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心理臨床における＜気＞の見立て  

黒 木 賢 一  

Ⅰ は じ め に  

臨床スタイルは最初に出会った教育分析家の影幣を受けるものである。20年前，筆者の  

教育分析家は，米国カルフォルニア州バークリー市に住むシーラ・クリスタルPh．D．だ  

った。彼女は母親のフィリス・クリスタルの技法1）を中心に，トランスパーソナル心理学  

とユング心理学を取り入れていた。また彼女は菜食を好み，太極拳を行い，瞑想を取り入  

れたライフスタイルを実践していた。彼女の面接董は自宅の一室にあり，門を入ると大き  

な庭があり，木々の間には大きな水晶と石仏が何気なく置かれ，それだけでも，治療的空  

間が広がっていた。面接室に入ると待合室があり，心地よい環境音楽が流れ，お香の匂が  

こころを和ませる。面接室には，椅子がなく，床の上にクッションが置かれた東洋的なス  

タイルで，彼女の趣味がうかがえるほど落ち着いた簡素な部屋だった。このような空間の  

中でセラピーが行われていた。   

初めて彼女の教育分析を受け驚いたことは，筆者が受けた大学院での臨床トレーニング  

とは，まったく異なる枠組みとセラピーだった。まず夢の分析から入り，次に呼吸法とイ  

メージ法を用いたリラクセーションの後，フィリスの技法を用いたセッションに入る。そ  

の間は目を閉じたままである。セッションが終わるといつも静かな意識状態でグランディ  

ングしている自分に気づく。それは，心身一如の視座から霊性（spirituality）に対するア  

プローチであった。この方法論は，トランスパーソナル心理学が目指す臨床であると，彼  

女の教育分析を通して気づかされた。その根底には，クライエントのもつ自然（自己）治  

癒力への信頼，セラピスト自身の霊性鍛錬によって作り出される空間，クライエントの体  

験による場の変化，二者間の関係性による変容が起こるのである。またセラピー空間がよ  

り治癒的に動くのはセラピスト自身が癒されているからだと直観的に理解した。現在，筆  

者が東洋の「気」の概念をキーワードに，クライエントの霊性に触れる心理臨床を模索し  

ているのは，分析家シーラから受けた影響が大きい。  

1）フィリス・クリスタルの技法   

TheFigureEight（8の字）とTheTriangle（三角形）のシンボルを用いたトランスパーソナルイ   

メージ療法の方法論。まず，二人が向かい合って座っている周辺にイメージで相手の円と自分の円   

を措き8の字にする。その円がお互いのバウングリー（境界線）になる。次にイメージで二等辺三   

角形の底辺の端がお互いの座っている位置になるように線を引き，あとの二辺はお互いの身体を通   

して，空中の一点でまじわるように視覚化を行う，この三角形の結ばれた頂点を，「高次な意識   

（HighConsciousness）」として，そこからメッセージを聞きながらセラピーを行う。   
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本稿では，まず初回面接の構造について，初回面接に至る過程と目的を現実的な側面か  

ら手短に述べ，面接室の場の三要素（物理的，心身的，霊的）について論じる。次に，心  

理臨床学における心理アセスメントと東洋医学の四診の差違について述べる。さらに，イ  

ンテーク面接の場における気の概念と方法論について論じる。最後に，気のインテーク面  

接の実際を事例を通して論考する。  

Ⅲ 初回面接の構造   

1 初回面接に至る過程と目的   

クライエントが初回面接に至るまでの過程は，相談機関を探し，電話をかけ，内容を確  

認し，予約を取るという経過をたどる。相談機関を探すには，電話帳，ホームページ，カ  

ウンセラー紹介の本，医師の紹介，知人の紹介，口コミなどがある。クライエントの問い  

合わせと予約は，電話あるいはメイルで入ってくるのが一般的である。セラピーに関する  

質問は，診察の日時，場所，料金などが多い。セラピストに関する質問では，性別，年齢，  

臨床心理士資格の有無などである。セラピーの内容に関する質問では，クライエントが現  

在の問題や症状を語り，その内容対して対応可能か否か，セラピーの頻度，治療期間，方  

法論，心理テストについなどである。また，子どもが引きこもりなので連れて行けないが  

親が相談に行きたい，本人だけでなく家族同伴も可能か，幼い子どもがおり面接に同伴さ  

せたい，セラピーを受けることを家族にしられたくないなど様々な質問をしてくる。これ  

らの質問を通して，電話の向こうに居る「クライエントの語り」から，本人像と問題を捉  

えることが，最初の重要なポイントになる。この時点から，すでにセラピーは始まってい  

るのである。   

初回面接に至る過程において，クライエントの「動機づけ」は大きい。本人が自分の問  

題や症状の改善を積極的に望んでいる場合，親や友人の勧め，医師の紹介など，来談の動  

機づけほ様々である。もちろん動機づけが高いクライエントの方が治療の枠組みに乗りや  

すいのは当然のことである。動機づけが低い場合には，クライエントなりの理由があり，  

その理由をセラピストがいかに理解するかにかかっている。親子が来談する場合，セラピ  

ストを訪ねる目的を語っているか否かば大きい。初回面接の目的は，クライエントとの関  

係性を構築しながら，クライエントが抱えた問題を明確にし，その問題に対して治療目標  

を共有するといった治療同盟の形成を目指す（票岩，2001，p．30．）。クライエントの繊細  

なこころの問題に触れるには，クライエントとの関係性の構築が最も重要であり，「信頼  

関係」がなければセラピーは成立しない。クライエントは自分の問題や症状を理解して，  

受け止めてくれるか否かと不安を抱いてセラピストの前に現れる。そのよう心理状態のク  

ライエントにセラピストは出会うのである。その意味では，セラピストの価値観，生き方，  

人生観，信条といった人間性が問われる専門職である。Rogersの来談者中心療法に，基  

本的な3つの態度として，受容，共感，自己一致がある。この3つの態度は，セラピーが  

展開する条件としての治療論であるが，クライエントとの関係性の構築の基本としても言  

い換えられる。クライエントの問題の焦点づけについては，筆者はクライエントの主訴を   
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中心に，現実に現れている表層の症状，状態，状況を整理し，深層に潜む意味を捉え，説  

