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フォーカシングについて 
 

 

 
 

阿世賀 浩一郎 

（久留米フォーカシング・カウンセリングルーム） 



講演者の紹介 

 臨床心理士 

 法政大学、明治学院大学等で大学学生相談カウ
ンセラーとして20年間勤務の後、神奈川県横浜
市で開業。 

 The Focusing Institute（国際フォーカシング研
究所）認定 
 フォーカシング・トレーナー 
 フォーカシング指向心理療法セラピスト 
 Coodinator（トレーナー養成・資格認定資格者）  

 



自分の中で感じられる、曖昧で言葉になり
にくい漠然とした「感じそのもの」（felt 
sense)に直接注意を向け、大事にしていく
技法。 

来談者中心療法のC.Rogersの共同研究
者であった、ユージン・ジェンドリン博士が
開発。 

 

フォーカシング(focusing)とは？ 



「単一技法体系」（セルプ・ヘルプ・スキル）としての
フォーカシングと、日常だれでも無自覚にやってい

る「現象」としてのフォーカシング 

 ジェンドリンとロジャーズらは、膨大な面接録音記録を統
計的に解析する中で、カウンセリングが成功裡に進むク
ライエントさんは、セラピスト側の態度如何に関わりなく、
自分の内面へのある独特の態度を面接中に頻繁に取っ
ていることに気がつく。 
 

 ＝クライエントさん自身が、繰り返し沈黙を挟みながら、
自分の内側の、うまく言葉にならない漠然とした曖昧な感
じに注意を向け、自分の実感にしっくり来るような言い方
を探し出そうと試みることを繰り返す傾向が、すでに2回
目の面接の段階で顕著（その後の面接過程の成功を予
測できる） 



 例： 
 

「このときに感じていたのは・・・・・うーん、これっ
て、いったい何と言ったらいいのかな？・・・（長い
沈黙）・・・確かに相手に腹を立ててもいたんです
よ。でも、それだけではなくて・・・・・自分にも腹を
立てていて・・・（長い沈黙）・・・いや、腹立ちとい
うよりもですね、悔しさなんですね、相手への。悔
しさ・・・・（長い沈黙）・・・・そう！ 口惜しかったと
いうのが一番ぴったりかな。・・・・・うん、口惜し
かった。口惜しかったんだよ、私は・・・・・（涙をこ
ぼす）・・・・・」  



 ジェンドリンは、このようなクライエントの内面へ
の関わりの能力の高さを、当初、生まれつきのも
のではないかとも諦めかけたが、（楽器の演奏や
車の運転のように）学習と訓練によって高められ
る身体的技能(skill)ではないかと考え始め、その
ための「訓練体系」の模索を1970年ごろからはじ
めた。 
 

 その結果考案されたのが、狭義の「フォーカシン
グ」技法である。 

 

 

 



 ジェンドリン著「フォーカシング」(村
山正治・村瀬孝雄・都留春夫訳 
福村出版 原書1981) 

Eugen Gendlin (1926-  

http://ja.wikipedia.org/wiki/1926%E5%B9%B4


フォーカシングの主体は、あくまでも
フォーカサーである 

 フォーカシング技法は、自分の内面に注意を向ける主体としての人間
（フォーカサー）がセルフ・スキルとして身につけることをめざす。 
 

 フォーカシングのトレーナー（ガイド）は、あくまでもフォーカサーがフォーカシ
ングを進める上での示唆を「提案する」存在であるに過ぎない。 
 

 ガイドからの提案が、フォーカサーにピンと来なかったり、違和感が表明され
れば、すぐに取り下げて、基本的な傾聴（リスニング）の態勢に戻る必要があ
る。 
 

 一番大事なのは「関係性」、次に「傾聴」、「フォーカシングの教示」は第３の
ものであるの過ぎない（ジェンドリン）。フォカサーのプロセスを尊重し、寄り
添うことの重要性。 
 

 フォーカサーにとって「使い勝手のいい」ガイドになること（日笠,2003の表
現）。 
 



アン・ワイザー・コーネル(Ann Weiser Cornell) 
 

