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はじめに

近年私は、虐殺や戦争、亡命の悲劇によってもたらされた個人、家族、そ

して、文化に関するトラウマを―フィクションや自叙伝を通して―著わした作

家とともに仕事をするという幸運を得た。フォーカシングのガイドを求めて私

のところへ来る人たちに対して、その特別な要望にこたえるため、私は「治

療的入門指導(therapeutic mentoring)」と名づけた方法を産み出した。ま

た、ここ３年間はフォーカシングに根ざしながら、からだをベースにしたハコミ

心理療法(Hakomi bodily-based psychotherapy)から学んだことも組み合わ

せてすすめている。それは、数１０年の間、一人の創作的な作家として、ま

た、その教師として学んできたのと同じようである。

フォーカシング指向的アプローチが、心理的な負担を背負っている被害者

が自己自身を語り始める過程をどのように援助するかを示すために、この

小論のなかで私は、「ヴェラ」という作家を仮想し、彼女が「問題(block)」であ

ると提示したことと取り組むひとつのセッションを想定した。ヴェラは、私が指

導に携わった実在の人物ではなく、――その記録は部外秘になっており―

―彼女の物語は、ホロコースト、ルワンダ大虐殺、イディ・アミン政権下のウ

ガンダでの残虐行為、南アフリカのアパルトヘイト、レバノン内戦の生き残り

の人々など、私が実際に接した多くの人のものに似ている。今日、文化的・

政治的な暴力によって生じる苦しみには終わりがないようであり、人生に痕

を残す悲惨なトラウマを記録に残そうとし、記憶し、そして、理解しようと強く

心する人たちの活力もまた絶えることはないようである。

「ヴェラ」を通して、私は、このような作家によっていかに多くの勇気が求め

られるか、そして、フォーカシングやフォーカシングと結びつくプロセスがい

かにその人を次のステップへ前進するよう助けることができるかについて、



読者の理解が深まることを望んでいる。私は、ヴェラのような人が三重の重

荷のうち、ひとつ、あるいは、さらに多くのことを抱えており、そのことにしば

しば気づかされるが、その三つは、１）数え切れないほど多くの被害者の「完

全な」証人になる必要性、２）沈黙が求められている家族や文化的な慣わし

にもかかわらず、書き留めることへの葛藤、３）その記憶とそれらを記録する

という行為によって罰を受けるのではないか、または、情緒的に乱されるの

ではないかという恐れ、内心で沈黙しつづける者との出会いである。フォー

カシングによってこれらの「問題(block)」に対応していくと、その障害を何か

新しいものへと、あるいは、それら自体を阻害物ではなく満ち足りたものに

変えていくことができるのである。

ヴェラの物語

75 歳のヴェラは、個人的に入門指導セッションを求めてシドニーにある私

のホームオフィスを訪れた。執筆に関する私のワークショップに参加した友

人が彼女を紹介したのである。ヴェラは、社交的で、知的で魅力的である

が、しかし、同時に警戒心―自信と恐れの両方が彼女のからだの中に同居

している――に私は気づいた。彼女は、自分の少女時代について書きたか

ったが、始めようとするたびに彼女の中の何かがそれを止めていた。彼女

は、他の主題――得意な 20 世紀フランス文学についての著作や論文――

については数多く執筆してきているので、彼女は良い文章を書くことやプロ

ジェクトの見通しをたてることについては力があるのは疑いなかった。しか

し、その自叙伝に関しては、彼女はそのなかの問題に対し臆病、神経衰弱

と決めつけ、「もしかしたら私はそこへ立ち戻るために必要なものをもってい

ないのかもしれません」と言っていた。「私は教えることから引退したらこの

本を書こうとずっと計画していました。でも、もう２年間になるのにそれができ

ていないのです。」彼女は、意気消沈し、自分自身に対して少し怒りを感じて

いた。私は、フォーカシングのあり方で彼女に接することを提示し、それがど

のような意味をもつかを説明した。「問題(block)」、または、想像力の不足、

あるいは、「求めることが得られない」というようによく意識されるのは、フォ

ーカシングのプロセスを通して触れることによってだいぶ違った姿をみせる

ようになる、と私は勧め伝えた。

私が言ったことを了解したかのように、彼女はそれを受け入れた。そして、

自分の物語を少し語った。この時点で彼女は、実際のフォーカシングプロセ

スへの準備は整っていなかったが、私は、彼女が私と情報を共有しようと

し、それを満たす信頼が根づきつつある、と思った。このセッションでフォー