明する場合がある。そして，治療目標を立てるのである。  

2 面接室という＜場＞の意味   

開業セラピストの多くは，面接室を治療的環境の＜場＞として捉え，その場作りに熱意  

を注いでいる。面接室は「物理的な環境」，「心身的な環境」，「霊的（spiritual）な環境」  

の3の要素を含んでいると筆者は考えている。   

物理的環境とは，部屋のサイズ，窓や扉の位置，椅子などの家具，絵画などの調度品，  

観葉植物などのことである。それら物質的なものは，クライエントの心理に微妙な影響を  

与えている。筆者は開業するときにシーラから「面接書は出来るだけ簡素にし，自然素材  

の家具とセラピスト自身が癒される調度品を置くように」とアドバイスを受けた。このこ  

とは自然界をも味方にしたセラピー空間を創ることを意味していた。   

心身的環境とは，視覚，聴覚，臭覚から入ってくる身体に及ぼす影撃と心理職人として  

の専門家意識が醸しだす場のことである。気持ちを落ち着かせる部屋の色合い，こころを  

和ませる音楽の波動，心身を鎮静させるお香や花の香りがある。また，臨床家としてのア  

イデンティティと職人意識が治療空間の場を構成している。  

霊的環境とは，クライエントの霊性（spirituality）に触れる心理臨床をセラピストが意識  

しているか否かによって構成される要因である。筆者は面接重を「練丹術」を行う場とし  

て捉えている。   

練丹術とは，「いわゆる錬金術に相当する。錬金術は，卑金属を貴金属に変え，不変不  

死をもたらされる霊薬・エリクシールー＜賢者の石＞という－を創造することを目的とす  

るが，練丹術では，エリクシールを＜丹＞，＜金丹＞あるいは＜遷丹＞とも呼んだ」（増  

田，1992，p．124．）。誰の中にも存在する霊薬としての金丹は，心理臨床における，「本来  

的自己」という言葉に言い換えることができる。道教は元々不老長寿を目指し，現実主義  

から世界を見ようとしてきた。それゆえ不老不死の丹薬を求めて煉丹術が考えだされた。  

坂出（1992，p．151．；1993，p．24．）によれば，この煉丹術は後世，外丹と称されるようにな  

り，それは水銀などの鉱物を加熱し化学変化させ丹薬を作りそれを服用するものであった  

が，中毒死という副作用が問題になり，そのプロセスから不老長寿の丹薬を自分の力で，  

いわゆる丹田に作り出そうとする「内丹」が考えだされたと述べている。内丹は，奇経八  

脈に含まれる督脈（会陰部より起こり，脊柱に沿って後頭部から頭頂部を通り上口唇部ま  

で）と任脈（下口唇部から会陰部まで）の通路に意念を用いて気を動かし，丹を練り上げ  

る身体技法のことである。この内丹のプロセスを坂出（1993，pp．25－26．）は，心身を整  

える（築基）準備をし，精を鍛錬することで気を純化し（練精化気），気を鍛錬すること  

で神を純化し（練気化神），神を鍛錬することで虚に還る（練神還虚）という四段階を辿  

り，「虚寂無為」に至るものだと論じている。 これは身体に流れる気の純化を通して，高  

次な意識性に至る自己超越の身体技法であると考えられる。   

気という視座から心理臨床を模索していると，面接喜の＜場＞を身体にたとえるならば，   
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クライエント自らの身体技法を用いて内丹を試みなくても，セラピストとクライエントの  

気の交流がクライエントの「丹」を練り上げると考えられる。その二者関係の気の交流を  

通して，クライエントは「築基」「練精化気」「練気化神」「練神還虚」の4段階を経て，  

「虚寂無為」に至る自己成長のプロセスを辿るのではないかと思われる（黒木，2004，p．  

374．）。心理療法における面接構造（治療契約，面接時間，面接重など）は心身を調える  

準備の場として捉えられる。また，セラピストの関わりかた次第で，クライエントの不規  

則な睡眠や食生活，不摂生が自然のリズムに戻り，＜精＞としての身体が正常に機能して  

いく。そして，身体に流れる気の変化が，こころの変容をもたらし自己認識，現実感覚，  

人間関係などに影坪を与え，自らのいのちの働きとしての＜神＞を活性化させ，リアリテ  

ィを変えていくと考えられる。  

Ⅲ 心理臨床と東洋医学における診断  

心理臨床において心理アセスメント（見立て）は重要であることはいうまでもない。心  

理アセスメントとは「臨床心理学的援助を必要とする事例（個人または事態）について，  

その人格や状況及び規定因に関する情報を系統的に収集，分析し，その結果を統合して事  

例への介入方針を決定するための作業仮説を生成する過程」であると定義している（下山，  

2003）。クライエントから，いかに情報を総合的に収集，分析し，援助するかが問われる。  

その方法として，①対話を通して情報を得る「面接法」は，クライエントの物語を聴くこ  

とで，情報を得る方法であり，クライエントの心身の状態，現在の生活状況，人間関係の  

力動などを得ることができる。②行動や表情を読み取る「観察法」は，非言語メッセージ  

としての距離間，姿勢，表情，身振り，声の調子などの気配を観察し，これら表層に現れ  

る非言語の情報から深層意識の情報を捉えることができる。そして，③心理テストから結  

果をみる「検査法」があり，さらに④「精神病理学」の視点を加え，クライエントの病識  

と病態水準について見梅める。これら4方向からの情報を統合して，臨床像を浮かび上が  

らせ，見立てを行うである。病識とは自分の心身の状態が健康時と異なり変調をきたして  

いるという自覚のことであり，病態水準とは精神病理を理解するときの枠組みで，パーソ  

ナリティ構造，自我境界水準などから病理の深さを判断する基準のことである。病理性を  

理解するには，健康的なクライエントは病識があり自我境界は柔軟であり，神経症水準の  

クライエントの病識は強く自我境界は硬化しおり，境界例水準のタライエントは病識も自  

我境界もあいまいであり，統合失調症水準のクライエントの病識は弱く自我境界は未分化  

で混沌としている（米倉，1995，p．59．）。   

次に，東洋医学の診断法である「四診」を取り上げる。この四診は伝承医学であるが故  

に，治療者の視覚，聴覚，臭覚，触覚などの五感を用いる職人技である。四診には，精神  

状態，顔の色つや，舌の状態，姿勢など目によって観察する「望診」，声の状態や臭いを  

かぐ「問診」，診断に必要な身体の状態を聞く「問診」，脈をとり，身体の部位を触れて診  

る「切診」がある。心理臨床において，身体に触れることは医療行為と見なされるがゆえ  

に，「切診」は行うことはできない。   
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表1 心理臨床と東洋医学の診断図  

