

Lazarusが引用しているEysenckの語句を紹介してみよう。曰く、折衷主義のもたらすもの

は、諸理論のごた混ぜ（a mishmash of theories） ,  方法の混乱（a hugger-mugger of

procedures）,治療のごっちゃ混ぜ（a gallimaufry of therapies）、適正な論理のない活動のドン

ちゃん騒ぎ（a charivaria of activities having no proper rationale）で、検証不能、とにべもなく

斬り捨てている。Lazarusは、これを「辛辣な攻撃」（vitriolic attack）と言っている。Eysenck

も　Lazarus も過去に来日して学会で講演しており、筆者はそのいずれも聴く機会をえたが、

Eysenck は徹底してevidence basedの立場で、日本健康心理学会で冷静に喫煙の有害性述べ

ていたのが、印象的であった。

その印象からすると、ここでのEysenckの反応は、意図して選んだ語句をぶつけて反発的感

情を込めた様子が窺える。一方、Lazarusは、人間学派の要素も兼ね備えた理論家であるが、

vitriolic attackという表現は、硫酸をかけられた、とか、悪意のあるというニュアンスを含む

から、感情的になるのを抑制して、こちらも、この語句に思いを込めた観がある。さて、

Eysenckの酷評から25年経って、Lazarusが書いた論文が、多様式療法：最小統合随伴の技術

的折衷主義（Multimodal Therapy:Technical Eclecticism with Minimal Integration , 2003）であ

る。彼は、thechnical という語をsystematic（組織的）という語と同義に用いている。理論的

には、技術的折衷と言う時、社会・認知学習理論を中心に据えているという（p232）。ここで、

かれの多様式療法（Multimodal Therapy : MMT）について紹介しておこう。先ず、Cl（患者）

は、心理療法の過程で、さまざまな様式に関して学習し、それが心理療法における変化に連な

ると考える。この様相（modality）を、7つの様式で捉える。すなわち：

1．行動　（Behavior：B） 例：　回避、引篭もり、決断できない、等

2．情動　（Affect：　A） 例：　不安、抑うつ、罪悪感、等

3．感覚　（Sensation：S） 例：　頭が重い、肩こり、頭痛、めまい、口の渇き、 等

4．イメージ　（Imagery：I） 例：　祖母の葬式の鮮明な情景、親からの非難の情景、等

5．認知　（Cognition：C）例：　自己非難傾向、せねばならぬ思考、自己の失敗に捉われる、

等

6．対人関係　（Interpersonal relationships ：I） 例：友人関係を避ける、家族関係の緊張、

等　

7．生物学的過程 （Biological processes=Drugs / Biology ：D） ビールを飲む、ジョギング

を止める、 等。

以上7つの様式の英語の頭文字をとって、Lazarusは、これをBASIC I.D.と略記する。また、

このBASIC I.D.は次のような原理に従うとする（Lazarus,203, p236）

1）人間の行為は、この7つのモダリテイの相互作用である

2）これらのモダリテイは、行動と生理心理的過程の複雑な連鎖によって結合され、相互処
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理と流動の状態で存在する

3）正確で完全な評価には、個々のモダリテイとそれぞれの相互作用の組織的評価が必要と

なる

4）持続的処置の結果は、BASIC I.D.が特別に矯正されることを通じてより有意義なものと

なる

5）心理的障害は、以下の中のいずれか一つか、それ以上の相互関連の産物である：葛藤状

態または、アンビバレントな感情と反応、誤った情報、情報の欠如、不適応的習慣、生

物学的機能不全、対人関係不安、否定的自己受容に付随する問題、外的ストレサーおよ

び実存的関心（Lazarus,2003.p236）

Lazarus のBASIC I.D.（意図したのか偶然か、頭文字の集合が、「基本的身分証明」という新

しい意味に変身している）は、心理療法過程の変化を評価する切り口として、臨床的に非常に

有効であると筆者は評価したいと思う。

かって、Eysenckの痛烈な折衷主義批判にも拘わらず、近年になって異なる心理療法のモデ

ルの間にClの変化促進する共通する治療的因子（common therapeutic factors）探ろうとする

動きがみられる。例えば、Garfield（2003）の共通因子アプローチ（Eclectic Psychotherapy: A

Common Factors Approach,2003）は、その一つである。Lazarus（2003）は、その論文のタイ

トルが示すように、心理療法過程でのClの変化を組織的に探るためのモダリテイを提案し、そ

の枠の中で折衷を考えている。つまり、7つのモダリテイ（BASIC I.D.）は、どのモデルでも

Clの変化を問題にするとき参考になるとし、全体的な統合は、社会・認知学習理論という形の

最小の範囲に抑えている（タイトルのMinimal Integrationという表現に注意）。言い換えれば、

異なるモデルを無理やりに統合しようとはしていない。

これに対し、Garfield（2003）は、もっと純粋に各モデル間の類似性を問題にする。もっと

も単純な類似性として、どのモデルでもClとThの二人の人間が、関わるという単純な事実か

ら出発する。つまり、方法論をひとまず置いて、類似の要素を洗い出そうとする。その結果、

Cl（患者）とThの関係の質、Clの体験過程の質が問われることになる。Garfield（2003）の記

述の中に、筆者の「対人刺激モデル」の考え方に接近している記述があるので、これを拾い上

げてみると、以下のようになる。

1．「Clに好ましいと知覚されたThは、何よりも先ず、Clにとっての希望の源泉を提供した

ことになる。もしも、このポジテイブな関係が発展すれば、初期の希望は強化され、

Thに対するClの信頼とClの自信が増加する」（p.184）。

2．「もしも、患者（Cl）が、治療に参加し、そこに何かポジテイブなもの（something

positive）が進行していると感じれば、ポジテイヴな結果の起こりやすさがより増大す

る」（p.185）。

3．「かくして、患者の治療者の知覚は、非常に重要である。もしも、ThがClの福祉に関心
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を持っており、有能で信頼できると人だと知覚されると、Clはより発達しやすくなり、

