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要約

本稿は,東洋医学 と道教の気の概念を用いて,心身  如の視点から,心理療法について

`察

したものである。東洋

医学の身体論の本質は,気,山L水 (津液)υ,働 きによって成 りヽ アつてお り,気流れる身体のなかにこころが存

在 していると筆者は考えている。筆者はこころの現れ としての気に注目し,心lll.l床 における心身図を提案した。

その図を用いて,心身一如のi・l座から,ク ライエントの言葉,動台ヽ イメージ,身体感覚を読みとる心理臨床′)

重要性 について述べた。 また, ril11の 心身図 と筆者の図を使い,精,気,￨llと いう道教の概念に注目することに

よって,道教の内丹のプロセスと心理臨床でのプロセスが類似 していると考えた。心理臨床の場では,ク ライエ

ントは意識 しな くても,精が鍛錬されると気が純化 し,気が鍛錬 されればクライエントは神に触れ,神を鍛錬す

ることで虚に至ると思われる。 この自己成長のプロセスが東洋におけるスピリチ たアリティ (霊性)に至る道で

はないか と論 した。
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かに自然が存在するという「天人村1関 J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。筆者はこのような束洋の世－界

観から,西洋近代の二元論を超える新たな心理臨

床を見いだすことの必要性を痛感している。

本稿では,ま ず「気Jと いう概念を中心におき,

東洋医学における身体は,気,血,水 (津液)を

中心に機有ヒしていること, こころとは気とともに

流れている存在であり,その有 りようによって精,

神,魂,晩,意,志などとも称されていることを

説りjす る。次に,東洋医学の心身論の考え方をど

のように心理臨床に1使 り入れるのかを,筆者が考

案した心身図を用いて,そのアプローチの仕方を

述べる。最後に,筆者の心身図と東洋医学の心身

図をllぐ ことで,見えない身体に流れる精,気,

神のlfllき を通した東洋的な心理臨床について論考

する。

Ⅱ  東洋医学における心身論

1  気の概念

「気Jと いう文字は,「氣Jを簡略化したもので

心理臨床における心身一如の視座

I  はじめに

西洋近代の心理学は, こころと身体を分けてこ

ころの構造 とそのメカニズノ、を探求 してきた。 こ

の心身二元論に影響を受けてきた私たちは,身体

を置き去 りにして,心翌臨床を行ってきたのでは

ないだろうか。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"と して,心身

相関の視点からの関わ りと,そ の奥に潜むたまし

いへと至る心理療法の重要性 を論 じている。

臨床の場で,ク ライエントはこころの悩みを語

るとともに, さまざまな身体症状を訴 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。身体 と

いっても「見える身体 ￨と 「見えない身体 ￨があ

る (黒木,1998a)。 前者 は西洋医学,後者は東

洋医学で扱 う身体論である。本稿で論ずるのは,

東洋医学における見えない身体であり,そ の身体

論を通 して診るこころの有 りようである。また,

東洋思想には,自然のなかに人が存在 し,人のな
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あり,気の概念は歴史的に変遷 している。
「
気J

の字は,38米 を讚るという意味があり,米 という

意符と気という声符から成 り立っている (1",
1978)。  この字は象形文字「 Jヾま で遡ることが

でき,古代中国人は雲または雲となる気体の流動

したイメージで「気Jを 捉 えていた (前 川,

1978:鵜 沼,2001)。 その後,老
「

などの影響を

受けて,万物の根本を意味する陰陽思想との結び

つき,気は大宇宙 (大 自然)と 小宇宙 (人体)に

繋がり流れ動 く概念として大きく捉えられるよう

になった。陰陽思想は太極図に表されている「太

極Jと い う考 え方が根本 になってい る。揚

(1992)に よれば,“太極 とは,時間的,窄間的無

限を意味しており,無極とは,無方向・無形状・

無限量である大始の混沌とした元気を示し,そ こ

では道は一を生ずるのである"と いう。宇宙の生

成にはこの無極の混沌である気一元から,物質の

基礎である陰陽の二気が生じ,陰陽を抱き合った

太極図のように,天地宇宙を表した円のなかに陰

陽の二気が孤立せず,分割せず,お互いに抱きあ

いながら消長を繰り返 していると認識されている

(揚,1992)。 自然界でも天地,月 日,昼夜,男女

など陰と陽の二極に分かれており,そ の陰と陽の

バランスをとりながら,絶え問なく変化を繰り返

している。人間も自然界に生きる動物であるがゆ

えに, この陰陽の法則のもとに生き,人体の気も

そのなかでバランスをとりながら巡っているとい

う考え方が広義の気の概念である。一方,気を人

体という部分に集約すると,そ の役割はも■,と 細

分化され,気,血,水 という身体を構成する物質

の一つと考えられている。現在,東洋医学では2.