145   

心理臨床   東洋医学   

（心理アセスメント）   （四診）   

面接法   問診   

観察法   望診 耳診   

検査法  

切診（触診・脈診）  

病理性（精神医学）  

日笠（2003，p．44．）によれば，四診はクライエントの身体を観察し，詳細な問診を参  

考にしながら，気・血・水のバランスや臓腑の関連性，病邪のレベルを診るという。その  

方法には4段階ある。①病因検索では，病気の原因を気候や風上による外因（六淫），心  

理的な内因（七情），不摂生による不内外因などの，病邪弁証で読み取る。②病態検索で  

は，病気の原因が分かれば何故その病気を招き入れたのかという体質等の問題点を考え，  

気・血・水のバランスの乱れや臓腑のゆがみがどの程度どの部位にあるのかという気・血  

・水弁証，臓腑弁証，八綱弁証で読み取る。（卦病態に応じた処方では，漢方薬処方，鍼灸  

でのツボの選択をする。④体質の弱点を補う養生法の指導の4つの段階をたどるという。   

気の心理臨床では，心理アセスメントと四診を統合的に用い，心身症状を同時に診てい  

る。日笠の病因検索と病態検索という言葉を借りるならば，病邪としての内因とそれを引  

き入れた身体環境を問題にしている。1，その症状が起こったきっかけ（要因）とは何か，  

2，それを増悪させている要因としての，パーソナリティ，ストレス耐性，生活歴，生育  

歴，病理性，体質，体力などを診ている。張（1988，p．113．）によると，望診とはクライ  

エントの外部に表現される，「神」，「色」，「形」，「憩」を有力な根拠とし，五臓六腑の状  

態の反映として，それらの精気の衰退の現象として捉えている。言い換えれば，内蔵の気  

の働きを外部の現象の働きとして捉えることができる。   

筆者はクライエントを観察した瞬時に浮かび上がってくるイメージ（＝気の情報）が重  

要であると考えている。これは，身体表現の奥に流れる気を診ることを意味している。ま  

た，張は（1988，p．113．），臨床的には神を観察（望神）するとき「得神」，「失神」，「仮  

神」の3つの神の状態に分類できるという。得神とは，「精神状態は良好で，意識はハッ  

キリしている。思考活動も敏速で，整然としている。顔面表情も自然であり，両眼も活き  

活きとしている。」状態といい，失神とは，「精神状態は萎縮しており，意識は腰聴として  

いる。思考活動は混乱しており，その反応も遅鈍化している。顔の表情も漠然としており，  

両眼の光も暗澹としている」状態といい，仮神とは「病気の最終段階に出現する一種の仮  

の現象である」状態であるという。   

このような「望診」から入ってくる情報を「問診」を通して，より正確に見立てを行う  

のである。望診はセラピストの治療者側の五感から推測された身体の情報であるのに対し   
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図1 気の心身図  
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て，問診は主にクライエントの主観である。クライエントの身体から発する非言語として  

の気の働きをセラピストの五感を通して感知する意味は大きい。  

Ⅳ 気のインテーク面接の視座  

心理臨床の場で，クライエントの語りを傾聴しながら観察していると，こころレベルと  

身体レベルを分けては考えられない。クライエントはこころの悩みを語ると共に，様々な  

身体症状を訴える。臨床家なら，誰もが身体の症状の訴えは姿を変えたこころの有りよう  

だと経験的に知っている。河合（2000）は，心理療法において，「こころのことが問題な  

のだから身体のことを考える必要がないといった考え方は，あまりにも単純過ぎて実際と  

はそぐわない（p．3．）」として，心身相関の視点からの関わりと，その奥に潜む魂へと到  

る心理療法の重要性を論じている。東洋思想には，自然の中に人が存在し，人の中に自然  

が存在するという「天人相関」の考え方や，こころと身体は一つであるという「心身一如」  

の視座がある。この「心身一如」からの見立てが重要になる。筆者は，「気」というキー  

ワードを中心に心理臨床を行ってきた。その結果，分かったことは図1で示す「気の心身  

図」の内容についてである。この図は筆者と石田（1987，p．110．；1995，p．352．）の図を合  

成して作成した（黒木，2001，p．226．；2004．p．376．）。   

縦軸は表層意識レベルと深層意識レベルを示し，横軸は身体とこころの領域を二分化し  

て考えたものである。こころの領域での表層意識レベルは言葉で，深層意識レベルではイ  

メージとして表現される。からだの領域での表層意識レベルは表情などを含む動作で，深  

層意識レベルでは感覚として表現される。また表層意識レベルでは，言葉と動作があり，  

それらをつなぐ主観的な側面としての感情がある。深層意識レベルでは，感覚とイメージ  

があり，それらをつなぎ感情の働きを司る情動がある。中心には気の働きがあり，言葉，  

イメージ，動作，身体感覚はすべて気の働きの姿を変えたものとして捉えている。心理臨  

床の場でクライエントを観察した場合，見える姿にとらわれることなく，気の集合体とし   
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て観察することが必要である。  

しん  石田（1987）は精・神・魂・塊・意・志について，要約すれば以下のように説明してい  
る。母親（陰）と父親（陽）の「精」気が結びつき受精すると「神」が生じる。神とは，  