治療の形態と関係なく、Clの進歩の可能性は増大する」（p.185）。

ここで、筆者が注意を喚起したいのは、ClのThの知覚の重要性が指摘されていることであ

る。すなわち、まさしく「対人知覚」の重要性に言及している点である。すでに筆者が述べて

きた「図3．対人コミュニケーシヨン過程、（春日、1974）」を思い出して欲しい。心理療法の

相互作用の過程で、ClとThの両者の対人知覚のストックの重要性は、すでに指摘した通りで

ある。初期の対人知覚で信頼感が形成され、ラポールが成立するのである。Garfield（2003）

が、「なにかポジテイブなものを感じる」というのが、筆者のモデルで言う「対人刺激の質」

に他ならない。

彼は、Sloane et al.（1975,p.206）の研究を引用して、心理療法のモデルの種類に関係なく、

治療を成功に導く要素として Clが指摘する以下の 5つの要素が重要であるとしている

（Garfield,2003,p.185）。

1．あなたを担当する医者（Th）のパーソナリテイ

2．あなたの抱える問題を理解するように助けてくれる

3．あなたを悩ませている問題に徐々に直面するように勇気づけてくれる

4．自分を理解してくれる人に話すことができる

5．あなた自身を理解することを助けてくれる

心理療法の一つのケースは、本来個別的なもので、心理療法における相互作用も個性記述的

特性（idiographic）を持っている。たとえば、ある事例の面接記録を記述しようとすれば、そ

れは、必然的に個性記述的になり、質的特性の吟味が中心になる。一方で、われわれは、心理

療法の治療モデルの一般的法則を探ろうとしている。いわゆる、法則定立的（nomothetic）接

近と個性記述的（idiographic）接近の統合という問題は、心理療法についてもわれわれは避け

て通ることはできない。近年になって、事例の個性記述的資料から、帰納的に仮説を生成し、

量的に大量データに依存せず特定の事象のモデル化を試みる研究方法論が確立した（Strauss

& Corbin,1990）。これによって、症状に悩む人を減らす目的で研究をしているのに仮設検証の

ために、症状に悩む人を大量に必要とするという矛盾と、それに気づかぬ者が落ちる底なしの

倫理的落とし穴を回避する道が拓けた。この落とし穴は自分が落ちていることことに全く気が

つかず、ただ良心がアポトーシス（生理的細胞死）のように融解していくので恐ろしいのであ

る。しかも、自分は十分に良心的であると信じている。臨床の実践活動は、砂時計のように限

られた人生の時間を、情熱をもって他者を支援するために用いるという純粋な動機に支えられ

た活動である。 しかし、自己満足的に、漫然と臨床の実践活動を続けていることは許されな

い。なぜなら、それは自分の欲求充足のために、心理的生理的に苦悩する他者を利用している

に過ぎないことになるからである。善意だけでは、臨床の実践は成り立たない。臨床の実践に
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は、それを支える理論が必要である。理論のないところに臨床の実践はありえない。そこで、

