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        【問題と目的】 
 日々の中で感じる、何だかしっくりこない、何か気

になる感じは、どういうところからくるのだろう。ジ

ェンドリン（1962）は、人間の体験、その象徴化、生

の意味といった、より根本的なところに関心が向かっ

た。この思考から生み出されたのが体験過程

（experiencing）であり、これをみていく技法がフォ

ーカシングである。身体の内側に注意を向けた時返っ

てくる違和感がフェルトセンス（felt sense）で、感じ

られた意味（felt meaning）を語源としている。 
 近年、ジェンドリンは、フォーカシング学習者のた

めの「哲学の車」（ジェンドリン、1999）を７つの観

点から述べていて、フォーカシングをしていると「私」

は変化していく点を挙げている。「私」は自分の問題や

経験ではなく、それを持っている、ということに気づ

いていくことである。これは、コーネル（1996）の「脱

同一化」という考えと重なり、このような変化は、フ

ォーカシングが展開されていく中で特に重要な点であ

る。また、「プロセスモデル」では、フェルトセンス自

体が要請し、暗黙のうちに示唆するような仕方で変化

は生じるとしている（ジェンドリン、2004）。何かを

暗黙のうちに含意して（imply）いるからこそ、私た

ちはある行動をとる。全てのことは、implying(暗黙の

未来)のゆえに起こり、implyingへと生起し、implying
そのものを変化させていくという考えである。 
 今回の研究では、技法としてのフォーカシングより

も、体験の中の“今”がどのように変化していくのか、

という点に重点をおく。そこで3つの観点からフェル

トセンスに注目した。まず 1 つ目は、「気がかり」が

感じられるのは、どのような時、どのような場合か。

この点に注目することで、フォーカシングがどのよう

な場面で活用され、それが意味をもってくるのかを知

ることができると考えたからである。次に、「気がかり」

が個人においてどのように構成されているのかを検討

する。そしてもう１つは、体験過程を個人がどのよう

に意味づけているか。その人にとって、大切なものと

遭遇する可能性も秘められていると仮定する。したが

って、これらについて検討することは有意義であると 
考え、以上３つの観点から明らかにしていこうとする

ものである。 
 
         【方 法】 
調査対象（調査協力者） 大学生５名、２０歳～２１

歳。 

 
 