こころの志向性を決定するというよりも，全体としてのこころを代表するものとみられて  

いる。精と神は根源的ないのちの源であり，神に随って往来するものを「魂」といい，精  

に随って往来するものを「塊」という。魂と塊は，こころの代表的性格の強い神に比べて  

より霊魂的なものだという。魂は気であり流体としての霊であり，天に戻る霊とされてい  

る。塊は形であり場としての身体の霊であり，地に戻る霊といわれている。「意」と「志」  

はこころの働きとして機能し，意とは思考するこころであり，志とは思考したことに対し  

て進んでいく定まったこころであるとしている。この意と志は，全体としてのこころの働  

きの機能を取り出して象徴化したものであると論じられている。そして，この二者の働き  

によって，より根元的な精と神も安定し，絶えず浮遊する魂と晩も彷復することがなくな  

る。陽の系列は天上的な性格をもち，知としてのこころの性格が強い。何かについて考え  

るという行為は，意一魂一神と結ばれるこころの系列に属し，ある対象に向かってこころ  

を身体化させるのは，志一塊一精と結ばれる地上的な身体の系列に属していると述べてい  

る。   

これらの東洋医学のこころを心理臨床にあてはめると，私たちの動作や行動は志と対応  

し，その動きの奥には身体感覚としての塊があり，それらは肉体の根源である精とつなが  

っている。こころ（陽）の側面に関しては，私たちが言葉を発するときの思いや思考とし  

ての意がある。その奥にはイメージが働いており，日常レベルから高次な魂レベルまでが  

含まれている。それらを束ねたものが神である。精と神は，根元的であり一体となったも  

のである。精は肉体の源であるがゆえに，両親から受け継いだ体質を引き継いでいる。そ  

こに神が入り込むのである。神は男（陽）女（陰）の精気によって受精したときに，受精  

卵の中に宿る。心理臨床的にとらえれば，両親の問題がそこに入り込むと考えられる。男  

女がどのようにして出会い，愛情をもって関わったのか。またその男女にも親がおり，そ  

の親がどのような価値観や信条をもち生き，子育てをしたかなど，世代伝播してくること  

も含まれている。心理療法では，親の性格，育て方，価値観などを整理することで，神の  

根源に触れることにもなる。精によって形作られた肉体が成長すると共に神も発達してい  

く。神は人間のすべての精神活動の要としての機能を備え，気の流れによって整えられる。  

このように考えると，魂，塊，意，志も気が姿を変えた形態にしかすぎない。ここに心理  

臨床でいう生育歴や生活歴などが問題になる。成長のプロセスで起こった出来事により，  

神が傷つきそのため気の巡りが悪くなり，魂，塊，意，志というこころが身体と結びつい  

た在りように影響を与えている。   

実際の心理療法では，図で示した各領域を個別に捉えているわけではない。クライエン  

トのすべての表現は気の働きとして注目している。話されている内容に伴って表情や動作  

が現れ，内的現実としてのイメージや身体感覚が奥では働いている。セラピーではクライ  

エントが最も訴えようとしている気の働きに注目し，「今・ここ」の流れに従っていく。   
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表2 3つの次元の身体とこころ  
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精のからだ  

気のからだ  

神のからだ  

現実感覚的身体＜   ＞現実的意識状態＜   ＞表層意識  

主観感覚的身体＜  ＞主観的意識状態＜   ＞中層意識  

超個的身体  ＜  ＞超個的意識状態＜   ＞深層意識  

心理療法とは不思議なもので，セラピストがセッション中の何処に注目するかによって，  

その流れが変わってくる。   

上野（1994，p．109．）は，「道教系の中国医学では宇宙に偏在する根源的エネルギーの  

＜気＞には精，気，神という三つのレベル（次元）がある」として，「精のからだ」「気の  

からだ」「神のからだ」の3つの身体に分類している。上野が述べる3つの次元の身体は，  

田烏（2003，pp．59～61．）が分類した「三種の身体」に相通ずるものである。三種の身体  

とは，第1は現実感覚的身体で，自分と他者とを区別し，五感を通して世界を認知する身  

体であり，第2は主観的感覚的身体で，現実の身体がどうであれ，主観的イメージをもち，  

現実の身体経験に基づく身体感覚とは区別する主観的な身体であり，第3は超個的身体で，  

佃を超えて広がりをもつ体験的な身体のことである。また「‾そもそも体験は現実感覚と認  

知と感情とイメージなどが一緒に含まれているものであり，ホリスティックなものである」  

として，この三種の身体を同時に生きており，その実感とイメージがあるという（田鳥，  

2003，p．61．）。田鳥が述べる実感とイメージを「意識状態」という言葉に言い換えること  

ができるように思われる。ここでいう意識状態とは，身体と共に働く意識の有り様のこと  

である。また，田烏の「現実」「主観」「超個」という概念を用いるならば，現実的意識状  

態，主観的意識状態，超個的意識状態として捉えることができる。   

気の心身図からすれば，言語と行動を表す領域を「表層意識」，感情と情動を結ぶ領域  

を「中層意識」，イメージと身体感覚で成り立っている領域を「深層意識」と捉えること  

もできる。これら上野と田島の身体論を整理すると表2に示すことがいえる。   

精のからだは，現実感覚的身体・主観感覚的身体に対応し，現実的意識状態・主観的意  

識状態を伴う。気のからだは，主観感覚的身体・超個的身体に対応し，主観的意識状態・  

超個的意識状態を伴う。神のからだは，超個的身体に対応し，超個的意識状態を伴うとい  

える。James（1970，pp．194～195．）は意識のありように関して，正常で目覚めているとき  

の意識は，実は意識の一部分にしかすぎず，意識を取り巻く周辺にはきわめて薄い陣に隔  

てられたまったく違った潜在的な様々な意識があり，このような異なる意識の形態を無視  

する限り世界の全体を説明することにはならない。要するに，そのような意識形態をどの  

ように捉えるかが問題であると述べている。   

表2で示したように，心身の働きにおいて身体感覚と意識状態が重層構造をもち，それ  

らを同時に生き，状況や状態によって変容する心身があるという認識が必要となる。   
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Ⅴ 気のインテーク面接の実際  