最近年の理論である。Teyber（2006）は、心理療法における統合モデル（An Integrative

Model）を目指し、対人過程的接近（interpersonal process approach）を提唱する。彼は、こ

のアプローチは、異なるモデルでも適用可能で、認知・行動療法、対人的 / 精神力動療法、実

存的―人間学的療法、家族システム療法、その他、いずれの療法においても、Thはこのアプ

ローチの導入によって、ClとThの関係をより有効なものとすることができると正面から言い

きっている点は注目に値する（Interpersonal Process in Therapy：A Integrative Model,

Teyber,2006,p.5）。そして、先ずこれを可能にする「概念的枠組（conceptual framework）」を

明確にして行こうというのが、彼の立場である。紙数の関係で、ここで彼のモデルの全貌を詳

細を説明することはできないが、彼が提唱する対人過程アプローチを支える核概念（core

concept）について、筆者なりにまとめてみよう。Teyber（2006）によると、核概念は次の3つ

がある（同、p.18-30）。

1．過程次元（The Process Dimension）：

2．矯正的情動体験（Corrective Emotional Experience）

3．クライエントの反応特殊性（Client Response Specificity）

Teyber（2006）の提唱する3つの核概念を、筆者なりに以下に要約し、説明してみよう。

1．過程（プロセス）次元という核概念は文字通り、心理療法の相互作用の過程そのもののあ

り方の次元に焦点をあてる。相互作用の過程では、そこで主訴に関連してある内容が語ら

れているが、ある時点でその内容から意図的に離れて、進行中の相互作用の過程のあり方

の問題に注意の焦点を移動させる。彼はこれを、知覚的移行（perceptual shift）と呼ぶ

（p.18）。言い換えると、これはコミュニケーションのあり方について、コミュニケートす

ることなので、メタコミュニケーションの問題ということになる。ここでの基本的考え方

は、Clが面接過程で問題にする内容は、Clが外の実生活の習慣的コミュニケーションのパ

ターンに関連しており、この同じパターンが面接中の相互作用の「過程」に現れるはずで

ある。そこで、このプロセスに焦点をあてることが変容のきっかけ生み出すのだと考える。

そして、それに言及する形でコミュニケートの仕方に直接的に介入する。この技法を、

Teyber（2006）は、プロセス　コメント（process comment）と呼んでいる（p.19）。筆者

の感想は、この技法は、ClとThの間に十分な信頼関係の成立していることが前提になると

考える。すなわち、ここでもThの対人刺激の質が問われるのである。また、Clが、内容に

ついて訴えたいという欲求が支配的で、不安と抑うつが強い場合は、この介入は、相互作

用の質を低下させるリスクを伴うと思える。したがって、信頼関係が成立した後、生体シ

ステムの機能不全の度合、すなわち症状の強さとの関連で、どの時点でこの介入を行うか

のタイミングが重要となろう。

春日：心理療法における相互作用

39



2．矯正的情動体験：ここでの中核概念は、Clに対するThの説明よりも、Clが心理療法の過程

で何を体験するかという体験そのものが重要であるとする。Clが面接過程での情動体験を

通じて、問題行動パタンが矯正されるような変化をもたらすことができるか否かがポイン

トとなる。対人過程アプローチというのは、経験に基づく学習モデルだと考えられている。

面接過程で、Clは心理的外傷体験のような情動的苦痛を伴う過去の体験を開示し、Thは、

これに対し補償的反応（reparative response）で応じる。ここで、Clは、Thに理解される

ことによって、大きな対人的安心感（interpersonal safety）を得ることになる。これに支え

られて、Clは、アンビバレンスから開放され、有意義な自己開示が可能になり、罪悪感か

ら開放され、自己を赦すことができ安全感を得るという変化がもたらされる。これらは、

Thとの間の「矯正的情動体験」によるとする。そして、「体験」という概念は、異なるモ

デル、例えば、解釈、共感的理解、認知的再構成（cognitive restructuring）、自己モニタリ

ング技術（self-monitoring skill）等にも活用できるとしている（Teyber，2006,p22）。Clが

Thとの相互作用の過程で安心感を持つことができるようになること、これは、筆者の臨床

体験からみても、変化の原点であることは間違いない。ClとThの信頼関係とそこに形成さ

れる安心感が、Clの現実の生活空間における安全基地となるのである。

3．Clの反応の特殊性：

効果的な臨床理論は、さまざまなClに対応できる柔軟性（flexibility）を持っていることが

必要であるとする。事実、全く同じClというのは一人として存在しない。異なる生まれ、

異なる環境、異なる社会階層、異なる文化等々が、Clの背景にある。一人のClに適したTh

の反応が、別のClにあてはまるとは限らない。Thは、それぞれのClに応じた反応をするこ

とが求められる。ここでのキーワードは、Thの対応の柔軟性であるという。このとき、Th

は、それぞれのClに応じて共感的でなければならないが、それは、言い換えれば、Thは、

認知的、情動的な柔軟性を持つことであるという。つまり、Thは自己の固定的価値観に捉

われず、Clの主観的世界に入ることだという。

Clの独自性は、かねてから現象学派、人間学派の主張してきたところであるが、対人関係に

おける信頼感の形成の重要性は、初期条件として必須のもので、どのモデルに関しても基本的

に正しいと筆者も思っている。特に、ラポールの形成の初期段階で、Clの反応の特殊性の理解

は、決定的な意味を持つといえる。

Teyber（2006）の3つの核概念を、筆者なりに簡潔に整理してみよう。先ず、心理療法にお

けるClの変化は、プロセス（過程）の中で起ことである。従って、このプロセスそのものに介

入することが、変化のきっかけを作る。その時に、その過程で、Clが変化のきっかけとなるど

のような情動的体験をするか、そこから古い問題行動パタンを脱するためにどのような心理療

法のプロセスの中で学習をするかが、決め手となる。また、Thの反応態度に関して、Clの独

自性を踏まえた共感的な対応をすることが決定的に重要であるということになろうか。
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さて、ここまでは現時点（2006）までに、心理療法におけるモデルの統合に関して、どのよ