カリフォルニア在住のフォーカシングの名教師。 
 

 カナダ・トロント郊外で催された、フォーカシング国際会議（2005/05)
会場にて。 



 アン・ワイザー・コーネル著 
「フォーカシング入門マニュアル」 
 
（村瀬孝雄 監訳 大沢美枝子訳 
金剛出版） 

 アン・ワイザー・コーネル著 
「やさしいフォーカシング 
 –自分でできるこころの処方-」 
 
（大沢美枝子・日笠摩子訳 諸富祥
彦 解説 コスモスライブラリー） 



アン・ワイザー法によるフォーカシングの基礎
（阿世賀によるアレンジ） 

 Mov.1 空間づくり（clearing a space) 
 
リラックスして、 
 
「今の自分は十分に申し分のない感じでいられているか
な？」 
 
・・・・と、自分の内側の実感にじっくりと問いかけてみる。 
 
 
●浮かび上がってくるのは、気になる「事柄」でも、漠然とした「から
だの感じ」、あるいは曖昧な不全感のようなものでもいい。 
 
●必ずしも「不快な」感じが出て来なくて、「心地よい」感じが出てきて
も、それを受け止めていいのですが、得てして・・・・ 
 
 



 アン・ワイザー・コーネル著 「フォーカシング入門マニュ
アル」 p.35より 



 認めてあげる(acknowleging) 
 
生じてきたものには、とりあえずひとつ出てくる度に、 
 
「なるほど、今はそういうことが気になってるんだね(そこ
に何かがあるんだね）、わかったよ」 
 
・・・・と、軽くあいさつしてあげるつもりで。 
 
※「受容」「肯定」ほどは強くない。「気づいておいてあげ
る」くらいのことを指す。 
 



 アン・ワイザー・コーネル著 「フォーカシング入門マニュ
アル」 p.24より 



●「そのこと（その感じ）を別にする
と(except it,)、あとはOKかな？」 

 同僚Aさんとのこと。 

 今日来る途中に交通渋
滞でたいへんだった。 

 実家の母に電話で言わ
れたことが後を引いてい
る。 

 厄年になってしまった。こ
のままこんな生き方でい
いのか・・・・ 

 …..etc. 

 

 

 お腹のあたりに、何か温
かい感じがある。 

 背中の方に、何か硬い感
じがある。 

 胸の辺りに、何か詰まっ
たような感じがある。 

 身体のどこと言えるわけ
ではないが、何か重たい
気分がある。 

 …….etc. 



 バラ・ジェイソン著 「解決指向フォーカシング療法」（日笠
摩子監訳 金剛出版 p.34より 



 とりあえず、気になる事柄（気になる感じ）をひとつ選ぶ 
 
 
※自分の頭で判断した重要度ではなくて、「実感そのもの」からの訴え
（アピール）の度合いで選択する方が望ましい。 
 
・・・・そうなると、最初一見些細に思えたものをむしろ取り上げたくなる
か場合もあるかもしれない。 
 

 アン・ワイザー・コーネル著 「フォーカシング入門マニュアル」 p.51より 



●Mov.2： 
 （事柄なら）そのことの全体を身体で感じてみる 

 

（身体の感じなら）その感じとしばらく共にいて
(being with it)あげてみる 

 それが「どんな」感じか、急いで言葉を見つけようとしなくていい。 
自分で「こんなふうな」感覚と質感や感触を味わえるのであれば。 
 

 その感じの中に「入ってしまおう」とするのではなく、その感じの「傍ら
にたたずみ」、そっと少しだけセンサーを伸ばすくらいのつもりで。 
 

 アン・ワイザー・コーネ
ル著 「フォーカシング
ガイド・マニュアル」(村
瀬孝雄監訳 大沢美
枝子・日笠摩子訳 金
剛出版 p.70より 



 アン・ワイザー・コーネ
ル著 「フォーカシング
入門マニュアル」 p.50
より 



●Mov.3：その感じにしっくりくる手短な言葉やイ
メージを見つける 

 出来合いの言葉を押し付けるのではなく、実感そのもの
の「質感」や「感触」にしっくりする新鮮な言葉を見つけよ
うとすること。 
 

 すでにＭｏｖ．２までで自然とそうした言葉やイメージを見
つけている人もいる。そういう人は敢えて改めて探すこと
まではしなくていい場合も多い（次のMov.4に進む）。 
 