カシングに到るかもしれないし、そうでないかもしれない。さらに多くのセッシ

ョンをもつようになるかもしれないし、どこかの時点でフォーカシングプロセス

が生じるかもしれない。この時点では私にはわからなかった――そのような

状況のヴェラを目の前にしているだけであった。彼女は、ハンガリーの生ま

れで、ユダヤ人であり、ホロコーストの生き残りである、と私に話した。彼女

は、ためらいがちに、震えるような言い方でその細かいことを話し、洗練され

た教養のある女性として生きていながら、子どものような脆さを垣間見せて

いた。

私は、身体指向心理療法家(somatic-oriented psychotherapist)としても訓

練を受けているので、この女性がからだのなかにいかに多くのトラウマを抱

えているかを把握しており、その回復力を少しずつ得、深めて行く機会をも

ちながら、ゆっくりやさしくすすめていく必要がある、と考えていた。トラウマ

による記憶に結びつく「問題（block）」は、秘められているトラウマを掘り起こ

そうとすると、その人の神経回路をいっぱいにしてしまうが、同時に、その状

態に陥ることを防ぐのに役立つことがある。その生体のあり方――その人―

―は、「その自己を語る」ということをしないという自動的な働きによって、再

びトラウマを負うということから彼女自身を守っているのである。これは、内

面（自己）の批判的な考えによって、その物語を語ることを抑制するのとは

異なっている――それは、身体的な体験がもたらす調整機能のようなもの

である。同時に、そこには過去のことにつながる罰や狂気への恐れとの「交

差(crossing)」が在るかもしれない。トラウマに関する素材に取り組むときに

は、ヴェラが「問題」として提示してきたこの防衛に対し意を払う、ということ

が重要になってくる。

その人自身の内面から導き出される動きが示唆する適切な速さによって

進めることは、極めて重要である。それは、カール・ロジャースが提示してい

る「無条件の肯定的配慮」をその人に適用していくことになる。

ヴェラは、その生育暦に関する細かなことがらに加え、自分の書くことに含

まれる「問題」について語るのに少々時間が必要であり、彼女は、書きたい

と思っている素材についてそれ以上共有することを非常に気にしながら避け

ていた。「私は生き残ったのです、」とだけ、意を決して述べたが、それ以上

は語らなかった。それは、まるで見知らぬ人に明かしてしまうのは賢明でな

いと考えているかのようであった。彼女は、失敗につながるすべてのことと

その回避方策を結びつけ、生き生きしたユーモアとともに語ったが、私は、

彼女の目には痛みがあるのを知った。ウィットによってその痛みを覆い隠そ



うとしていたのである。彼女はまた、学問的な業績を並べて見せ、そして、彼

女自身能力があり、その自叙伝に関しては特別なのだ、とあたかも私を、そ

して、自分自身を安心させるかのようであった。「私は上手くいかないことに

慣れていないのです」、そして、「実際、私は仕事の虫だったのです。」と言っ

ている。

彼女が一息ついたとき、私は、たくさんのことを共有してくれたことに感謝

を伝え、フォーカシングが彼女にとって援助的になる可能性をもっているか

どうかをもう少し知りたいか、と尋ねた。彼女はうなずいた。私は、フェルトセ

ンスやユージン･ジェンドリンのフォーカシングモデル、アン・ワイザーの内側

との関係によるフォーカシング（inner-relationship Forcusing）について詳しく

説明し、他者の援助や執筆生活において、私自身がそれをどのように用い

ているかを説明すると、彼女は安心したようであった。私は、彼女にその主

導権をすべて委ね、そして、彼女が「もう十分だ」と合図をしたくなったらいつ

でもともに進めて行っていいと伝えた。ジェンドリンのひとつひとつのステッ

プが思い起こされ、急いで何かを得ようとしたり、何かに合わせようとしたり

せずに、「少しずつ進んでいきましょう、」(taking little steps)、とともにゆっく

りと取り組む気持ちを示すことばで伝えた。私は、彼女をフォーカシングへ誘

うようにしながら、「フォーカシングでジョイスとやっていこうとすると、自分は

どんな様子かしら？」と自分のからだに尋ねると、どんなことが起こってくる

のか、内側に目を向けるように勧めた。彼女は、その誘いに応え、目を閉じ

た。胸に触れながら、「なんか安全な感じがします」と言った。私は、その言

葉―安全―が彼女にとってすばらしい意味をもつように聞こえた。

ヴェラは、長年瞑想の経験があったので、内側に目を向けるのは馴染ん

だ動きであった。そして、他の人だったらそれほど容易ではないと感じるで