うな議論がなされてきているかについて紹介したが、以下は、筆者自身のモデルに基づく、モ

デルの統合に向けての考察である。

まず、Garfield（2003）の、共通要因アプローチに倣って、異なるモデルに共通する要因を、

筆者の理論的モデルに基づき、箇条書に記述してみよう。ヒトは空気と水を必要とするという

意味での共通要因である。

1．ThもClも、環境と生体との絶えざる相互作用を行い、現在にいたっている。このとき個人

の生体は、共通要因として、6つのサブシステムを持つ生体システムとして機能している

（図1．）。

2．心理療法におけるClとThの相互作用は、Clの生体システムとThの生体システムの相互作

用である（図2．）

3．心理療法の過程は、ClとThとの対人コミュニケーション過程である。それは、ClとThの

対人刺激の相互作用である。この時、両者が相手を知覚する結果として対人知覚が成立す

る。発達過程は、対人刺激の相互作用に依存しており、対人知覚の記憶情報は、対人知覚

のストックとして、中枢神経系に貯蔵される。相互理解は、中枢神経系と対人知覚のスト

ックの間の共通性、共通理解が前提になっている（図3．）。

4．Clを自己と置き換えると、他者はClから見て非自己となる。Thも非自己と知覚される。非

自己に、Thを置きお変えると、心理療法の相互作用は、自己と非自己の相互作用であり、

両者の対人刺激の相互作用となる（図4．）。それは、Clにとって、非自己であるThが、Cl

の自己を理解支援しようとし、Clの側では、Thに対して感じる非自己性の知覚を減少させ

て、Thに近づくコミュニケーション過程である。共感的理解は、この過程で生じる。

5．Thの発する刺激は（Clの発する刺激も）ヒト刺激であり、Clに対峙する対人状況では、対

人刺激となる。これは、言語刺激と非言語刺激から成り、認知情報と情動情報を伝達する。

この情報はヒトに関する意味情報である（図4．）。

6．対人刺激は、自己（Cl）の生体システムに、感覚のモダリテイに従って入力される。ここ

から先は、生体内レベルで神経伝達物質が関与する生化学的情報伝達となる。Clの生体は、

Thの対人刺激の質に応じた生体反応を示す。生体に入力された対人刺激は、図3．（春日、

1977）では中枢神経系（CNS）に行くとだけ図示されているが、実際は、行動の構造のレ

ベルにしたがって、神経系の3つの統合系といわれる、脳幹・脊髄系、大脳辺縁系、大脳

皮質系に振り分けられ、これは反射、情動、認知、メタ認知という行動レベルに対応し、

この各レベルの機能不全が表現形としての症状（病理）として出現し、病理的反射、情動

障害、思考障害、メタ認知障害といった質的に異なる症状を示す（図4．）。

以上は、筆者の対人刺激モデルを基礎に据えてはいるが、その他のどのモデルについても共

通する生体システムについての事実（evidence）を整理したものである。したがって、これら
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は、議論してどうのこうのという問題ではない。特定のモデルがこのような事実に注目するか

否かである。以下、これを踏まえてモデルの統合に向けた議論を試みる。

［議　論］

同じ概念、あるいは実態をモデルによっては、異なる用語で表現している場合がある。例え

ば、精神分析モデルによる松木（2005）は、Thについて、「治療者の存在そのものが分析空間

を構成するものです」と言っている（松木邦祐著、対象関係論的心理療法入門―精神分析的ア

プローチのすすめ、p16）。「治療者の存在そのもの」というのは、抽象的だが、これに続く

「治療者がどんな年齢で、どんな風采で、どんな服装で、どんなふうにふるまい、どんなふう

に話しかけるかは大きな要因です。そこには、治療者のもつ文化、知性、思い、すなわちパー

ソナテイが確実に反映されます」と言う時、これは、明確に、筆者のモデルの視覚領域におけ

る対人刺激を意味している。また、「治療者に大事なことは、なにより誠実であることだと思

います」（p.67）と言う時、筆者は、この「誠実」を最も重要な対人刺激と考え、これを刺激

の質、質感、すなわちクオリア（qualia）の問題と捉えるが、精神分析モデルでは、どちらか

といえば、誠実さを態度の問題と捉えている。また、女性の治療者の服装や化粧、露出度の高

い服装は慎むべきとしているが、「逆にあまりに女性らしさを欠く様子も好ましくない」とし

ている点は、精神分析モデルの特徴を示す点として興味深い。つまり、松木（2005）の依拠す

る対象関係論的精神分析的アプローチでは、対人刺激という概念は用いないが、これを十分に

意識している。音声の質としては、「ほどよい声の大きさと湿り」（p.100）では、「クライエン

トにほどよく聞こえる声の大きさこころがけておくべき」とし、「声の湿り具合も大切です。

乾いている声よりはいくらか湿り気がある声が、共感的な感情を含んだ言葉を伝えるには適し

ている」（p.100）と述べている。これは、まさしく聴覚領域におけるヒトの発する音声という

対人刺激に他ならない。問題は、ClはThの誠実さを精神分析モデルでは、どこで、どのよう

に知覚するかである。また、操作的に誠実な刺激を発することが、果たして可能だろうか。こ

れは、精神分析以外のモデルについても言えることである。例えば、行動療法の系統的脱感作

では、どのような治療者がそれを行うか、すなわち治療者の対人刺激の質が治療効果に関係す

ることは間違いない。Thの教示の声の質が、Clの不安の段階を順次に解消して行く上で暗示

的な効果をもつ。しかも、どのモデルでも、ClとThの間の信頼感の成立が不可欠な前提とな

ることは間違いない。情動の音声表出については、修正Brunswikのレンズ-モデル（図5．）が

ある。これを心理療法過程にあてはめてみよう。T hがある音声刺激を記号化して

（Encoding）, Clに伝えるとする。操作的レベルでは、「ほどよい声の大きさと湿り気のある声」

を出す。それが相手のClに伝達され（Transmission）,Clはこの情報を知覚判断し、このThは

話し方から誠実であるとか、不誠実であると情報を解読し（Decoding）,知覚判断を下し、Th

の持つ属性を誠実または、不誠実であると属性判断をくだす。この属性は、Thの人格特性や
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そのときの状態変数に関連する。この図5．のモデルは、Harrigan et al.（2005）の情動音声表