以 ドに論述するように,かなり緻密に身体の気の

メカニズノ、として捉えている。これは狭義の気の

概念といえる。このように気という概念は,気功

学では広義の意味で捉え,東洋医学では身体を中

心とした狭義の意味で用いられていることが多い。

筆者の研究は, これらの気の概念を心理臨床学の

分野にいかに応用すべきかである。

「気Jと いう言葉は日本語としてもさまざまな

場合に用いられている。その表現を分析すると大

きく二つに分類される (黒木,2001)。 一つは心

身に関することで,「病気 ￨「気分が良いJ「吐き

気J「気が晴れるJな どがある。二つは自然との

関わりで「人気がいい￨「気温が高いJ「空気が悪

いJ「気化するJな どと表現されている。三つは

人間関係のことで,「気が合うJ「気にさわるJ

「気が置けないJI気 にかけるJな どがある。これ

らでもわかるように,気は心身に流れ,大自然と

のつながりももら, こころの情報として他者との

間を行き交うものとして日本文化に根づいている。

最近の気の研究における認識は,麿 ら (1993)

によれば,エ ネルギー説,物質説,情報説という

3種類の存在様式があり,三者の関係は密接であ

るという。また,物質とエネルギーとは相互に転

換しうるものであり,気の運行そのものが情報と

しての物質とエネルギーとに依拠しており,そ れ

だけでは存在できないものであると主張している。

筆者は心理臨床において,「情報としての気Jが

大切ではないかと注∥しており,それを東洋医学

理論で肉づけしていく必要性は欠かせない。身体

における東洋医学的な気の役割について黎理する

ことから始めたい。

2.身体の視座

私たちは身体について考えるとき,西洋医学の

視点から考えるのが一般的であろう。それは身体

を解剖学的に部分としての臓器,1見える身体J

としてとらえる視点である。しかし東洋医学の視

座は,身体とは気の流れる形態としての「見えな

い身体Jか ら出発している。中国では“身体をFrl

いて見た場合でもその身体にそそがれるまなざし

がまったく異なっていた"と 石田 (198つ は述べ

ている。その眼差しとは,臓腑の役割はあくまで

も気,血,水が滞りなく流れる調節機能が中心で

あり,気,血,水の流れによって機能する身体を

中国では重視していたからだ。当然,五臓六腑の

生理や解剖学的位置づけは西洋医学の臓器の働き



3ア2    心理臨床学研究 第 22巻  i・ 1写  J“1年

と大 きくJ・ なっている。

気には41ま れつきもち合わせた先人の気 と,そ

の後に4iじ る後天の気があるといわれている。先

人の気は,心身の発育の基礎であり,生命活動の

原」lJ力 となる。先天の気の質 と量は,生 まれたと

きからイ∥々 人によつて定 まってtヽ るとさオして
'ゝ

る。

後天の気は,呼llkに よって天の気がIlに 入 り,飲

食物によつて地の気が消化吸収 して,身体のなか

に入 り,成長 とともに育 まれている。気は体内を

itえ 問な く巡 り,血や水が身体の隅々まで行きわ

たるのを助け,成長や代謝を促 し,邪気が侵入 し

ないように身体を守 る。 また,五臓六腑を経由し

て行きわた りそれぞれの内臓活動のlll進力 となる。

気,山L水 のly」 きを,山 田ら (1979)の 1図解東

洋医学 ￨の漢方のメカニズムをもとに筆者が作成

した図 1を もとに説明する (黒木,199H)).