あろうほど、たやすくセッションを始めることができた。これが彼女でないなら

ば、その人が探索し得る領域で居心地がよくなるように、私の支えによって

フェルトセンスに触れる体験もう少ししていくことを勧めたであろう。彼女が

自分のからだに―「私の子ども時代のことについて書くことができないでい

る、これは一体どういうことなの？」―と問いかけたとき、彼女が波長をあわ

せようとし、待ち、湧いてくるものを活用する、と判断できた。ここまでの経過

で、彼女にとって非常に重要な安全がそこにあったので、フェルトセンスと触

れ合うことが可能であった。

ヴェラは、数分間目を閉じて座っていた。これは、フォーカシングのリスナ

ーにとって長い時間のように感じられた。しかし、私は、その人がフェルトセ



ンスに触れているのかどうかわからずに辛抱することを学んでいた。彼女が

話す準備ができるようになったとき、ヴェラは、フェルトセンスとそれに伴う記

憶が滝のように流れ出し始めたが、それは、彼女の内面のいろいろな事実

が非現実的な速さで開放され、読む者を驚かせるほどであった。

しかし、私の経験では、誰かが極度のトラウマについて書きたいと思ったと

き、それがブロックされていたとしても、話そうとする気持ちがそのトラウマを

表面近くまで引きつれてくる、といえるのである。フェルトセンスのやり方で

すすめて気づかない「何か」がいったん内面に触れると、その人が沈黙やあ

いまいの中に引き返すことはとても難しいことである。

「語られることを待っている物語」は、生まれようとしている胎児に少し似て

いる――少しでも頭が現れると、残った身体はすぐに出てくる。その胎出

は、自ずとなされる。この時点で何か問題があるとしたら、それは、再び閉ざ

されてしまうことではなく、それよりも、「そのすべてのこと」がひとつの経験と

して意識内に残り抑圧されることである。フォーカシングや内的世界指向（マ

インドフルネス mindfulness）のプロセスに基礎をおくハコミ療法では、この

長い間沈黙のままでいる、あるいは、全く触れられていない感覚を力強く解

放することを「riding the rapids（訳注：急流に乗ることの意）」と呼び、それは

カタルシスの効果や気づきをもたらすのである。――しかし、もしトラウマに

触れた場合には、「急流に乗る」のが「滝のような流出」に変わってしまい、

それはその人を、あまりにも容易に再びトラウマに晒しやすくなる。ヴェラの

なかで開かれていくものと、私から求められるものとに波長を合わせるよう

にすることが私の果たす役割になるのである。

そして、彼女は自分のからだに問いかけた。「私の子ども時代のことにつ

いて書くことができないでいる、これは一体どういうことなの？」―そして、そ

の返事を数分待った。ヴェラはやさしく、ほとんどささやくように、「こぶし」と

言い、彼女は、みぞおちに触れ、顔を歪めた。「こぶしがここにあります。」私

は、彼女に伝え返した。「なにかこぶしのような感じのものがあなたのみぞお

ちにあるのですね」。

「はい」、「それに、私のものではありません。」と彼女は言い、彼女の顔に

怒りがあらわれ、声にもなっていた。「すると、この内側のこぶしのようなもの

はあなたのものではなく、それとは違う何かがあるんですね。」



ヴェラは涙を流し、不安になった。震えながら、「それは悪いこぶしです」と

彼女は言った。

彼女のからだの中には少女の姿があり、目は閉じられていたが、その奥

には小刻みな動きが見えた。ハコミ身体トレーニング（Hakomi somatics 

training）を通して、私は、それが古い記憶の現れているときのシグナルであ

ることを知っていた。「もしかしたら今記憶がいろいろ湧き上がってくるのかも

しれませんね」、と私は「もしかしたら」を含めて間違いの可能性も残しなが

ら伝えた。

彼女は、再び子どものようにはいとうなずいた。彼女は、いま子どものよう

に、床の上で足を組み合わせて座っている。「彼は、握りこぶしでパパを殴っ

ている！」と嘆き声をあげた。「そして私は、彼を助けることができないの！」

この時、ヴェラは静かにすすり泣きを始めていた。それは、彼女を過去から

分け隔てていた膜が破れたかのようであり、子ども時代の記憶があたかも

現在のことのように経験されていた。「無力だと感じているのですね」。「あな

たのパパを救うことができず無力だと。あなたは、今この部屋でそのひどい

日を思い出しているのですね。」と私は言った。

私は、彼女がそれを新しく実際に経験しているのではなく、彼女はその瞬

間に生き、その記憶のなかに居る、ということをヴェラに対して意図的に伝

えていた。いまの彼女の中にある力を呼び覚ましながら、「あなたと私、成長