出の拡張レンズ-モデルに発展されている（図6.）。この拡張モデルでは、情報伝達過程は明確

に生理学的過程であるとし、この生理的過程を経た音声手がかり（Voice cues）によって、Cl

は伝達された情動の推論を行う。この拡張モデルでは、Encoding, Decoding という用語は姿を

消し、より情報処理モデルの形に整理されている。左側にThを置いてみると、先行事象

（Antecendent event）は、Thが心理療法のケースを引き受けること、その重要性、ケースを成

功させたいという期待、Clへの伝導性、対処能力、自己 / 社会基準等が、認知的評価

（Cognitive appraisal）の対象になる。これらが情動の音声表出に影響を及ぼす。左側にClをお

いてみれば、先行事象は、Clが心理療法をうけにきたという状況と考えればよい。なぜClの

声が弱弱しく聞き取れないほど低いのか、Clがどれほど苦しみを抱えているか、Thはこれを

知覚して推論することになる。精神分析モデルでは、無意識の過程、自由連想を治療技術の中

心に据えるので、情報処理モデルになじまない。また、行動療法、行動分析学モデルは、刺激

と反応の結合そのものと行動随伴性を重視し、情報処理過程、認知過程には意図的に関わらな

い。心理療法のそれぞれの異なるモデルは、症状をどのように捉えているのだろうか。これが、

心理療法における相互作用の質を分ける分岐点となる。精神分析モデルは、症状を無意識と抑

圧の失敗と捉える。行動療法のモデルは、症状を不適応な条件反応、誤った学習の証拠と捉え

る。認知行動療法では、症状は不合理な信念（irrational belief）と不安認知の結果と考える。

現象学派では、症状は、体験過程と表出のズレから生ずるとする。最後に、筆者の対人刺激モ

デルと生体システム論では、すでに述べてきたように、症状は生体システムの機能不全の表現

形である。

症状についての捉え方の差は、病因論（etiology）の差であるが、これは、即治療仮説の差

につながる。例えば、精神分析モデルでは、無意識という構成概念を重視する。面接過程では、

Clは無意識からでてくる自由連想を言語化することを求められる。自由連想を容易にするため

にClはカウチに横たわる。このことで、ClとThは互いに眼を合わさないですむことを利点と

している。「対面ではどうしても、お互いの表情や目の動き、体動などをお互いが瞬時瞬時に

目にしている以上、それらに両者が縛られたり、無意識に敏感に反応してしまい、なにより大

切な自由な連想が困難になります」（松本、2005）。Thは、Clの語る自由連想に「解釈」とい

う形で介入し、それが治療につながるとする。ここには、精神分析モデルの相互作用の質的特

性が記述されている。筆者は特に、精神分析モデルが相互に眼を合わさない方がよいとしてい

る点に注目する。自由連想が閉眼で外的刺激を避けた方がというのなら分る。筆者の対人刺激

モデルでは、眼を合わすというのは、最も重要な対人刺激の相互作用である。自由連想の効率

化のために対人刺激（眼）を避けるそれなりにひとまず理解できるとしよう。ただ、気になる

のは、対面だと目の動きが気になり、両者が無意識に敏感に反応し、治療者もクライエントも

こころのゆとり空間が狭くなると言っている点である。Clについては理解できるし正しい。し
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かし、Thも、Clと同じでいいのかという問いである。ThはClの不安を反射させずに無条件に

かつ、共感的に受け止めることができ、そのことが徐々に信頼関係を形成していくとする現象

学派は、当然ここを問題にするはずである。筆者の対人刺激モデルでも、眼は、対人刺激の中

で、Thの誠実さをClに伝え、信頼関係を形成する最も重要なチャンネルと考えている。精神

分析モデルは、この意味で、ThとClの信頼関係の形成のプロセスについて具体的に記述する

必要があるかもしれない。かって、精神分析モデルの実践者であったといわれるエリス（

Ellis,A.）は、精神分析では、原因が分っても悩みが解決に至らないという限界を感じ、不合理

な信念を、合理的な信念に変化させる介入が必要と考え、論理情動行動療法（REBT）に変わ

って行った経緯がある。1960年代のアメリカのインデアナ大学のカウンセリングのコースで、

同一のClが、現象学派のC．R．ロジャースとA．エリスに面接し、その体験を比較している

テープを教材に使用しており、筆者はたまたまこれを聴く機会があったが、Clは、ロジャース

との面接では、涙ぐむような情動的体験過程となり、エリスとの面接では不合理な信念の修正

を迫られるので、緊張を伴う認知的体験過程で、その体験過程の差が印象的だった記憶がある。

精神分析モデルの自由連想過程でのClとThとの相互作用はから、エリスは180度異なる論理

情動行動療法の相互作用のモデルへと方向転換したのである。結局、勝負はどのモデルが、治

療効果において優れているかという問題で決着するしかない。それには、治療に至るプロセス

を事実として記述し、それを明確に提示することである。ここまでの議論で明確になったこと

は、どのモデルでも初期過程で信頼関係を形成することが絶対的必要条件であることである。

ラポールの形成、信頼関係の形成が不十分なまま、操作的にモデルに基づく治療過程を進行さ

せても、どこかで治療関係は崩れて、ケースは失敗に終わるだろう。実際の心理療法の過程で

は、複数のモダリテイ（異なる対人刺激）が複雑微妙に交差している。Massaro（1998）は、

Qualiaの問題に触れ、音声刺激などの聴覚体験は、顔の知覚（vissible face）に影響されると指

摘している（Massaro,1998,p29）。心理療法の相互作用は、筆者に言わせれば、正しくクオリ

ア（Qualia）の領域の現象である。心理療法の相互作用の過程における対人知覚には、常に曖

昧さ、不確実性、ファジーな状況が存在する。特に、ClとThの間に信頼感が形成されるまで

は、特にそうであろう。Massaro（1998）の提出する「知覚のファジー論理的モデル」（Fuzzy

Logical Model of Perception：FLMP）は、心理療法の相互作用モデル質的解析に役立つかもし

れない。このモデルの仮説は、「良く学習されたパタンは、一般的アルゴリズムに従って、モ

ダリテイやパタンの特性に関係なく認知される」（Massaro（1998）,p61）というものである。

彼の仮説の定義の文章の一部「学習されたパタン」を筆者のモデルに合わせて、「誤って学習

された対人刺激（対人知覚）のパタン」と置き換えてみる。Massaro（1998）は、この仮説を、

発達初期の言語知覚に当てはめているが、言語刺激も主要な対人刺激であるが、筆者はこれを

拡大して、発達初期からの対人刺激の学習（対人知覚のストック）にあてはめてみる。そこに、

浮き彫りになるのは、人間不信感の学習である。心理療法の治療過程とは、人間についての再
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学習、人間不信からの回復の支援に他ならない。臨床の現場で、いかにClが根深い人間不信を