クライエントは何らかの問題や症状を抱えてセラピストに援助を求めて来談する。自ら  

の問題や症状に対して行き詰まった状態や状況があり，混乱し先が見えない不安な状態に  

なっている場合が多い。新しいクライエントが電話或いはメイルで予約をすると，筆者は  

心理問診レポートと身体問診レポートを郵送し，それらに記入してもらい初回面接日に持  

参してもらう。  

1 心理問診レポート   

心理問診レポート（資料1参照）は，1あなたが相談したい内容は誰のことか，2現在  

悩まされている主訴（問題や症状），3それらの問題や症状が顕著に現れた時期，直前に  

おこった出来事，過去に同じような問題や症状の有無，既往歴など，4家族構成，年齢，  

職業，生育歴 5心理問診レポートを記入した感想などを記載する。心理問診レポートか  

ら読みとれることは多い。字体，肉筆，文体，内容など文面に書かれた内容からクライエ  

ントの過去と現在の生活の物語が読みとれる。簡単に記載する人，細かい字で紙面裏表に  

書き込む人，項目のある部分が全く書けない人など様々である。また項目5の「心理問診  

レポートを書き，気づいたこと，感じたこと，考えたことはありませんか」という質問で  

は，そのクライエントが書き終えた後の気持ちが書かれており，インテーク面接では役立  

つことが多い。その内容を大きく分類すれば3つのパターンに分類される。   

第1のパターンは様々なことに気づくクライエントたちである。＃1．ある母親との葛  

藤を抱えた30代前半の女性は「これまでのこと，母が生まれて今までのことを考えるとや  

りきれない。幸せにしてあげたい。しかし思い出すと許せなくてムカムカする。自分が嫌  

になる」と母親との葛藤が記入されていた。＃2．両親との葛藤を抱えた20代の女性は，  

「自分がきづかないところで，親が自分に影響を及ぼしていることがあるかもしれないと  

思いました。親のことばかりを書いている自分がしつこいように感じました」と普段，気  

持ちの上で整理されない感情と自分のこだわりに気づいている。＃3．対人緊張の症状を  

もつ30代の女性は，「凡帳面な姉と比較されたと思う。幼少の頃病弱だったため，母は私  

にかかりきりで，父は姉を可愛がり，父と話しをすることが少なかった。こちら（カウン  

セリング）に来ることが決まって，随分気持ちが楽になりました」と，両親の子どもの関  

わりが意識化され，カウンセリングに関する安心感を述べている。♯4．10年間引きもり  

の青年の親は，「男の子を育てる最後の詰めを間違ったかなと感じ，今後どのようなサポ  

ートをしてやればよいのか本当に迷っています」と過去の育て方の反省と今後の方向付け  

をすることを望んでいる。＃5．中年の危機に陥った40代の男性は「カウンセリングを受  

けるということに，何かショックと気持ちの揺れを感じています。不安と病んでしまった  

かのような思いです」と現在の混乱した自分を言語化している。   

第2のパターンは，書きづらい或いは抵抗感を感じるクライエントたちである。＃1．  

うつ病の50歳代の女性は「問いに対する答えが分からなくて書きづらかった。今は書けな   
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いことがたくさんあります」と，うつ状態での現在の表現の難しさが述べられている。＃  

2．職場での自分の生き方について悩んだ40代の男性は「ポイントが絞れない」と一言，  

自分では整理することができない様子が述べられている。＃3．自分をもっと知りたいと  

いう30代の女性は，「私は自分が心の問題について話すのに抵抗を持たない方だと思って  

いましたが，実際書いてみると問題の整理がしやすいという反面，非常に強い憤りがあり  

ました。心理レポートにはプライバシーに係わる繊細な部分の記入が必要で，まだお会い  

していない方に開示するのは負担です」と，記入することで整理しやすい反面，自分の問  

題が明らかになるがゆえ，自分とこれから出会うカウンセラーに対しての不安と否定感情  

が表出されている。これらの感情の奥に潜む攻撃性がテーマとなるだろう。   

第3のパターンはこの項目に書かない或いは書けないクライエントたちである。面倒く  

さい，時間がない，直接話せばいい，何も感じないなど，空自の部分からそのクライエン  

トを見立てることになる。  

2 身体問診レポート   

身体問診レポート（資料2参照）では，体質や病邪の性質，位置，程度，を診るために  

大切な五臓・気血水・八綱を組み合わせたチェックリストを用いて心身両面からの情報を  

得て整理する。（資料4参照）。心理臨床における心理テスト（質問紙法）がこれに相当す  

る。東洋医学は古代中国の伝承医学を現代にまで伝えるものであり，ここで述べる五臓  

（肝，心，脾，肺，腎）の生理や解剖的位置づけは西洋医学の臓器の働きと大きく異なる  

面がある。また人体およびそれを動かしている気・血・水（津液）という概念が身体を理  

解する上で重要になる。気血水は五臓六腑に宿り，通過しながら身体をネットワークして  

いると考え，その概念は西洋医学にはない独自の世界観となっている。八綱とは，陰陽，  

表裏，寒熱，虚実といった東洋医学の基本的な概念で上記の臓腑や気血水から導かれた病  

態を整理するものである。ここでは，五臓の働きに絞って述べる（黒木，1998a，pp．  

202～203．）。  

「肝」は内分泌，自律神経機能と関係が深く精神活動をつかさどり，剛強で気持ちよく  

のびやかであることを好む。この機能が低下すると，ボンヤリしたり無気力で落ち込みや  

すくなり，克進するとすぐに興奮したり，怒りっぼくなったりする。また肝は余分な血液  

を貯蔵したり，全身の血の循環を調節する働きがある。この機能に異常が生じると，出血，  

不整脈，目眩などが起こり，お血といわれる血の欝滞や女性の月経異常などが起こりやすい。  

「心は神をつかさどる」といわれ，聡明さや英知などの高次の精神活動と関係し，すべ  

ての生命活動の中心となる。心に異常が生じると不安や恐怖感が強くなり，夢が多くなり  

不眠になる。心臓の拍動作用や脈管内の血液が循行し，体のすみずみまでエネルギーや栄  

養がゆきわたる作用を制御する。心に異常が生じると四肢が冷えたり顔色が悪くなったり  

不整脈が現れる。また心の異常は舌に現れやすい。   

「牌は後天の気」といわれる。口から入った飲食物からの地の気は胃を経て牌に入り消  

化吸収された精微物質が精気として全身に運ばれ筋肉や皮膚に力を与える。また消化管内   
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の水分の代謝も調整するため，異常が生じると体に水分が溜まり浮腫の原因にもなる。異  