11か ら入った飲食物はまず胃で消化 され小腸ヘ

と送 られる。小腸で消化 され,そ のなかから精微

物質 と1呼 ばれる栄養成分は牌に,そ の残 りである

下焦

食物の滓は大腸に,水分は膀眺へ と送 られ体外へ

排出される。一方,牌 に入った精微物質は,「 水

穀の精気Jと 呼ばれる気になり肺に上が三
'て

い くて,

この地の気 と
'乎

吸から入ってきた人の気が混 じり

合 うことでより大きな真気が作 られる。真気のllll

きは大別すると3方向に分かれる。一つ日は各lla

腑に気を供給 し,it終的に腎に蓄えられる。二つ

日は皮膚の表面に送 られ,外邪から身を守る衛気

となる。三r,Hは■1の 流れる先導役 となって11液

が身体の偶々まで行 きわたるのを助ける。 また,

必要な水分 も気 とともに水蒸気のような形で, lll

から肺へ 11が り,全身に噴水のように撒かれ,身

体の内外をl・ す。そして,肺に 卜がった水分の一

部は,心を通 じてrlへ と姿を変えて内部を巡 り,

余分な血液は1「 に蔵される。また余分な水はT子 に

下ろされ,膀肌に入り排出される。 このように,

まず気,血,水がお互いに結びつき,それ らが体

内を流れることで五臓六腑や経絡に影響を与えて

いる。

また,身体には気を循環させる通路があり,そ

れを経絡 と呼び,経脈 と絡脈がある。経 とは体の

縦 (11ド )を流れる太い流れ,絡 とは横 (左 イi)

を流れる細い気の流れであり,経絡 卜の反応点を

経穴 (ツ ボ)と 呼.い。経絡は手足 3本ずつの陰経

と陽経に分かれており十二経絡 (正絡)と 8本の

奇経八脈から成っている。 これは身体に流れる川

のようなネッ トワークシステムとして,皮 l・￨,筋

肉,各臓器をつなぎ,全身を一つの有機体 として

働いている。以 L述べたように,東洋医学では気,

血,水が巡 る身体 として捉え,すべての働 きに気

が重要な役害1を 11っ ている。その気のめぐりが悪

いと,身体には五臓六171や経絡に異常 として,心

理の面には感情のさまざまな乱れ として生 してく

るのである。

3  こころの視座

東洋医学では,精神情緒活動のことを「七竹 ￨

という。七1午 とは首,怒,憂,思,悲,恐,驚 と

いう感情表Iltの ことであり,それらが過度になり

上焦

中焦

一 天の気

図 1 気,血,水の流れ
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長lJに 及ぶと病気が起 ころ原因となる。それを

「内因Jと 呼んでいる。この内因によって,気が

虚したり滞ったりすることで,身体の症状 と思

`や感情の偏りが現れる。精神状態が不安定になる

ときは,特に気持ちをl llび やかにする「肝Jと 高

次の精神活動を主る「心Jへの影響は大きい。￨「

は気を巡らせ感情をのびやかにする臓であり,障

害さ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Jと いわれ,高次の精神活 fll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J

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

めぐりが忠くなりうっ血 (Ill気 うっ血)づ
－
る。そ

して,気が固まることで神を主る心が虚してショ

ボンと落ち込み 1心牌両虚),一方では興奮して

怒りが舞い上がる (心火 li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

さオじる。 このようなし情に起因したこころのイ∫り

ようが気,血,水を動かし,それぞれの臓腑機能

に反映 した気 の状 態が現れ て くる。 山田 ら

(1979)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,

憂えばモンモンとして気が縮み,思えばこだわる

ことで気が固まり,悲 じめば生きる力がうせ気は

消えていき,恐れれば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。これら七
4)

1青 を五行理論にあてはめ71臓 に配当している。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 くとそれぞれの臓を傷つける

といった関係がそこにはある。

こころの有りようを表す言葉として,七1青 の他

￨こ 「神J,「魂」,「塊 1,「意J,「志Jがある。 これ

らも五行理論にあてはめて五臓に関係づけられて

いる。1素間Jの宣明五気篇では五蔵の蔵するl lr。

心は神を蔵す。肺は塊を蔵す。肝は魂を蔵す。牌

は意を蔵す。腎は志を蔵す。是れを五蔵の蔵する

所 と謂 う (南京中医学院,1991)。 また 『霊枢』

の本神篇によると,心は脈を運行し,神はこの脈

を運行する力によっている。肺は気を蔵 し,塊は

この気によ－,て いる。肝は血を蔵 し,魂はこの血

によっている。牌は営を蔵 し,意は食物の栄養分

であるこの営によっている。腎は精を蔵 し,志は

この精によっているといわれ,心 ―脈―神,肺―

気―晩,∥■―■1-魂,牌―営―■1,腎―精―志 と

いう関連性が述べられている (小 曽,■ ら,1972:

