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Abstract

When we are going to start psychotherapy, at first I do “clinical judgment and

psychodynamic formultaion”. We therapist are going to think about what kind of

support is possible for the client. Therefore I perform an assessment interview, a

thing called a diagnosis interview. The assessment interview is performed to map

out a course for the future. However, medial something happens at the same time.

Dr. Doi’s said the therapist must hear the story of the patient in an interview as the

method “as if I read a story”. If a therapist can feel the story of the client even if it

was a hypothesis when readable to read, I think that the client can get the feeling

that I understood that fell into the anything bowels again. I may finish advancing to

so the later continuous psychotherapy. 

I did an experience to finish psychotherapy in an assessment interview this time.

I was going to listen to the story of the client to read a story. I looked back, and the

client recalled a past. I want to think about the process that this, a client remembers

with a therapist.
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はじめに

私たちが心理療法を開始しようとするとき、まず「見立て」をする。目の前にいるクライエ

ントがどんな人であるのか、どんな援助ができるのか、私たちセラピストは考えようとする。

そのために、アセスメント面接、診断面接と呼ばれるものを行う。アセスメント面接は、今後

の方針を立てるために行われるものである。けれども、同時に治療的な何かが起こっている。

土居は名著「方法としての面接」の中で「患者の話を、あたかもストーリを読むごとく、聞か

ねばならぬ」と述べている。セラピストがクライエントのストーリを、仮説であったとしても、

読もうとして読めたと感じることができるのであれば、クライエントもまた何か腑に落ちたよ

うな、わかったような感じを得ることができるように思う。もしそうであれば、その後の継続

的な心理療法に進まずに終わることもあるだろう。

今回、私はアセスメント面接にて心理療法を終えるという体験をした。私は、ストーリを読

もうと、クライエントの話を聴こうとした。クライエントは、過去を振り返り想起した。この、

セラピストとともにクライエントが想起するという過程について、考えてみたいと思う。

症例

彼女は、子どものことで心理相談室を訪れた人だった。このセッションは、アセスメント面接の2

回目である。

初回面接の後、彼女は夫にもカウンセリングを受けに言ったことを話したらびっくりされた、とに

こやかに語った。彼女の夫は、好きなことを好きなようにやっているように見える彼女が、悩みがあ

るなんて信じられないと話していた、と言って彼女はくすっと笑った。

彼女は、話すと何かかわるでしょうか、と問いかけるでもなく、つぶやいた。

数分の沈黙の後、彼女は前回話をして昔のことをあんまり覚えていないことにびっくりしました、

と話した。兄はとてもしっかりしていて昔のこともよく覚えているのに、私は全然覚えていなくてし

っかりしないといけないと思いました、と話した。そして、彼女は自らについて語り出した。「私って

とても負けず嫌いなところがあるんです」と、彼女は言った。例えば勉強でも運動会でも負けたくな

い、という気持ちは人一倍あったが、努力している姿を見られることはとても耐え難い、ということ

だった。さらに、勉強もスポーツもできるようになると目立ってしまうのだが、彼女は目立つことが

非常に嫌いで、普通でいたかったのだ、と語った。私は、普通ではないという自覚があったのでしょ

うね、と、問うてみた。彼女は、少し考えてこれを肯定し、「いい子をやっていないといけないと思っ

ていたような気がします、やらなくてもいいのに」と、自嘲気味に話した。彼女は、反抗期もなかっ

たと語り、兄が両親と言い争いをしている様子を見て「美しくない」と、思っていたという。「こんな

美しくないことはしないぞと当時の日記に書いていました。怖いでしょう」と、彼女はうふふと笑っ

た。私は、「美しくない」言い争いが起こらないように、表面的にはとても穏やかな心理療法が進行し
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ていくのだろうか、と連想していた。