訴えることか。さて、モデルの統合に向けての動向は、モデルに共通する要因を整理し、これ

を柔軟にモデルに取り入れて修正することが可能かどうかが問われている。また、異なる要因

の統合は最小に留まるとしても、各モデルにとって点検可能な核概念を精選し、この核概念に

よって各モデルの自己点検が可能となる。自分のモデルだけが、唯一絶対的に正しいという化

石化した信念の蛸壺に安住する限り進歩はない。あるタイプの症状には、このタイプの治療モ

デルが適しているということがあるかもしれない。単純な条件結合的行動レベルに出現する病

理的反射症状や不随意的条件反射（例えば、チック等）と個人の信念が関与する思考レベルに

出現する症状（例えば、統合失調症の思考障害、妄想体系等）とは、明らかに質的な差がある。

前者には、単純な学習理論による行動療法が有効であるかもしれない。しかし、後者には認知

過程が関与するので認知的要素が絡むので治療的介入はより複雑になると予想される。単純な

ケースで考えてみれば分りやすいが、知的障害がある児童への、高度な知的判断を必要とする

治療的介入意味をなさないのは自明のことである。学習理論では、学習効果をあげるためには

その個人に最適な最適学習刺激があると考える。これに倣っていえば、治療効果をあげるため

にはその個人の症状に最適な治療刺激を与えることが必要なのだということになる。精神分析

モデルでは、ヒステリー、恐怖症、強迫神経症は、初心者が担当するのに好ましいケースに分

類され、初心者が避けるべきケースは、精神病圏内、心気症、中核的摂食障害、性的倒錯・嗜

癖・自殺傾向の強いパーソナリテイ障害、引篭もりの強い自己愛パーソナリテイ障害だという

（松木、p．23）。避けた方がよいのは、ケースが初心者にとっては応用編にあたり、十分な訓

練を受けなければ、外科医が心臓置換手術や肺がん切除術に挑むべきでないのと同じ理由だと

している（松本、p.24）。これは、精神分析モデルの中での対処の話である。筆者が考えるに、

症状にモデルを対応させるやり方は、つまり、一つの症状を示す病名に対応する万能な治療法

を厳密に決めようとしても、精神病理に関する限り、行き着くところ袋小路だと思える。なぜ

なら、同じ病名の同じ症状のはずのものにも、個人差の「透かし」が埋めこまれていて病理的

表現形（phenotype）や、刺激に対する個人の反応特性が、微妙に異なることがあるからであ

る。やはり、症状の下にある生体システムの機能不全に対する対処を全体的（holistic）に考え

るのが正論と思う。症状は、機能不全の表現形だからである。なによりも、決定的に重要なこ

とは、治療者（Th）が初心者か熟練者かに関係なく、薬物療法を導入しない言語刺激と非言

語刺激だけに頼る心理療法は、明確に限界があるという事実である。生体システムの機能不全

が昂進し、すなわち症状があるレベル以上に悪化すると、心理療法だけでは機能不全を回復し

えない限界がある。これを示すために、生体システムの機能不全度と表現形―症状の関係を図

示したのが、図7．「生体システムの機能不全と治療的介入」である。この限界を超えると、心

理療法と薬物療法の併用が必要になる。病院臨床の心理療法は、殆んどこの段階に属し、抗不

安薬や抗うつ薬、抗精神病薬が併用されている。心理療法は、Clの中枢神経系にThが言語刺
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激（非言語刺激）を与えるという相互作用的治療的介入である。それは、脳に言語刺激を与え

ることである。筆者のモデルに沿って言えば、脳に対人刺激を与えているのである。生体シス

テムに機能不全度が昂進し（図7．）、脳が刺激の情報処理能力を喪失している状況では、心理

療法は意味を持たない。明確な心理療法の限界レベルがある。後は、純粋に医学的介入の領域

の対処になる。自殺企図の結果の瀕死の状況に対する救急対応は、心理療法でないことは自明

で分りやすい。過量服薬による瀕死の状況であれば、直ちに救急病院に搬送して、胃洗浄の処

置が緊急の対処であり、身体の損傷が激しい自殺企図の場合は外科的手術が緊急の対処となる。

しかし、実際には状況が心理療法の限界を超えているのに、それに気づかれないで対処が後手

になることがある。体重の減少が危険レベルを超えているのに、知的な言語レベルを表面的に

維持している拒食症（anorexia nervosa）の場合などである。生体システムは、飢餓と栄養失

調の状況にあり、死のリスクが高まっているにも拘らず、高い精神性と目的行動や自己実現志

向を本人が主張するために、心理療法が介入できる余地が残っていると誤って判断されるので

ある。ここでの介入は、点滴等の医学的介入による栄養補給という緊急の対処しかない。医学

的介入により、生体システムの機能不全度が減少し、生体の機能が回復方向に戻れば、心理療

法と薬物療法の併用可能な領域が復活する（図7．）。しかし、Cl（患者）は医学的介入を拒否
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し、極限的な身体のやせに近づくことで、自尊感情を維持している。「だれにできないことを