南京中医薬大学,2000)。 このように,神,魂,

塊,意,志は7[臓 と関係 してお り, また脈,気,

血,営,精 という流れる物質 として五臓 に宿るの

である。 このことはすでに石Hも 言及 しており,

“人の身体の中で, こころが具体的にどのように

現れ,人の行動にどのように関わるのかを,いわ

ば生理的根拠のうえから探 ってい くこと"が重要

だと論 じている (石田,1987)。

石田 (1987,1995)は 図 2を 示 し,精・ 神・

魂・ 塊・意・ 志について,要約すれば次のように

説明している。′サ親 (陰)と 父親 (陽)の「精J

気が結びつき受精すると「神Jが41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

〈陰〉

意
識
的

４

１

１

１

１

１

魂
　
　
　
　
神

サ
　

こ
こ
ろ
〓

天
上
的

晩
原
意
識
的

精

▼

か
た
ち

地
上
的

源根

図 2 東洋医学の心身図
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してのこころを代表,~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,神に随つて往

来するものを「魂Jと いい,精に随って往来する

ものを「塊Jと いう。魂 と晩は,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li′ といわれてい る。
「
意Jと

「志J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 と晩も紡

rlす ることがな くなる。陽の系列は天_L的な性格

をもち,知 としてのこころの'性格が強い。1」かに

ついて考えるという行為は,意―魂―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―晩―精 と結ばれる地

L的な身体の系列に属 していると述べている。

Ⅲ  心理臨床における身体の重要性

筆者は心理臨床の場で,ク ライエントが語る言

葉,湧 き出て くるイメージ,何気ない動■1微妙

な身体感覚はすべて気の働 きとして捉えている。

クライエン トが訴 える悩 みや症状 は,過去に起

こった傷つき体験における気の反応から始 まる。

例 えば,シ ョックなことが起 こると,ま ず呼吸が

ftれ 気の流れの リズノ、が変化する。それ と同時に,

意識の状態が微妙に変性することで内的なイメー

ジが変化 してい く。 このようなことがたびたび起

こり持続す ると,ll」
7吸,筋肉収縮,姿勢などの

「体癖Jに つなが り,身体感覚が鈍 くなる。 また

感 じ方,見方,考え方などの「心癖 ￨に つながる

イメージが固定される。 このとき気の流れ方がそ

の人な りの法則性をもち始め,長期化すればする

ほど岡着 してい く。その意味では,気は身体のあ

意識 レベル

￨

動作   (感 情)    言語

一

気－   ――――― 'こ
ころ

￨

身体
`

感覚   (晴 動)   イメージ

￨

無意識レベル

図 3  セラピーにおける気の働 き

る部位￨こ 滞りとして, またこころには人格の偏 り

として生じてくる。このように滞リイ扁った気が解

放されるには,無意識の働きとしての身体感覚と

イメージの変容が必要になる。クライエントが心

身で語る現象にはすべて意味があり,多 くの 「
情

報 ￨がそこに織り込まれている。図 3は筆者が心

理臨床の実践から考案した図であり, これはセラ

ビストがクライエントを観察したときの気の働き

を表したものである (単木,2n)1)。

縦軸は意識レベルと無意識レベルを示し,横軸

は身体とこころの領域を三分化して考えたもので

ある。こころの領域での意識レベルは言葉で,無

意識レベルではイメージとして表現される。身体

の領域での意識レベルは表情などを含む動作で,

無意識レベルでは感覚 として表現される。また意

識レベルでは,言葉と動作があり,それらをつな

ぐLL観的な側面としての感情がある。無意識レベ

ルでは,感覚とイメージがあり,そ れらをつなぎ

感情の働きを主る情動がある。:￨らきには気の働き

があり,言葉,イ メージ,動作,身体感党はす

べて気のlrlき の姿を変えたものとして捉えてい

る。

実際の心理療法では,図 3で示した各領域をl「

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
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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,1今・ ここJの流れ