したヴェラと私は、幼いヴェラとここで一緒にいることができますか？」と私

は言った。

もしヴェラが何１０年も前のハンガリーでのあの日の苦しみと同一化したま

までいるとしたら、フォーカシング・プロセスによって再トラウマ化への経験に

転化してしまうような氾濫(flooding)にならないように、いくつかの身体的なワ

ーク（somatic work）に移行したかもしれない。私は、彼女の膝に私の手を置

くか、あるいは、私の足を彼女の足に置くか、または、彼女が両手で抱ける

ような枕を渡したかもしれない――彼女を、いま・ここのからだ、現在との関

係に引き戻すための何らかの物的な接触をしたかも知れない。しかし、この

瞬間にヴェラは移行（shift）を彼女自身で行うことができた。そのトラウマの

出現は自ずと静まり、そして、活力的な統合された洞察が現われた。

「私は、あの朝ゲシュタポからパパを救わなかったことをこれまでの間ずっ

と恥じていました。彼らは父を殴りつけ、連れて行ったので、私は二度と父を



見ることがありませんでした。」彼女は、いま静かに痛みを抱えながらも、少

し落ち着いて涙を流していた。彼女は、自分自身の母親であるかのように、

腕で自分自身を抱きしめ、体を軽く揺らしていた。震えが鎮まり、彼女の全

身が和らいでいた。

「父の役に立てなかったということを、どのように感じているのかわかった

のですね。」、「そして、あなたが生きている間中ずっと、どのようにその恥ず

かしい罪を抱えてきたのかを。」と私は言った。

「私は、それが全部明るみになることを、私がどんなに悪い少女だったの

か知られることを書くのが恥ずかしかったのです。」

「なにか恥ずかしかった。」「そして、いまそのような子どもであったことに思

いやりのような新しい気持ちが出てきたのですね。」と伝えた。

「一体どうやって私がゲシュタポのようなけだものを撃退することができた

というのでしょう？でもそれが私のすべきことだった、と信じていたのです。

今日まで、それを信じてきたのです。」

「幼いヴェラは、それほどまでに混乱していたのですね」、「大人になると、

物事が実際にあったとおりに見ることができます。」と私は言った。

ヴェラは、深いため息をひとつついた。それは、シフトを示していた。彼女

のからだ全体がリラックスした。彼女はもう怖がっている子どものようにいる

のでもなく、また、固く防衛した女性として座っているのでもなかった。父の

「逮捕」と、彼女と母がどのように修道院に何か月も避難していたか、そし

て、ハンガリーのユダヤ人集団国外追放の直前にブタペストからイギリスへ

密かに逃げたという物語を、彼女は話し始めた。ヴェラは、母とイギリスから

オーストラリアへ移り、そして、私たちは、いまともに座っているのである。

おわりに

フォーカシングによって、ヴェラは、最初のセッションで体験的に深く開か

れていった。――父を救うことができなかったという無意識的に抱えていた

生涯の恥と向かい合ったのである。引き続くセッションで、１年のコースを通

して、彼女は、自分の物語を書くプロセスのなかで気づいた、幾重にも重な

るさらなる抵抗と取り組むようになる。彼女は、恥をかくことへの恐れがどれ

だけ彼女の学問的な仕事における完璧主義に結びつき、また、自叙伝を書



くことから遠ざけたのかに触れ始めるようになる。いま自由に話すようにな

り、彼女は、「完璧に全てを話」さなくてはならないと思っていることに気づく

が、しかし、その判断は誰がするのだろう？このような内的な批評家は決し

て満足することはなく、そして、学問的な雑誌や会議によって決められた締

め切りなしには、彼女は「十分に出来の良い」自叙伝をいつになっても完成

することができないのではないかと気づくであろう。そのような考え方は、「そ

れを完璧にする必要がある人」とフォーカシングのワークをすることによって

和らげられ、もうひとつの障害になる層に遭遇し、自ら理解されるようにな

る。すなわち、もし彼女がその本を書き終えるならば、父と失われたハンガリ

ーの少女時代との最後のつながりを無くすことになるのである。彼女が幼い

ときに言えずにいたさよならが最終的には可能となり、そして、フォーカシン

グを通して、ヴェラは、いかにそれを言おうとしなかったのかを知るようにな

るであろう。「私は本当に悲嘆にくれたことがありません。」「私は悲しみをす

べて閉ざしているのです。」と入門指導のときに言っており、表出したがって

いた悲嘆のうねりを穏やかに容認していくのには、少々時間が必要であっ

た。

これら抵抗（防衛）の「層」は、ヴェラの論文の一部として含められるであろ

う――彼女は、自分の本の中でその過去を語るために現在彼女が直面し、

また、進めていかなければならないことについて検討していくであろう。この