調査時期 ２００９年７月～８月に実施。 
手続き 個人フォーカシングにPAC分析を併用した。

フォーカシングについては、コーネルの５つのステッ

プに基づいて作成した教示文、①身体に注意を向ける

（外側～だんだん内側へ） ②気になる感じ…身体＋

テーマ/テーマ＋身体 ③描写（気持ち、生活との関

連：ストーリー、イメージ、言葉）④（友達のように）

その感じと付き合う ⑤受け取る、を傍らに置き、も

しもわからない時はこれを見てもらうようにした。

PAC分析は、フォーカシングにおけるフェルトセンス

の４つの要素である身体感覚（身体の感じ）、感情（気

持ち）、イメージ（象徴化）、ストーリー（生活との関

連）を「気がかり」を構成する要素として、刺激文の

中に盛り込んだ。 
 
        【結果と考察】 
 身体感覚（身体の感じ）、イメージ、感情（気持ち）

を「気がかり」のフェルトセンス（felt sense）として、

これらがよく出ている特徴的な場面からみてみたい。

コーネル（1993）は、先に述べた身体の感じ、イメー

ジ、気持ち、ストーリーをフェルトセンスの４つの要

素として並べているが、今回の調査の結果、ストーリ

ーは他の3つとは別に、３つを受けるかたちの位置に

置いた。身体感覚、イメージ、感情のうちでは、身体

感覚がよく出てきた後に最も多く、そして強く感じら

れていることがわかる。そのような場合は気づきも多

くみられ、その後大きく変化している。 
 
Ａさんの場合  

A さんの特徴は、フォーカシングの中で出てきた、

「プラマイゼロ」という言葉に表れている。胃が痛い

感じや「何か、ぐちゃぐちゃ」している感じの一方で、

「何か、甘えたい」気持ちもあり、ＰＡＣ分析でも、

ネガティブな感情を表に出した部分と内に秘めた部分

との間で悩みながら、この部分での葛藤が大きい。他

者と自分との関係に触れている場面が多く、他者の気

持ちを感じる場面がよく出ている。PAC分析では、「見

た目は笑ってて心で泣いてる人」「話を聞いてほしい人」

「後悔する自分」の３つのクラスターが、どれもつな

がっていることに気づく。「後悔する自分」とは、「何

か、自分・・そういう人（見た目は、落ち込んだり傷

ついたりしているのがわかんない人）に気づいてあげ

たいって思うんですけど、でも実際は、何か、気づけ

なくて。」である。 



表１－１   

Ａさんのフォーカシング：「気がかり」についての felt sense 
 「気がかり」が感じられ

る特徴的な場面 

ストーリー 変化と気づき

身

体

感

覚 

何か、う～ん・・ 

あったかい感じ 

何か、胃が痛くなって 

きちゃった（笑） 

何か、気持ちがいい・・ 

何か、それぞれだ

と逆な感じなんで

すけど、全体とし

てはプラマイゼロ 

みたいな   

 

たぶん、プラスの

方が 

ちょっと勝ってる

かなあ       

何か、確かに

胃がず～ん 

って感じは残

っているんで

すけど、それ

も含めて心地

いい感じ。ず

～んって。 

 

イ

メ

｜

ジ 

何か、ぐちゃぐちゃして

た・・してるんで 

感

情 

何か、甘えたい 

何か、不愉快な感じだっ

たりするんですけど 

全体のイメージ解釈では、「何か、これは、何か、何

か自分は、何か、誰か助ける、というとちがう気する

んですけど、元気の素、何か、そうなりたいな～って

思ってて。」どのような自分になりたいのかという点が

よく表れている。また、どうしてそうありたいのか、

という点も、「何か、最近いろんな、何か・・何か、・・

何か、いろんな人たちがいるな～って、ちょっと思っ

てて。でも、何か、どんな人でも気持ちをくみとって

あげたいっていうのが、何か、そういう自分の葛藤み

たいなのが出てる気がします。」の場面から明らかにさ

れている。 
 

Bさんの場合  
B さんの特徴は、フォーカシングで最もよく使って

いる言葉が「焦っている」で、何回も口にしている。

やらなくてはならないことをやらないでいる自分が、

そこにはいた。やらなくてはならないからやろうとす

る自分と、本当はやりたくない気持ちを大事にしよう

とする自分の葛藤が、焦りにつながっていた。「やりた

くない」と言いながらも、腰が重くて何かやれないで

いる自分を、もう一人の自分が冷静に観察している余

裕の面も窺える。 
 ＰＡＣ分析では、２つのクラスターに「うずしお」

「しけ」と命名。異なる性質の２つのクラスターは、

静と動、小波と大波という対照的なものに分かれた。

「自分の中だけで起こっている感じ」と「外から影響

を受けて起こる」の違いを確認した。 
 全体のイメージは、「起こってほしくない」であるが、

マイナスイメージの「落ち着かない」「いらいらする」

「緊張」に比べ、「息のしづらい感じ」「もやもやする」

など、身体の感じとして出ることにより、気持ちに行

き場を与えているとも考えられる。 

 表１－２  

Ｂさんのフォーカシング：「気がかり」についての felt sense 

 「気がかり」が感じられる 

特徴的な場面 

ストーリー 変化と気づき 

身

体

感

覚

何か、何か、胸の辺りがせり

上がってくる感じ。う～ん、

せり上がって、そこだけ焦っ

てて 

う～ん、う～ん、何か、重い

のは足？腰とか上半身とかの

ところが重くて、手とか足と

かは動きやすい 

焦り・・何か、

追い立てられて

る。早くやらな

きゃって思って

る 

 