常は口唇に現れやすい。  

「肺は気をつかさどる」といわれ，呼吸によって天の気（精気）を吸収し，濁気を排泄  

する。肺からの気は水分代謝を調節し，余分な水は汗や尿として排泄する働きがある。ま  

た肺からの気は皮膚を包み込むように全身に巡ってから腎に収められる。また暑さ寒さに  

対して温度調節を行い，外邪からの進入を阻止するなどの免疫力を強めることにも働く。  

「腎は先天の本」といわれ，生まれもった生命力の強さは腎に由来している。生命活動  

に必要な精気を貯蔵し各臓器の要求に従って随時供給し全身に精力を与えて，粘り強さや  

根気を生み出す。そして，成長発育を調整し体や骨を整え，生理と生殖機能と統御する。  

これらのエネルギーを「命門の火」という。骨の一部である歯や歯肉とも関係している。  

また，脳の機能とも関係しているので腎が障害されるとめまい，痴呆などを引き起こす原  

因ともなる。腎は尿の排泄をつかさどり，これらを通して，水の輸送，排泄，供給等をし  

て，水液のバランスを行っている。   

東洋医学では，精神情緒活動の乱れが病の原因となることを内因という。この内因は心  

理臨床における感情の働きのことで，喜，怒，憂，思，悲，恐，驚があり，それを「七情」  

といい，長期に及ぶと病の原因になるという。この内困によって，気が虚し，滞ったりす  

ることで，身体の病的症状と思考や感情の偏りが現れるのである。山田ら（1979，pp．  

150～151．）は，七情と気の状態を，喜べばウキウキして気がゆるみ，怒ればカッとなり  

気は上昇し，憂うとモンモンとし気が縮み，思えばこだわることで気が固まり，悲しめば  

生きる力がうせ気は消えていき，恐れると腰がぬけ気は降下し，驚けば動揺して気は乱れ  

ると説明している。この七情に起因した心理的側面の働きが体内に流れる気，血，水の滞  

りを起こし，各臓腑機能に影智を与え，気の状態を変化させる。東洋医学ではこの七情を  

五行理論2）にあてはめ五臓に関係していると考えている。心の気は喜び，肺の気は悲しみ，  

肝の気は怒り，牌の気は思い，腎の気は恐れに対応している。これらの感情が過度に働く  

とそれぞれの五臓を傷つけるといった関係がそこにはある。次の図は五臓と七情の関係を  

示したものである（山田・田代，1979，pp．150～151．）。   

精神状態が不安定になる時は，特に気持ちを伸びやかにする「肝」と高次の精神活動を  

主る「心」への影響は大きい。肝は気をめぐらせ感情をのびやかにする臓であり，障害さ  

2）五行論   

自然界における様々な現象や形は，木，火，土，金，水の5つの代表的な要素で成り立っていると   

いう東洋医学の基本的な考え方であり，一部を紹介する。  

五行  季節  方角  気候  五臓  六腑  情志   

木  春  東  風  肝  胆  怒   

火  夏  南  薯  心  小腸  喜   

土  長夏  中  湿  脾  同 円  田 Jlユヽ   

金  秋  西  乾  肺  大腸  悲   

水  冬  北  寒  腎  勝胱  恐  



152  

『図説東洋医学』から転載  

れるとイライラしたり，怒りやすくなる。また心は「神明を主る」といわれ，高次の精神  

活動を調節する臓であり，障害されると不眠，驚きやすさ，不安をもたらす原因となる。  

例えば，幼い頃から親に虐待を受け，「おまえはダメなやつだ」と激怒され受容されなけ  

れば，七情が過剰に反応し，気の流れを乱していく。そうなれば，肝気のめぐりが悪くな  

りうっ血（肝気うっ血）する。そして，気が固まることで神を主る心が虚しショボンと落  

ち込み（心牌両虚），一方では興奮して怒りが舞い上がる（心火上炎）こともある。また，  

眠れない（心腎不交）など不定愁訴として身体化されるのである。  

3 インテーク面接   

インテーク面接では，まず心理問診レポートと身体問診レポート（黒木，1998b，pp．  

143～154．）に目を通し，クライエントの主訴を中心に筆者の経験によって蓄積された臨  

床地図にあてはめる作業を行う。「二つのレポートに善かれていることは理解しました。  

今日は初回面接で，あなたの問題について聴くことが中心になります。話せる範開で話し  

て下さい。話したくないことば語らないようにして下さい。面接の終わりには，話された  

内容のまとめをして，今後どのようにすればよいのかの方向づけをいたします。また，持  

参されたレポート2通，私がまとめたメモ書き1通をコピーしてお渡しします。始めても  

よいでしょか」と，初回面接の目的を伝える。メモ書きをする用紙は「初回面接のまとめ」  

（資料3参考）に記載していく。   

インテーク面接での見立てのポイントとして①心身問診レポートと聞診からみる心身の  

状態②家族にまつわる成員，力動，病理，世代伝播など③成長プロセス，発達段階におけ  

る問題点，0歳から3歳，3歳から10歳，10歳から18歳の軸に分け問題点を聴き，七情と  

のつながりのチェック④まとめと方向づけの4点に重心をおいている。もちろん発達障害  

と精神障害の軸は押さえる。前述したが，筆者はクライエントの言葉，動作，身体感覚，  

イメージはすペて気の働きであると考えている。そのためには，次ぎの表3に示した表層  

意識，中層意識，深層意識からの表現を統合した観察を行う。   
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表3 三層意識の表現  
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こころ   身体   