ようにすることによって、外傷を受けた自己はその統合を得ていく。ひとりの

他者への後ろめたい義務として始められた著述というプロジェクトが、長い

時間をかけてフォーカシングという方法によるプロセスを通して、自尊心と個

人的な癒しという行為になっていくのである。

この入門指導のプロセスとそれを自由に記述することがいつでも流動的

で常に開かれていた経験にはならない、というように示しておくことは重要で

ある。古いあり方は、心身相関することのなかで構築しなおされる。すなわ

ち、長い間抱えていた考え方は、神経システムや夢の世界、認知機能に向

けてなされるとその人自身にとって再主張する方法を見出すようになる。そ

して、これらの「障害」に対してくり返し上手く対応する許容力は、フォーカシ

ングという優しいギフトがあれば、現実に「その人が捉える自分自身」である

ように間違いなく変えていくのである。困難さは伴うが、固く浸透しにくいとみ

られるその障害への感覚も変化するのである。このことは私にとって、入門

指導を行った誰もが得るようになった、という点で非常に重要なことである。

私のすすめていくことは、その「障害物」を消去することではない――それは



不可能であり、おこがましい――そうではなく、その著者（ヴェラ）がその障

害と新しい関係をつくれるよう援助するのである。ヴェラがさらに多くフォー

カシングをともに使ってやっていくならば、そして、ものを書くとき彼女自身で

使うならば、彼女は、その「問題」（自己の過去を著すとき、かつて乗り越え

られないと思われた）自体によって明らかにされた自分自身の存在をそのま

ま創造的な過程として認識するようになるであろう。

ヴェラにとってのキー・シフト（主要なシフト）は、おそらく最初のフォーカシ

ングのプロセスのなかで自分の恥に気づいたことにあるであろう。彼女は、

その恥をそのまま著わし、自分のものとし、何１０年も前に彼女の家族内に

起こったことの証として、また、その出来事の余波（その過去がどのように自

分の中に生き続けていたか）として捉えるであろう。現在と過去とを結びつ

けることができた、ということによって、ヴェラには予測していなかったほどの

癒しがもたらされた。このことは、私たちの取り組みの中で耕した結果とし

て、幼いヴェラに隠された「存在」(presence)の力と深い思いやり

(compassion)をもつ成人したヴェラに転化した。彼女は、多様な「批評家」に

出会うであろうし、また、その判断ややり方に対して創造的に関わる方法や

「私がここで自分の仕事をしている」間「あっちに座っていて」と単純に頼む

方法を学ぶであろう。彼女は、自尊と忍耐に根差した自分自身を力づける

新しい方法を見つけてゆき、あるミーティングで彼女は、自分自身を毒性の

物質から解放するかのように、「胸からこれを一度に、永遠になくすこと」をも

っとも望んでいた、と語っていた。彼女が見つけるにいたったのは、非常に

ポジティブであり、そして、複雑なことであった。

苦しみを悪化させるようにではなく――あるいは、単に病んだ臓器を切除

するように――彼女は、自分の人生のなかでずっと、それがどのように機能

していたかを見つめながら、その器を開いていった。彼女は、いま彼女にと

ってなにが利用可能であるかを認めながら、いかに大きな重荷を背負って

いたか、そして、いま、彼女にとって有用なことを受け入れながら、いかに表

面的な機知の豊かさであったかを認識することができた。彼女が意識的に

被害者家族の物語りをすすめたことは、黙想のなかで記憶や回復力、自己

許容へと変えていったのである。

私は、自分が入門指導を行った多くの著述家（他者に対する責任として、

外界に対して吐きだすか、提示するような特殊な物語をもっていると想像す

るようになった）にこのようなことが起こっていたのを見てきている。彼らはフ

ォーカシングのやりかたで仕事をするにしたがって、自分自身が波長を合わ



せようとしたことのない複雑さや敏感さが層になっているのに気づく。その人

が書くことに難しさを感じており、もうわかりきった物語であるようなことが、

ひとつの新しい、あるいは、広がりのあるナラティブになっていく。それは、よ

り充富的で、豊かで、驚きがあり、入り組んだ深さのある層が広がっており、

意識的には知られていなかったナラティブなのである。これらのことは、記憶

を語りなおすことと同じように、自分自身が過去に規制されていると感じてい

る人や過去によって破壊されるのではないかと恐れている人の魂を癒すの

である。フォーカシングは、トラウマティックな物語を書く作家に対して苦痛よ

りも大きい生き方をもたらし、絶えずつきまとっていたものを平安へと変容さ

せていくのである。