実現している誇りをもっている。死は恐れていない」というのは、思春期やせ症のCl（患者）」

が、筆者に語った言葉である。筆者が思うには、摂食障害という機能不全（症状）は、心理療

法モデルの治療能力が判定されるリトマス試験紙のような特性を持っている。摂食障害を理解

するためには、システム論的接近が不可欠である。個人の生体システム論的には、6つのサブ

システムの相互作用の機能不全（図1．）である。なかんずく、神経系、消化系、内分泌系の相

互作用の機能不全が、思春期の心身の発達と自我感情の混乱の形で発生し、心理療法は、有効

性の限界レベルを超えることになる。ここでは、生体システムの機能不全度が、生命機能停止

のリスクに近づく時、心理療法の限界のレベルがあるという事実を確認した。一つの症状の理

解には、どうしても総合システム論的接近が必要となる。そこでは個人の生体システム、家族

システム、社会システムそれぞれの機能とそれぞれの相互作用が、同時に問われることになる。

最後に、この視点を踏まえて、次に総合的考察を試みる。

［総合的考察］

ここでは、対人刺激モデル、環境と生体の相互作用モデル、システム論を踏まえて、システ

ムの機能不全の階層と病理発生―治療的介入（図8．）を中心に、総合的考察を試みる。先ず、

図8．の見方を説明しておこう。左から右へ、縦に相互方向に循環するループ（L）が、L1、

L2、L3、L4、と並んでいる。L1は、システムの機能不全のループ、L2は、表現形ループ、L3

は、症状ループ、L4は、病理ループと名づける。L1、L2、L3、L4は、横方向に相互作用を行

いながら循環する。縦方向の各ループの循環と、横方向の循環が、状況の変数に従って、全体

的な病理発生（pathogenic）の循環の流れ（flow）を形成する。この全体の流れに、治療的介

入がどのようになされるかである。すでに述べてきたように、病理的対人刺激（L1）は、個人

の生体システムの機能不全をもたらす。ヒトの発達は、対人刺激の相互作用による。社会シス

テム、家族スステム、個人の生体システムは、階層をなしこれらは相互作用をしながら情報を

伝達している。図8．のフローチャートの流れを言語化しながら、各階層に病理がどのように

発生し、それに治療的介入がどのようになされ、心理療法のモデルがこれにどのように関わる

かである。この図8のポイントは、どの階層においても、機能不全の表現形が症状、病理とし

て現れること、個人病理、家族病理、社会病理は相互に不可分であり、個人の病理は、個人の

症状だけを対症療法的に治療しているだけでは根本的解決には至らないという点にある。今、

社会システムが機能不全になると（L1-4）、それは、機能不全社会（L2-4）を発生させる。個人

は社会システムの要素であるから、その個人の行動が病理的になれば、それは、病理的対人刺

激（L1-3）が発生する。これが、上行し家族システムの機能不全（L1-2）を生む。これはさら

に上行して、個人に生体システムの機能不全（L1-1）をもたらす。これは相互作用のループと

なり、そのまま下降し、家族システムの機能不全（L1-2）をさらに悪化、憎悪させる。そこか
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ら発生する濃縮された病理的対人刺激は、社会システムにヘドロの濁流のように放出される。

生体システム、家族システム、学校システムを含む社会システムの機能不全は、病理的対人刺

激（L2-3）を媒介として、悪循環のループを形成し、機能不全の度を強化する。この悪循環を

持続しながら、L2の表現形（L2-2）の循環ループに移動し、機能不全社会（L2-4）、機能不全

家族（L2-2）は、病理的人間関係（L2-3）によって媒介され、個人の生体システムは、発症前

駆段階の表現形（L2-1）をとる。この縦横のループの悪循環が持続すると、個人を取り巻く家

族集団、外部の社会的所属集団の病理が次第に構造化され、成員の所属集団からの脱落が発生

する。このメカニズムは、個人の集団内での心理的所属空間の喪失である。自分の居場所がな

いと感じる、自分の存在は他者から疎まれ、他者に迷惑をかけるだけの存在なので、自分が居

なくなった方が皆のためなるという自罰的、自己否定的感情が強くなり、攻撃性が自己に向か

い行動パタンは自傷的になる。逆に、他者が悪いと外罰的になれば、攻撃性は他者に向けられ

行動パタンは他人を傷つける他害的となる。自罰的、自傷的行動パタンは、引篭もり、不登校、

登社不能―休職の増加をもたらす。これらは、集団内での個人の問題解決能力の低下、喪失が

絡むことは勿論あるが、集団内の病理的人間関係が、引き金になることが多いのは臨床的事実

である。図 8．のL3の縦ループに移動すると、ここでは、各階層システムにおける表現形

（L3-4）としての、社会病理（L4-4）は、現実社会で日々起きている具体的な病理的事件の様相
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を映しだす。それらは、失業、ホームレス、詐欺、強盗、自殺、殺人等さまざまな犯罪として