に従っていく。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どこに注目するかに

よって,そ の流れが変わってくる。

クライエントは心身の状態,気になる出来事,

さまざまな思い,そ れに伴う感情について言・￨・ を

用いて表現する。その言葉にとらわれすぎると,

クライエントの奥に流れているイメージや身体感

覚は表出しにくい。しかし,ク ライエントが 母

が鬼のように見えるのですJと いったイメージ化

した言葉に注目して,その「鬼のようなJと いう

比喩に焦点を合わすと,セ ッションの流れはイ

メージ領域にシフトしていく。その展開によって,

セラピストはイメージ法,描画法などを用いるこ

とができる。

また,ク ライエントの表情や姿勢の変化,身体

の各部位の接触,た め息・咳・涙・汗などの身体

表現に注目することもできる。例えば,ク ライエ

ントが胸に手を当て「苦しいのですJと 語れば,

身体あるいは身体感覚へのアプローチが可能にな

る。身体のアプローチとして,lllJに ある檀中 (中

ll田 )と いうツボに焦点を合わすと, このツボは

任l」R上にあり,心包経のつながりが大きく,心 と

の関係性が高く,心は神明を司るので精神疾患が

背後にあると考えられる。また,み ぞおちの部位

にうっ滞が生じていると上部の気を下部に降ろす

ことができず,1檎りの周辺に気が滞っている場合も

ある。身体に対して,筆者は気功法を用いている。

クライエントの掌を自分の胸に当ててもらい,軽

く目を閉じその部位に意識を向けてもらう。しば

らくすると,掌 と胸のあたりが温かくなってくる。

これは自らが行う気の手当法である。長年の練功

でわかったことは,あ る部位に手を当てしばらく

していると自然に内気が集まってくるという現象

である。あるいは,両腕を軽 く開いて掌を少し外

に向け,lllktJか ら腕を通 り掌のHし心にある労宮 (心

包経)と いうツボから,滞 った気を外に流す イ

メージを使うこともできる。これは消気法という

身体の気を滞りなく流す方法である。また,胸の

気の滞 りに対して,ス フイショウ (ナじ手),背骨

ゆらしなどがあり,全身の気を動かし,活'性化さ

せる方法がある。スフイショウとは足を肩幅に開

き立ち,両手を揃えて前後に動かしていく方法で

ある。この動功は肩がほぐれて,首の血行が良く

なり,全身がリラックスしていく。lV骨ゆらしは,

椅子に座り,腰を中心に背骨を前後左イiに 動かす

ことで,全身の気を巡らすことができる。

身体感覚へのアプローチになると,例えば「胸

に何かがつまっているようですJと クライエント

が語れば, その部位に軽 く掌を当ててもらい, 日

を開 じ,身体感覚 を味わってもらう。 これは

フォーカシングでいうフェル トセンスヘのアプ

ローチに近い。その部位にうっ滞した気が生じて

いるとみえられる。その気感からイメージが浮か

びJ二がってくる場合もある。どのアプローチを行

うかはセラピストの技術 (技 と術)に関わるが,

できるだけセッションの流れはクライエントに従

うほうが よい。このような多彩な生命活 lJと して

の言葉, イメージ,動作,身体感覚を通して,ク

ライエントの気の働きが最も顕著に現れている領

域に■1点 を合わしていく。このようにこころと身

体を「1時 に診る心身一如の視座が重要ではないか

と考えている。

この図から,心理療法の技法を考えてみると,

言葉による一般的な対lilカ ウンセリング, イメー

ジに関わるイメージ法,絵画療法,夢分析,動作

に関わる臨床動作法, ダンス・ムープメントセラ

ピー,感党に関わるフォーカシングに対応してい

る。例えば,フ ォーカシングの場合,フ ェル トセ

ンスという人り日から,身体感覚,感情, イメー

ジなどに関わっている。このように多くの技法は,

本来的にはこころだけではなく身体との関わりが

あると思われる。
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￨

無意識レベル

図 4  気 の心 身図

IV 精・気・神の心理臨床

筆者の心身図と石田の東洋医学心身図を重ね合

わせることで,心理臨床と東洋医学に橋を架けら

れるのではないかと図 4を考案した。この図を身

体 (陰)のlHl面から説り」すると,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

しての暁があり,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)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