1 表層意識  言葉を用いた表現   表情・動作などの表現   

2 中層意識  感情に関する主観的表現  身体に関する主観的表現  

表3に三層意識と心身を分けて示しているが，実際の臨床の場では分けて見ているわけ  

ではなく，全体としてのクライエントを観察している。   

第1の表層意識とは，セラピストから診るクライエントの表面に表れている客観的な事  

柄，事実，事象の領域のことである。クライエントの観察や面接の過程で得ることが出来  

る情報として氏名，性別，年齢，家族構成，職業，生育歴，既往歴など，また表情，姿勢，  

態度なども含まれる。   

第2の中層意識とは，クライエント自身の主観的な事象，自覚症状の領域のことである。  

例えば，こころの領域では，やる気が起こらない，イライラしている，楽しくないなどの  

喜怒哀楽（七情）感情的事柄や考え方や価値観などが含まれる。身体の領域では，だるい，  

頭痛，腹痛，肩こりなどの主観的な自覚症状がある。このレベルは表出されれば，表層意  

識領域になるが，抑圧しておれば，中層レベルに留まることになる。ここで重要なことは，  

一般的に：哩解できる事柄とクライエントの独自性がある。独自性において，特に不可解な  

部分に注目する必要がある。不可解さの内容は「稀れさ」と「奇妙さ」の2点である。そ  

の不可解さがクライエントの気の滞りの物語である。例えば，リストカットをする女性が  

いるとしよう。リストカットの傷跡を見せられて，簾的な傷跡は臨床家なら誰もが目にす  

ることだろう。しかし「クズ（屑）」「シネ（死ね）」というような文字を自分の腕に切り  

刻むならば，そのクライエントの独自性である。そのようなこころの働きに注目するので  

ある。   

第3の深層意識とは，身体感覚とイメージ領域のことをいう。イメージ領域の中には夢  

も含まれる。それらの言葉を超えた象徴化した働きを含めて，統合的に見立てが行われて  

いく。これら表層意識・中層意識・深層意識は気の働きとしての情報であり，最終的には，  

この気の働きがよりなめらかに動き，調和できることを目指すのである。  

次に実際の事例を通して，気のインテーク面接を説明する。  

4 事例から診るインテーク   

20代後半のA子は「人を意識しすぎて，人とうまくつき合えない」ということでセラピ  

ーを受けに来た。彼女は両親と姉の4人家族で育った。父親は仕事中心の大企業のサラリ  

ーマンで自分勝手な生き方をしていた。母親は専業主婦で気性が激しく，よく夫婦喧嘩を  

していたという。姉は何でもこなす活発な人で父親に可愛いがられていたという。A子は  

家庭の中での存在は薄く，両親のストレスは彼女に向かい，何でも出来る姉とよく比較さ   
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れ，母親から「何故このようなことが出来ないの」と度々怒られたという。幼い頃から喘  

息があり病院通いをしていた。小学校では目立たない子であったが，中学ではテニスクラ  

ブに入り能力を発揮し楽しかったという。高校では友達となじめず，いじめられて人間不  

信に陥った。そのことが尾を引き，大学では友達とは表面的な付き合いで終わったという。  

大学を卒業後数年してから結婚した。夫はまじめでおとなしい性格。同居している姑が支  

配的な人で何かにつけて夫婦の間に入ってきた。姑のことで夫は「がまんしてくれ」とい  

うだけで，一切口をはさまず彼女だけがストレスをためていた。人との付き合いが辛くな  

りうつ的になった。   

五臓・八綱問診レポートからは次のような結果が伺えた。   

冷えの状態は表裏に強くでており，熱の症状がほとんど見られないので冷え性といえる。  

そのうえ痩せているので，多少の気虚の症状が出てはいるもの体質的には弱い部分は少な  

く，気滞の症状が非常に強いことが伺われた。また肝の項目にチェックが多いので「肝鬱  

気滞」と判断した。冷えと気虚の症状は風邪を引きやすく，鼻炎傾向があることから肺気  

虚として現れており，このことば幼少時の喘息とも関連していると思われた。また不眠や  

不安が高く落ち込みやすいので心の不安定さもみられた。   

七情の視点から彼女の感情（気）の傷つきをチェックしてみると，前思春期までは，喘  

息からくる不安と否定的な母親との関係が問題になる。母親からのネガティブメッセージ  

が多く，嫌われたくないという思いが自分の感情を押さえることになり，ほめられないが  

ゆえに自己評価も低くなったと思われた。また，この世代の父親の特徴として，家事や子  

育てには参加せず，姉を可愛がり，第二子の誕生時男子を求めた。このような家庭環境の  

中で，喜び（心）は少なく，怒り（肝）は押さえられ，一人で思い（腎）悩み，憂い（肺）  

が起こっていたのだろう。また，母親に対しては恐れがあったことが容易に想像できた。  

思春期に入り中学では，テニスでからだを動かすことで閉じこめた感情を発散し，人に評  

価されることで気の流れはよくなった。しかし高校では，環境が変わり，いじめられるこ  

とで再び以前の気の流れ（パターン）に戻ってしまった。このような気の流れを持ち越し  

結婚した。相手は，「自分を押し込める」という彼女に似た相手を選んだのである。   

面接を通して，「何か強固なもの」を感じ，これが和らぐことがセラピーの中心になる  

と筆者は思った。彼女の今生のいくつかのテーマの中で，今回のセラピーでは自己受容が  

問題になるだろうと考えた。受け入れてもらえない感覚は自分を守るため構える堅さ（か  

らだ）や固まった思考パターン（こころ）になったと思われる。しかし，構えるばかりで，  

自己表現が出来ないが故に，他者からの温かい気のアプローチも入りにくく，鎧の内側の  

自己の気は虚して，返って邪気が入りやすい状態となっていた。この2点を東におき，気  

の流れが変わればと思った。今後現れてくるテーマとしては，自分の性格に似た夫と，母  

親に似た夫の母親との問題も浮上してくることは否めない。  

Ⅵ 終 わ り に  

心身一如を視座とするトランスパーソナル療法を志していた筆者は，現在は気の概念に   
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出会い，気の心理学の理論の構築を行っている。いのちの働きや霊性の進化（深化）を考  