は～、やりたく

ないみたいな、

やりたくないな

あって感じ 

 

何か、・・また

何か、いろいろ

といっぱいあっ

て、終わりがな

い。終わりがな

いなあって。   

何か、その、や

らなきゃいけな

いことに関して

は動かない 

 

あまりやりたく

ないから、よけ

いに焦る。よけ

いに焦って、何

か、時間なくな

って、追い立て

られて～ってい

う繰り返し 

感

情

ほっとしているし、焦ってい

る 

一番は焦っていて、追われて

いる感じの方が強い 

 

＜長い沈黙＞ふ～ん、何か、

やっぱり焦っている 

 

＜大きく深呼吸＞何か、気持

ちは焦っているんですけどぉ

、何か、やること、やること

っていうか、・・何か、気持

ちは焦っているんですけど・

・ 

  
Cさんの場合  

Cさんの特徴は、「何か、ひとりでいることが好きな

んですけど」とあり、そのせいかどうかはわからない

が、周りのできごとや他者との関係の場面が、今回の

調査では出てこなかった。ＰＡＣ分析での「気がかり」

を思い浮かべた時の連想項目、つまり「気がかり」の

構成要素はイメージや風景として浮かぶものが多く、

現実的な生活の場面よりも、詩的な空間で構成されて

いる。連想項目単独では、本人がプラスに感じるもの

が11個中７個と多かった。「気持ちがいい状態」を志

向し、一方で「スリルを楽しむ状態」もある。 
「暗い」が出てくるが、「朝で暗い」「明け方のイメ

ージ」「木がいっぱいあって暗い」といった、これから

明けていく、明ける前の暗さである。今はまだ、はっ

きりと表れてはこないが、何かの始まりを予感させる。

フォーカシングでは長い沈黙が2回あり、その後に変

化があった。この部分は重要で、「ゆっくり歩いてるつ

もりなんだけど」「ゆっくりとは歩いてない」。場所が

神社なのは、守られている感じがするのだろうか。「ゆ

っくりと、つながっていきそうな感じ」「すごく踏みし

めてる感じ」といった、安心感のある力強い場面で終

わっている。 
 



表１－３   

Ｃさんのフォーカシング：「気がかり」についての felt sense 

 「気がかり」が感じられる 

特徴的な場面 

ストーリー 変化と 

気づき 

身

体

感

覚 

何か、訴えてくるような、心地いい

。背中も心地いい 

＜長い沈黙＞

何か、今度は

新しい気持ち

が出てきた。

っていうか、

思ってるより

は速い感じ。

ゆっくり歩い

てるけど、ゆ

っくり歩こう

とはしてない

感じ。ゆっく

り歩いてるつ

もりなんだけ

ど。 

     

うん、そ

う、たぶ

ん、何か

、わかん

ないけど

、ゆっく

りとつな

がってい

きそうな

感じ。 

・・すご

く踏みし

めてる感

じ。 

イ

メ

｜

ジ 

何か、ちょっと暗い。朝で暗い。 

朝ぼらけって感じ。ちょっと明るく

なってきた。暗くて 

木がいっぱいあって・・ 

何か・・軽い空気じゃない感じ 

霧がある感じ。何か、ひとりで歩い

ている感じ 

感

情 

・・気持ちいい感じ。歩いていると

、ひとりでいると実感できる感じ 

 