思がある。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。この図は平面的

に固定されたものとして見るのではなく,気を中

心とした流動図として想像してもらいたい。

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

て観察することが必要である。それは相手の言葉,

動作,イ メージ,身体感覚は気の働きが姿を変え

た形態にしかすぎないことは前述した。

精と神は,根元的であリー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)υ )精 気によっ

て受精したときに,受精卵のなかに宿る。心理臨

床的に捉えれば,両親の「月題がそこに人り込むと

考えられる。男女がどの 1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1∥イ直観や信条をもち生き,

子育てをしたかなど,μt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ともに

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,気の流れによつて整え

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

きそのため気のめぐりが悪 くなり,魂,塊,意,

志というこころと身体が結びついた有 りようにも

影響を与えている。これは「東洋医学的精神発達

論Jと 呼べるのではないかと考えている。

この精,気,神 という概念は道教でも重視され

ている。精は地に,気は人に,神は大に対応して

おり,「精,気,神Jを調えることで,「 人,地,

人Jが一体になることをlJ指 している。道教はも

ともと不老長寿を日指し,現実主義から1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 (1992,1993)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つたが,

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

に作りだそうとする「内丹Jが考えだされたと述

べている。
5'

内丹とは,身体内の任脈と督脈に意念を用いて
￨ヽ

気を動かし,三丹田 (下丹田,中丹日￨, L丹 田)

に気を循環させることで丹を練り上げる身体技法

ベレ
　
→

誰意 く認易〉

言葉

く意〉        く陽〉

イメージ

く魂〉        く陰〉

く神〉

￨

身体 く=――

一

気 >――――    'こ ころ

動作

〈見い〉

身体感覚

く晩〉

く精〉



の ことである。 この内丹 の プロセ スを坂出

(1993)は,心身を整える (築 J,ll準 備をし,精
を鍛鎌することで気を純化し (練精化気),気 を

鍛錬すること
~神

を純化 し (練気化神), ネ申を鍛

錬することで虚に還る (練神逮lL)と ぃぅ4段階

を辿り,「虚寂無為J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。

心理臨床の視点から, この1瞑想による内丹の身

体技法を考えてみると,西洋心理学のイメージ法

に近いものがある。しかし, イメージを取り扱う

視座がまったく異なっており,筆者は両者の違い

に注目している (黒木,1996)。 その違いとは,

西洋心lll学でのイメージの使い方は無意識の領域

から出てきた素材を自我が受けとめ,取 り入れ,

拡充していく方法を用い,束洋の瞑想法は,自我

を清澄することで無意識に近づく方法であり,意

識を大極につながる無意識にゆだねていく。前者

は無意識から意識の方向へ出て10き ,後者は心身

を用いて意識から無意識の方向へと入っていくと

いうベクトルの方向性が正反対になっている。ま

さに西洋と東洋の文化による自我の有りようの違

いがそこにある。

内り}でのイメージの用い方は,身体内の督脈と

任脈 という気の通路に意識を向け,思いの方向に

意を動かしていると,自律的に気が働 くというこ

とが起 こって くる。言い換 えれば,“気は意に

乗って移動する"のである (増 l11,1992)。 藤岡

(1988)は ,“気の移動しているのは身体性イメー

ジであって,気の滴はイメージではなくてある実

体なのだ"と 述べている。ある実体とは,エ ネル

ギー,物質,情報であるといえる。また,田蔦

(1992)￨ま “気 というもの自体が,単なる抽象llT

念に7は らず,その本人に実感として感じられる

身体感覚的イメージである"と いう。この両者の

“身体性 イメージ"と “身体感覚的イメージ"は

〈働 きとしての気)と して捉えることができる。

1木 ,I一 :心理臨床におけるこ身―夕]の視座   メアア

そして, イメージが情報 として気の流れに入 り込

むときに, 意識は変性 し, 身体感党力`変化する。

それは 〈リアル〉であるがゆえに心身を変容 させ

るのであろう。

イil日 (1997)は ,こ の内丹のプロセスは “本来

的「」己に戻るプロセスである。 とすれば,本来の

自己を発見 し,それに自己の全存在を集約するこ

の過程を,全 く精神的なヤ;り の方向からとらえる

ことも可育ヒである"と 論 じている。 このような不

老長寿を目指 した先達が内りlな どを用いてF」達す

る高次な意識性,言 い換 えればスピリチュアル

(11:的 )な世界に触れようとしたことは容易に想

像することができる。 このような瞑想を中心 とし

た身体技法が東洋には他にもさまざまな形で存在

している。

気 という視座から心理晰1床 を模索 していると,

セラピールームの場を身体にたとえるならば,ク

ライエント自らの身体を用いて内丹を試みること

をしなくても,セ ラビス 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 l「練神還

虚 ￨の 4段階を経て,1虚寂無為J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。心

理jF/法 における面接構造 (治療契約,面接時間,

■i接室など)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 トの不規貝」な睡眠や食生活,不摂生が

次第に自然の リズムに戻 り,〈精〉 としての身体

が1ド常に機育旨していく。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,人間関係などに影響を与え,自 らのいの