えると，個人を核として，その周縁には家族，社会，自然が横たわっている。それらを繋  

ぎ，ネットワークするものは「気」以外の何ものでもない。長年の心理臨床を通じて行っ  

てきたことは，クライエントの奥底から沸き上がってくる気（エネルギーと情報）の流れ  

を読み，それを心理療法という場で交流しながら調整し，自然との気のネットワークを味  

方につけるという作業であった。そのような「気」の見立てに関するテキストは存在せず，  

ただクライエントの反応のみが道しるべである。著者は東洋医学を学ぶことで，自らの臨  

床スタイルの謎解きを手探りでしてきた。気の心理臨床に関する論文を執筆するたびに何  

かに突き動かされているという気分になるのは，そのゆえんであろうか。   

＜付記＞  

図表作制にあたり，総合企画部学務課の高濱悠紀さんにご協力していただきました。厚く  

お礼申し上げます。  
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ノL、葦里問診レポート  

男・女  生年月日  （   歳）  

住所 〒  

TEL（  ）  FAX（  ）  

上記の住所・TEL等速給してもいいですか？  いいえ  

○をつけ質問にお答えください。書ききれない場合は，蓑に番号を付けてお書きください。  

1）あなたが相談したい内容は 1自分 2夫婦 3子ども 4その他 のことです。  

2）あなたが今，一番悩まされていること（問題や症状）はなんですか。  

一 具体的にお香き下さい。－  

3－1）（誰の ）の問題や症状が顕著に現れてきたのはいつからですか。  

線の上に矢印を引き年令を書いて下さい。  

現在の年令  

（   歳）  

3－2）その問題や症状がでる直前に起こった出来事があれは書いてください。   
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3－3）以前に今の問題や症状に関連することはありませんでしたか。  

157   

3－4）以前に病院での治療やカウンセt」ングを受けたことはありますか。  

あれば，1 いつ頃  2 どこで， 3 どのくらいの期間  

4－1）あなたの現在の家族構成は  

例 ♂一男 ♀一女（年齢と職業・学年）  

4－2）（自分の相談の人への質問）あなたはどのように育てられてきましたか。  

（他者の相談の人への質問）あなたは（誰を   ）どのように育てましたか。  

印象に残っていることを具体的に書いて下さい。  

5）心理問診レポートを書き，気づいたこと，感じたこと，考えたことは何でもお書き下さい。  
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身体問診レポート  

年齢  男・女  年  月  日  氏名  

次の質問を読んで，「はい」または「いいえ」に○をつけて下さい。  
（時々起こる場合は，「はい」に○をつけて下さい。）   

［A］  

① ゾクゾクと寒気がしやすい。  
② 寒いと節々が痛む。  
③ 冷房が嫌いである。  
④ 厚着を好む。  
⑤ 水っぽい鼻水や疾が出やすい   

［B］  

① 寒がりで手足が冷える。  
② 暖かい飲食物が好きである。  
③ 顔が青白い。  
④ 便が柔らかく下痢しやすい。  
⑤ 冷えると尿が近い。   

［C］  

① 湿疹ができやすい。  
② 暑がりで汗かきである。  
③ よく喉が痛くなる。  
④ のぼせやすい。  
⑤ 高熱を出しやすい。   

［D］  

① 便秘がちである。  
② 口が渇きやすい。  
（勤 冷たい飲食物が好きである。  
④ 手足がほてりやすい。  
⑤ 尿の色が濃い。   

［E］  

（9 体がだるく，疲れやすい。  
② 日中に眠気が釆やすい。  
③ 少し動くと息切れする。  
④ 小食であまり食べれない。  
⑤ 不安になりやすい。   

［F］  

① よく目がかすんだり，限性疲労がある。  
（診 脱毛や髪の毛の荒れがある。  

（勤 手足にしびれ感を感じる。  
④ 皮膚につやがない。  
（9 生理が不順で，臭が少ない。   

［G］  

① イライラしやすい。  
（卦 気を使うと体調が狂いやすい。  
③ お腹が張ってガスが出やすい。  
④ 喉や胸に何かがつかえる気がする。  
⑤ 寝付きが悪かったり，よく夢を見る。  

（はい・いいえ）  

（はい・いいえ）  

（はい・いいえ）  

（はい・いいえ）  

（はい・いいえ）  

（はい・いいえ）  

（はい・いいえ）  

（はい・いいえ）  

（はい・いいえ）  

（はい・いいえ）  

（はい・いいえ）  

（はい・いいえ）  

（はい・いいえ）  

（ほい・いいえ）  

（はい・いいえ）  

（はい・いいえ）  

（はい・いいえ）  

（はい・いいえ）  

（はい・いいえ）  

（はい・いいえ）  

（はい・いいえ）  

（はい・いいえ）  

（はい・いいえ）  

（はい・いいえ）  

（はい・いいえ）  

（はい・いいえ）  

（はい・いいえ）  

（はい・いいえ）  

（ほい・いいえ）  

（はい・いいえ）  

（はい・いいえ）  

（はい・いいえ）  

（はい・いいえ）  

（はい・いいえ）  

（はい・いいえ）   
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［H］  

① 赤ら顔である。  
② 左下腹部に痛みがある。  
③ 扇が凝りやすい。  
④ 静脈がよく浮き出ている。  
⑤ 皮膚が全体に赤黒い。   

［Ⅰ］  

① 体が垂だるい。  
② 体がむくみやすい。  
③ 臭い軟便になりやすい。  
④ むかつきやめまいが多い。  
⑤ 曇りや雨の日に調子が悪い。   

口］  

① 口や喉がよく渇きやすい。  
（診 便が硬くコロコロしている。  
⑨ 空の咳が多い。  
④ 皮膚がかさかさしている。  
⑤ 痩せ型で色黒である。   

［K］  

① 不安になりやすい。  
② 寝付きが悪かったり，よく夢を見る。  
③ 胸苦しいことがある。  
（参 勤惇を感じることがある。  
⑤ かっとしてのぼせやすい。   

［L］  

① すぐ風邪をひいてしまう。  
② 鼻ずまりや鼻水が多い。  
③ 動くと呼吸があらくなる。  
④ 咳や痍が多い。  
⑤ 声にハリがなく，かれやすい。   

［M］  

① 食が細く，痩せている。  

② 便通異常が多い。  
③ ttiかもたれやすく，胸焼けもある。  
（彰 お腹が張ったり，腹瞞がある。  

⑤ 血便や不正出血がある。   

［N］  

（D イライラして怒りっぽい。  

② 左右の脇腹がつかえて痛い。  
③ 目のかすみや眠性疲労がある。  
④ こむらがえりが多い。  
（診 月経に伴い，不快感がある。   

［0］  

① 足腰がだるい。  
② めまいや耳鳴りがある。  
③ 脱毛や歯のぐらつきがある。  
④ 尿の回数が多くて，冷え惟である。  

（9 三相力減退を感じる。  
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