彼女の兄は孤高の人という感じの人だったらしく、大人しく群れを作らないがとても凛としていた

人として語られた。一方、彼女は親の言うことを守る、いい子として存在していたようだった。「なぜ

でしょう。少しもいい子を強要された覚えはないんだけど、いい子にしていないといけないと思って

いたようです」と、付け加えた。彼女は自らのことを他者のことを語るように、語っていた。まるで、

私と彼女のふたりが、第三者について語り合っているようだった。いや、彼女は自らに対して自らの

想いを語り聞かせているようだった。

もうセッションの時間が終わりに迫っている頃、彼女は、自分は今まで何も考えてこなかった、た

だ生きていただけだったようだと話した。子どもの進学塾にしても、周囲の人がみんな塾に入れるか

ら自分もそうしただけだったと話した。彼女は、先日子どもとプールに遊びに行ったときに、久しぶ

りにとても楽しそうな子どもの笑顔を見たというエピソードを語り、「あんな笑顔、いつ以来だろうと

思ったんです。私、一体何をしているんでしょう」と、静かに涙を流した。私は、いい子にしていな

ければならなかった彼女自身の幼児期に思いを馳せながら、その話を聞いていた。私はその解釈を彼

女に伝えた。彼女は、それを否定した。そして、「もう結論はでています。もう塾は辞めればいいだけ

のことなんです。でも、私の負けず嫌いで辞めさせられないことが問題なんです」と、彼女は答えた。

彼女は、すでに問題を同定していた。

この後2セッションを持ち、彼女との面接を終えた。

彼女は、結論を持って相談室を訪れたように、私には思えた。

彼女は、第三者がいる場所で語りたかったのだ。自らの過去を、自らの歴史を、そして今を。

彼女が自らのことを他者に語るように、彼女自身に対して想いを語り聞かせていると私が感

じた時点で、私との間で「美しくない」言い争いは回避され、反復されたのだろう。私はこの

アセスメント面接の時点で、彼女の反復に気づいていた。けれども、面接を継続することを選

択しなかった。私は、彼女の問題を感じていながらそれを放置した可能性もある。だが、彼女

の主訴である「子どものこと」について、彼女は答えをだした。ここでモチベーションが満た

されたように私には思えた。

彼女がモチベーションを満たすことができたのは、彼女が自らの過去を想起することができ

たからだろう。過去を想起するということは、ストーリをつくることができたということだと

思う。私は、4回の面接を通して彼女のストーリを思い描くことができた。おそらく、彼女も

私の解釈を含みこんだストーリを描くことができたのだろうと思う。過去を想起するというこ

とは、ただ過去を思い出すだけではなく、心理相談室という空間にセラピストとともにストー

リを作り上げることなのだろう。

シフネオス（1984）の「患者は、はじめは問題を限定することができませんでした。それが

生育歴を取り、励ましながらゆっくりと記憶を呼び起こさせた結果、診断面接の終わりまでに
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は、解決したい問題を自分で決めるまでになりました」という記述は、まさに彼女のことを述

べているようだ。

過去を想起するということ

フロイトは、1914年「想起、反復、徹底操作」という論文で想起することについて触れてい

る。「被分析者は忘れられたもの、抑圧されたものからは何物も「思い出す」わけではなく、

むしろそれを「行為にあらわす」のである、と。彼はそれを（言語的な）記憶として再生する

のではなく、行為として再現する」と述べた。フロイトは、精神分析治療で患者が想起する代

わりに行動すると主張した。この見解には精神分析の治療を実践したフロイトの深い洞察があ

る。

この「想起、反復、徹底操作」から20年後、フロイトは「分析技法における構成の仕事」

を記した。ここでは、「患者の忘れられた歳月を、確実に、そしてすべての本質的な点に関し

て完全に再現する」ことを強調した。「この仕事の本質は、歴史な心理の一片をそれに対する

歪曲の作用や現在の事実だけにこだわる態度から解放し、それが属している過去の位置にまで

正確に復帰させるという点にある。忘れられていた過去から現在へ、あるいは未来への期待と

いう置き換えは、神経症者の場合にも常に必ず現れる現象である」とフロイトは言っている。

フロイトは未来が開かれていくために、過去をひとつのストーリとして語っていくことの必要

性を述べているのではないだろうか。この論文に関しては、小此木が非常にわかりやすく解説

している。少し長いが引用してみたい。「フロイトは晩年、精神分析的な面接における過去の

回想は、むしろ、分析医と患者の回想と再構成という二人の共同作業とよぶべき営みであると

考えるようになった。つまり、被面接者の回想を面接者が助け、助言し、被面接者の現実面で

の願望や心的葛藤、その作業に関与しながら過去の記憶が再構成されていくのである。その意

味で再構成は、対話的共同作業であるが、診断面接における過去の回想にも面接者がいつの何

を質問し、質問しないか、どんなふうにその回想に応答し、意味づけるかによって、同様の営

みという側面を持つ。この場合、この再構成それ自体が、一つの心的な現実性をもつのである」。

フロイトや小此木が主張しているのは、精神分析という治療を通じて行われるべきことであ

る。

フロイトは、審査分析という精神分析に入る前段階の治療について言及しているが、今でい

うアセスメント面接とは似ているようで似ていないようなものであると思われる。しかし、お

そらく小此木のいうように、セラピストとクライエントがふたりで過去を想起するという作業

の重要性はどちらにせよ、変わらないだろう。

アセスメント面接で過去を想起すること、過去について語ることについての重要性を明確に

述べているのは、ふたりの分析家である。
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コルタート（2007）は、アセスメントで何を知るのかについて、次のように述べている。

「詳細な生活史が、治療の経過中、治療者にとって多大な価値のものであり得るということで

す。（中略）治療者が、患者の人生の重要な関係を、生活史上の出来事に関する特筆すべきポ

イントとともに自身の心の中で明確に把握しているなら、すべての治療ははかりしれないほど

豊かになります」

マックウィリアムズ（1999）は、「人は、歴史的事実に対する喪の作業を避けようとして、

権利を主張するという防衛にしつこくしがみつくものである。つまり、自分の個人史において

不当な扱いを受けたと感じ、世の中（セラピストも含めて）が保障するのは当然だ、との思い

をもつのである。悲惨な個人史をもつクライエントに特に多いのだが、心理療法は不平不満を

並べ立てて他者にその賠償をさせるところではなく、自分のもつ現在の問題を解決すべきなの

だ、という事実を理解するのに何ヶ月もかかることがある。」と、述べている。

ふたりに共通するのは、クライエントの人生を見つめる厳しくも暖かな眼差しであろう。そ

れが、クライエントに人生に向かい合わせ、自然と想起させることにつながるのかもしれな

い。

終わりに

松木（2005）は、「精神分析的治療を見立てる力をつけるためには、なにより長く深く治療

した例を積み重ねていかなければなりません。またできれば、これらの例の病態が幅広いにこ

したことはありません。この経験が私たちに見立てのための基礎的枠組みを提供してくれます」

と記している。今回、私が提示した事例がこれでよかったのかどうか、わかるのはもっと先の

ことになるのかもしれない。けれども、アセスメント面接で過去を想起することについて少し

考えることができたように思う。
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