Ｄさんの場合  
Dさんの特徴は、フォーカシングでは身体の感じが

よく出ている。普段は注意を向けることがないという

身体の感じに耳を傾け、気持ちの上でも意欲を示すな

ど、前向きに変化している。ＰＡＣ分析では、連想項

目単独でのイメージが、プラスは14個中1個のみで、

連想項目は比較的長い言葉、比喩的な表現が目立つ。 
どのクラスターにもユニークな名前を付け、本人に

しかわからないが、命名した時のこだわりが伝わって

くる。「未確認暗黒生物」など、抽象的なクラスター名

の一方で、描写は細かい。この生物に喩えてイメージ

を膨らませながら、ゆとりある空間が生まれている。

この時、何かしらの意味が見い出されたようにみられ、

重要な部分だと考えられる。連想項目中、「吐き出して

しまいたい」は唯一プラスのイメージになっていて、

願望が出ているのではないか。「気がかり」を比喩的に

表現することが、Ｄさんにとって、自己の内面の調和

をはかる方法であることは、「共存はできそう。・・ま

あ、減ったり増えたりしてるなら、調整できそう。」の

言葉から推察できる。 
フォーカシングについて「何か、ああ、ここにいる 

んだなあっていうか、何か。」「・・何か、わりと“無”

ではないですけど、・・身体から出てくる声に耳を傾け

る感じ。」と振り返った。身体が発信したメッセージを 
受け取るところから、気づきへと変化していっている。 

 

Ｅさんの場合  
E さんの特徴は、思い浮かんだものが将来のことに

及び、まとまりの束が広がって構成されている。ＰＡ 

表１－４ 

  Ｄさんのフォーカシング：「気がかり」についての felt sense 

 「気がかり」が感じられる特

徴的な場面 

ストーリー 変化と気づき 

身

体

感

覚

何か、足が主張する感じがし

ます。何か、何か忘れないで

って。 

何か、ふくらはぎが温湿布を

貼ってるような感じ。何か、

いい気持ちっていう感じ。 

やっぱり、終始足の主張が激

しいです。う～ん、じりじり

と。だんだん、あの感じなん

ですけど、上に上に上がって

くるっていう、う～ん。何か

、手がどんどん、何か、重み

を増してるみたいな。何か、

太ももの上に置くと、何か、

どんどん重くなっていく。 

何か、いつも力

が入っるからか

＜腕を撫でなが

ら＞・・と楽に

して注意向ける

と、解放されて

る感じがありま

す。 

 