現れる。学校集団の病理も深刻化している。校内暴力、いじめの増加、集団によるいじめの結

果、遺書を遺して自殺した小学生の事件、小学生の女児が同級生をカッターナイフで殺害した

事件、中学生が小学生の友人を殺害し、その首を校門に晒し、過去に自分が受けた学校教育を

呪った文書を送り付けた事件等おぞましい事件は、枚挙に暇がない。教師が教え子に性的虐待

を加える。ここに到っては、学校は、最早個人の人格を育成する教育システムとしての機能を

完全に喪失している。日本ばかりではない。アメリカやカナダでは、卒業生が学校を訪れ銃を

乱射して、在校生を殺傷するという事件が頻発している。機能不全家族（L2-2）の表現形（L3-

2）としての病理は、幼児・児童虐待、家庭内暴力の増加という事実につきる。2006年、親が

児童を虐待放置して、その間ペットを病院に連れて行き、その間に、児童は死亡するという事

件が起きた（意識不明長女放置、飼い犬を病院に、読売新聞朝刊、社会（39）、2006.10.1）。筆

者は、いつかこの種の事件が起こるのではないかと危惧していたので、やはりここまできたか

という暗澹たる思いにかられる。孤独な高齢者が、ペットを頼りにするのは分る。しかし、周

囲に家族がいるのに家族を愛せなくなり、養育義務のある親が育児に無関心になり、ペットだ

けが生きがいというのであれば、これはもう病理的ペット愛と呼ぶしかない。対人不信（L3-3）

の病理は、もうここまで来ているのである。これは、機械文明の発達と情報技術（IT）の発達

と無関係ではないと筆者は考えている。第三の縦ループ（L3）には、個人の生体システムの機

能不全の表現形としての症状（L3-1）は、DSMの診断基準に分類記述されている診断名が、

すべてここに書き込まれる。伝統的医学モデルでは、症因を身体発生的（somatogenic）に捉

え,身体の部位を治療の対象とする。しかし、これらの症状は、生体システム論に基づく視点

では、すでに述べてきたように6つのサブシステムの機能不全として発症すると考える。L3の

縦ループでは、個人病理（L4-1）,家族病理（L4-2）,社会病理（L4-4）は相互に関連し不可分で

ある。すなわち、病理の発生を捉える病因論（etiology）としては、医学モデルの身体発生的

（somatogenic）接近だけでなく、心理発生的（psychogenic）接近、社会発生的（sociogenic）

接近を統合する接近が必要となる。家族病理（L4-2）には、対人不信（L3-3）が根深く関わり、

階層にまたがる病理発生に関与している。さて、ある個人が問題や悩みを抱えて、病院、クリ

ニック、心理臨床センター、教育相談室を訪れるとき、その個人は、この図8．に示される病

理発生空間：（1, 2 ,3, 4）×（L1, L2, L3, L4）の中から抜け出して、治療と問題解決の支援を

もとめて来所するのである。その個人に対する治療的介入（図8．）は、どうあるべきか。ここ

まで見てくれば、根本的問題解決、根本的治療は、個人の病理を内部発生的に捉える古典的医

学モデルや心理現象を内的発生論的（intrapsychic）だけで捉えるモデルでは不十分なことは

自明である。図8．の際右端に心理治療のモデルがある。ここに、異なる心理治療のモデルが

乱立している。そこに記された左方向の矢印の方向に注目して欲しい。この逆行の流れは

（flow）は、L1, L2, L3, L4,のループに繋がっている。いかなる心理療法のモデルも個人の生体
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システムの機能が、社会システムの影響をうけるという事実から逃れることはできない。心理

療法のモデルがこのような問題に立ち入らないのは、問題の複雑さを避けるために、事実を無

視しているか、見て見ぬふりをしているに過ぎない。さしずめ、医学的介入、心理的介入、家

族療法的介入（社会的介入の一部としての）の3要素は、相互に関与する不可欠の要素となる。

社会病理への介入は、本格的には政治的領域に足を踏み込むことになるので、臨床家個人には

手に余るが、社会病理の治療に社会変革が必要なことは言を俟たない。このことを、真剣に考

え実践した臨床家は、筆者の知る限り、フランスの精神病理学の巨匠、アンリ・ワロンだけで

ある。筆者は、本稿において、心理療法のモデルの統合にむけた総合的考察をシステムの機能

不全論の立場から試みてきたが、最終的にはワロンの遺した遺産にたどり着いた形になった。

心理療法における相互作用は、面接室では、ClとThという個人が対峙して、治療的コミュニ

ケーションを行うわけだが、それは、たかだか一時間ほどの限られた時間であり、その後は、

ClもThも社会の一員に戻るわけで、あらゆる個人は、適応的であれ、不適応的であれ本質的

に社会的存在であることを忘れてはなるまい。

6．結　　語

本論文は、心理療法という特定の対人状況に焦点をあて、筆者の提案する対人刺激

（Interpersonal stimuli）という概念に基づく対人刺激モデルと生体システム論に依拠して、そ

の相互作用の質的側面に焦点を当てて考察を試みた。そこでは、生体システムが機能不全にな

ると、その表現形として症状が出現すると考える。ヒトの発達は、適正な質を維持した対人刺

激の相互作用による。有害対人刺激（Noxious interpersonal stimuli）に晒されると、生体シス

テムの機能不全をもたらし、症状を発生させる。心理療法は、人間信頼に根ざした対人刺激が、

Clの対人不信の信念体系を変化させ、人間信頼を回復させる相互作用である。これは、極めて

生理心理的過程であり、生体システムに入力された刺激は、サブシステムに取り入れられて、

生体を作動させている。心理療法は、脳、中枢神経系に刺激を与える試みである。心理療法は、

生体システムの機能不全度が上昇すると、限界に達する。そこから先は、神経伝達物質による

薬理的、医学的介入になる。異なる心理療法の統合に向けて考える時、異なる仮説に基づくモ

デルを単純に一つのモデルに統合するのは不可能である。しかし、モデルも間の、共通の要因

を探る、共通要因的接近（A Common factors Approach）は有効であると思える。また、最新

のモデルの統合を探る流れの中で、モデルの特性を認めた上で、心理療法の過程に焦点を当て、

モデルの点検に有効な核概念を設定し、これによって、各モデルお技法を点検する可能性につ

いても検討した。また、最終的には、システムの階層性を、個人の生体システムレベルから、

社会システムのレベルまで、拡大して考えると、治療的介入は、病理発生的空間を総合的に

カバーする形で、医学的介入、心理的介入、家族療法的介入、社会的介入の4要素が必須のも
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のとして相互に関連する。これらを、機能不全の重篤度、すなわち症状の重篤度に応じて連携

して総合的に介入するという対処が必要である。
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