 本人さえその「実感」を捕まえていられればいいので、い
ざとなれば「こんなふうな感じ」「その感じ」という言い方で
もかまわない。 



●Mov.４：見出した言葉やイメージが、自分の実感
と「しっくり来る」かどうか、照合する。 

 「●●」という言い方（イメージ）で確かに一面はとらえているんだけど、
それだけでは言い尽くせない何か(something)がそこにはある」など
ということに気がつくことも多い。 
 

 聴き手は、話し手が個人的な含蓄を込めて語った言葉を決して安易
に言い換えることなく、そのまま投げ返すこと。 
 
 例：「ムカつく」→「怒っている」などと応答することも回避した方がい
いことも少なくない。 
 

 よりしっくりくる言葉やイメージを求めて自然と吟味することを、Mov.2
などの、早い段階ですでに自然発生的にやっている人も多い。そうし
た場合はその人の自己吟味のプロセスについていくこと。 



自分が「その感じ」をどう感じて（思って）いるのか 
 

ではなくて、 
 

「その感じそのものが」どんな感じでいるのか 
 

のメッセージを受け止めようとしてみること！！ 



「内なる評論
家」（inner 

critic) 

 アン・ワイザー・
コーネル著 
「フォーカシング
入門マニュア
ル」 p.77より 

※こうした「内なる評
論家」の声に関して
も、とりあえず、「ご
説ごもっともでござい
ます!!」と一応認めて

あげておいた
(acknowridgingした) 

上で、脇に控えてい
てもらうのが、無理
やり振り払うとか争う
よりも近道。 



 アン・ワイザー・コーネル著 「フォーカシングガイド・マニュアル」 p.73より 



●Mov.5：ここまでの部分で心身の緩みを伴う新鮮
な気づき（felt shift)が生じない場合向けの、試み

の提案集（オプション asking） 

 身体の感じが変化するばかりで、自分の置かれた状況やライフスタイルに関
わる気づきに至れない場合: 
 
「そういうふうな身体の感じでいる場面を、虚心に思い出そうとしみるのはい
かがでしょう？ あなたを主人公とした劇の舞台は今暗転しています。次に
明かりが灯った時、あなたはどんな場所にいることに気がつくでしょうか？」 
 

 実感と、それにぴったりな言葉やイメージが見つかっているのに何か不満足
な場合： 
 
「その感じの奥の方（下の層）に、何かもうひとつ別の感じがあると仮定して
みて、感じようとしてみるのはいかがでしょうか？」 
 
「その問題がすっかり解決されたと想像して、その実感を仮に味わってみて
みるのもいいかもしれませんね・・・・（それをじっくり味わってもらった上
で）・・・・その感じと「今の」感じとの間にあるギャップって、何なんでしょう
ね？」 
 



●Mov.6：締めくくり 

 付箋をつける： 
 
今はすでに実感として消えてしまった実感やイメージを含めて、そのセッショ
ン全体の流れを想起してもらい、印象深かった場面を再確認してもらう（語っ
てもらうには及ばない）。 
 

 まだ未消化な体験（身体の感じ等）があれば、その感じ自体に「覚えておい
てあげるからね」と一声かけておいてもらう（日常の中でそれを思い出して取
り扱ってもろう必要はない）。 
 

 感謝する： 
 
そのセッションで「出会うことができた」自分の内側の様々な「感じたち」に感
謝の念を伝える（この段階で、「感じ自体」からの方からの別れの挨拶もある
こともあり）。 
 
 



Ｔｈａｎｋｓ！！ 

櫛原天満宮境内の銀杏 