ちの働 きとしての く神〉 を活性化 させ,リ ア リ

ティを変えていくと思われる。セラピス トの役割

を説明するには,「眸啄Jと いう言葉が適 してい

る。「暉 ￨は鶏の卵がかえるとき,殻のなかで雛

がつつく音で,「啄Jは母鶏が殻を破るという意

味で,「逃 したら, とらえがたい時期Jに 用いら
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れている (新村,1998)。 セラピス トの役割の本

質は「時が くるのをじっくりと見守 り,機を逃さ

ないJこ とに尽 きるのではないだろうか。 また,

心翠療法の基本が傾聴することという意味は,ク

ライエントが語れば語るほど,身体内の気が活性

化され,気のlfJlき は心的イメージ (魂)と 身体感

覚 (晩)に微妙な変化を起 こし,無意識に沈んで

いた精 と神が呼び起 こされる。そのようになれば,

うっ滞 した気は流れ始め,こ ころの有 りよう (意

と志)を変容 させる。その瞬時, クライエントは

自らσ)くたましい〉 ￨こ 触オ■てヽヽるように思オpオtる 。

このような意識状態に関して,あ るクライエント

が語った「(自 分の状況は)何 も変わっていない

が,(現実感力〕 すべてが変わった ￨と いうリア

リティそのものがすべてを物語r,て いる。

:ヽ  おわ りに

筆者は心理臨床に気の概念を導入することで,

新たな地平がllLれ るのではないかと,実践を通 し

て探求 してきた。イi田 の図 2と 筆者の図 3を重ね

合わせた とき,見えてきたのが
「
精,気,神 ￨と

いう道教の概念であった。道教においては,「精,

気,神Jは 「天,地,人 －と対応 した言葉である。

1,者 は身体に流れる気に注日して心理臨床を行っ

てきたが,大 自然 とつながった心理臨床を試みて

いる自分に改めて気づかされた。東洋医学では,

「気,血,水」の流れに,道教では,1精,気,

神 ￨の働 きに,ひいては「人,地,人Jと のつな

がりのなかにスピリチュアリティ (霊性)が存在

する。それ も,心身  如 という身体性に密着 して

いる点が,東洋のスピリチュアリティの特徴であ

る。

く注〉

1)五臓とは1「,心,岬,肺,腎 のこと。六腑とは

胆,小腸,∵1,大腸,膀脱,三年σ)こ とをいう。

三焦とは,実際にある臓腑ではなく 1飲食物を消

化し,そ れを気,血,水 (津液)と 化して全身に

めぐらし,体内の水路 を整 え,不要の物質を尿,

便 として排ylさ せるrt合的な機能をもつJも ので,

上焦・ 中焦・ ド焦 と分けている (山 1日 ら,1979)。

五臓六lflで はな く六臓六腑だ という主張があ り,

これは ￨[1経絲に対応 させ,71臓 に心包を臓 とし

て加 え六臓 と￨み えている。 しか し,霊枢の邪客簡

では,心包は臓 としてみなしていない。それはあ

くまで も補助的な役割 として捉 えているのが,現

在の東洋l－ 学の基本的な考え方である (小曽戸 ら,

1972)。

2)経路 は体表niと 五臓六腑 をつないでい る気の

ネットワー クのこと。正経は手 と足 3本ずつの陰

経 と陽経に分かれている。 これらの理解の仕方は,

両手を上げて立ち (万歳の形),険経の気の流れは

下から 卜の方向へ,陽経の気の流れは Lか ら ドヘ

と流れると捉えればわか りやすい。 手の三陰経は

上腹部から胸部の内側か ら指先に向かう「手太陰

肺経_「手豚険心包経J「手少陰心経Jがある。足

の三陰は,足の指先から腹部から胸部の内側に向

かう「足大険肌!経 J「足販陰肝経 ￨1足少陰腎経J

がある。手の三陽には,手の指先か ら頭へ と向か

う
~手

陽明大腸経 ￨「手少陽三焦経 ￨「 手太陽小腸

経  がある。足の三陽は頭から足に向かう 1足 腸

明胃経」
~足

少腸胆経J「足太陽勝 lt経J力 あ`る。

このように1「経は十二経脈から成 り アヽっている。

奇経八脈は 1任脈J「督脈J「衝 lle l「 滞脈J「陰維

脈J~陽維脈 1日会踊脈J「陽斎脈 ￨がある。

3)東洋医学のl tl因論では,「 内1月 ￨「 外因J~不内外

バ=の 3要因があるといわれている。内因 とは,

喜,怒,憂,思,悲,恐,驚の  し情Jであ り,

臨床心理学 と関係が深い感情の領域のことである。

外因 とは,寒,暑,l・i・ ,湿,l」 ,火 の「六気 」の

ことで, これら自然界の環境要因の過多や不足が

心身に影響を及 ■していること。1不 内外「
llJと は

習慣的要因 となる飲食や生活態度などの不摂生や

不規則な生活のことで,外因や内l kHで もない病ト

のことをいう。

1)自 然界におけるさまざまな現象や形 ま,木,火 ,

上,金,水υ)′iつ の代表的な要素で成 り立つてい

るという東洋医学の基本的な考 え方であ り,以下

に一部を紹介する (根本,1991)`,
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5)奇経八脈のなかに督脈 と任脈 とが含 まれている。

督脈 は会陰部 より起 こり,脊柱に沿って後頭部か

ら頭頂部か ら上回唇部 まで,任脈は下「l唇 部から

会陰部 までの気の通路のことをいう。

6)丹 円 とは,生命エネルギー としての気が,体内

で作 られ蓄 えられるところであ り,騰下 5～ 6 cm

に位置 している。 これを ド丹田 という。体の正中

線にそって,胸の中央あた りにある腔中のツボの

位置を中丹田 といい,眉間のある印堂のツボの位

置を上丹田という。

く付記〉 ソtり 1ヽ大学の円蔦誠 －氏には,多忙のなかこ

の論文に目を通 していただき,貴重な意見を賜 った。

ここに感謝の意を表 したい。
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Keg lVords : (,)i. ( neness of bodl' and mind, tr':iditi(mll Chinest' uredicirle

-\BSTtt,.t('T

1'l.re viel poirtt of Shinshin-ichin!'o ir.I psJ chotherap]

IiUltOI(1. Iie'nichi
L'uorllr of I ltt tttu tt St itnt Ls, O*tha Linitersit) oi ELrtttottt ir s

'l6is papqr.r'\anlines psychotherapy fron the viewpoint of Shinsin ichiiyo (oncness of bocl)'urtrd nrincl)
that r.rtilizts the c(nrceljt of Qi in traditional Chinese tttlicinc arlcl Taoisllr. 'l'he authot naintains th:rt, in
traclitio irl Chinese uttclicine. the human body is un<lclstorxl in tcrnrs of the functions of Qi. bl<xrcl. itncl

fluici. ancl th;rt nrind resides \\,ithin the bodi froln $hich (Ji flows irl and out. Qi is cottsidelccl thc
clipressiorl oi lrincl. ln rhis paper, the authol pr-()poses a iigLue of Inild and body, rvhich givcs ()i thc
central relr or-gariziug thc Nhole Gestalt of nrintl and brxlt funcliorts. Br using the figure, he asscrts tho
illtpoltallcc ()i ull(ler-standing client-c'\'erbaliz:ltiorls. nl()\'enrcrtts. irnages. and bodil! sensations fronl tht
point of vie\ ef Shinsin ichinlo. Furthermore. he cxplains. using the rrind bodl figures bl lshidiL and his
o\\r. that thc process (lf nci,dan ('l'aoisn) and that r)f l)stch()therap! are -similar. His e\planati(rl also
utililes tlte -laoist colccpts of jnrg. Qi. and shen- llr clirnts under ps) chotherap-\', theil Qi is ptrrifiecl as
thcir jing is tr-ainecl. And the! come to c(mtltct r\,ith shcn. as thcir Qi is streng'thened. -q.|d thel firlall]
reach xu as their shelt is foltified- This process can occrrr \\'ith()ut the clients conscious aNarcness.'l'l'te
author argu('s thzil this process of personal gro\\'th is tllt'\a! to reach spiritualitf in the llast