何か、あんまり

身体の感じ、何

か、足の疲労感

から・・すごい

、いや～自分の

中で、ぱあ～っ

と出てきて。・

・あ～って、す

っかり忘れてて

。で、そのこと

が出てきた・・

。 

う～ん、何か、

だんだん、最近

夜更かしも多い

から、う～ん疲

れてるのかなあ

っていう感じが

してきました。

だから、いろい

ろ重く感じるの

かな。     

だんだん疲れっ

ぽい感じに変わ

ってきて、足の

感じが～。ああ

、そういえば、

ああ、この感じ

は・・あの感じ

だなあと。 

きのう・・申し

訳なかったなあ

って。 

動きにくいんだ

けど、動きたい

っていう、何か

、ど～んと重い

んですけど。重

いから、そこで

休憩して重みが

とれるのを待と

う、って感じじ

ゃなくって。 

重いままでも進

みたい感じが。

多少、無理して

でもいろんなこ

とをやってみた

いっていう感じ

ですかね。何か

、何かしらやっ

てたい感じ。 

イ

メ

｜

ジ

何か、春くらいの朝の感じで

す、今。何か・・色でいうと

黄色の感じ。 

何か、・・楽しい感じ。何か

、オレンジとピンクが混ざっ

て、ふわ～んっていう感じ。

何か、楽しいことあるといい

な。 

だんだん、色も茶ねず色って

いうか、ああいう暗い感じが

。茶色とねずみ色の薄いよう

なのとを混ぜたような。 

感

情

何か、・・だんだん、何だろ

う・・何か、わくわくってい

う、ちょっと気持ちいい感じ

に 

Ｃ分析での連想項目単独イメージは、プラスの数が20
項目中2個だけであった。フォーカシングは終了まで

の時間が長かったが、展開していくうち核心に触れる

場面が出てきて、内面深く掘り下げることができた。     
フォーカシングでは、身体の感じと自分のテーマを

むすびつけながら感じている。ＰＡＣ分析では、大き

な課題を背負い、壁にぶちあたっている状況も窺える。

クラスターには「人生」「向上心」と命名した。 
 PAC分析の連想項目にも「もやもや」という言葉は

出てきているが、フォーカシングではよく出ていて、

「もやもや」について話した後に「全部が関連してい

るのかな。」とある。これは、身体感覚的な「圧迫感！」

と、はっきりした口調で、何か気づいたような感じの

後に強く出てきた。「もやもや」についてのイメージ 
が湧いてきて、その後、生活との関連が見い出され、 



しばしの沈黙 2 回を経て、なぜ「もやもや」なのか、 
意味づけがなされている。 
 フォーカシングの最後に、「・・随分この椅子に寄り

かかっていろいろ。・・全身を預けてる感じ。何か、・・

もう一回ここにきて、ああ、ありがとうって。」の言葉

も印象的であった。 
 表１－５  

 Ｅさんのフォーカシング：「気がかり」についての felt sense 

 「気がかり」が感じられる 

特徴的な場面 

ストーリー 変化と気づき 

身

体

感

覚 

何か、・・。身体にのしかか

ってくるような感じ。のどの

辺りが気になる。何か、苦し

い。 

何か・・何か、ちょっと心地

いい感じがする 

何か、つかまれてるような、

縛られてるような。圧迫感！

＜はっきりとした口調で何か

気付いたような。・・何か、

空気が苦しい感じ。 

 

だんだん、・・何ていうか、

何か、何かそのもやもやが、

どういうものかってのが、何

かわからないんですけど、・

・何か、さっき言った締め付

けられてるっていうか、つか

まれてるっていうか。 

何か、この苦し

みがあるから、

あるっていうの

は、何か、まず

、自分の、その

～う～ん、将来

について考えて

いる。何か、そ

れに似てて。 

何か、その～、

真剣に、真剣か

どうかわからな

いですけど、真

剣に考えていた

証というか、証

。 

何か、そのもや

もやしている、

ずっともやもや

している、その

、何かがあるの

は、将来につい

て悩んでいた証

拠というか。悩

んでいたからこ

そ、もやもやが

あるというか。  

そのもやもやが

何だろうって。

しがみついても

つかまらない・

・もやもやが完

全に晴れないん

ですけど～ちょ

っ と 薄 く

なった感じで。  

＜少し待って＞

・・行き先がち

ょっと見えてき

た感じなんです

けどぉ。・・＜

少し待って＞・

・ 、まだ何も

手を付けてない

状態だから。そ

れで、もやもや

っていう。もや

もやっていうか

～ 

あっ、そうだと

思います。何か

、やらなきゃい

けないみたいな

感じ。その、ま

だどういう風な

のか、全体像が

はっきりしてい

ないから、・・

まだ踏み切れて

いないってこと

なのかもしれま

せん 

何か、いろいろ

背負いこんでた

のか、やっと終

った。うん、つ

いさっきまで重

かったんだけど

＜笑＞ 

   

イ

メ

｜

ジ 

何か、そのはっきりとしたイ

メージというか、自分がどう

したらいいかっていうのが、

こうなかなか描けずに、もや

もやしている感じ。 

すごく、何か、その奥で沈ん

で放さない感じが。何か、藍

色、焦げ茶色、やっぱりブル

ーも・・灰色も・・青は・・

。 

感

情 

何か、わだかまりがある感じ

というか。 

何か、・・何か、ちょっとは

見えてくるというか、ちょっ

ともやが解放、ちょっと解放

されるんじゃないかなあって

思うんですけど。 

 

【総合考察】   

本研究の1つ目の観点「気がかり」が、どのような

時、どのような場合に思い浮かび、よく感じられるか

は、次のように明らかになった。どの事例にもいえる

のは、「何か」という言葉に続いて出ている場合が多い

ことである。どんな「今」も大切にしたい、それとど

う向き合おうとしているか。身体から出てくる声に耳

を傾け、ひたむきで誠実な姿がそこにはあった。コー

ネル（1993）は、次なるものを暗示するフェルトセン

スについて、心の最も難しい領域からパワーを見つけ

出すものだとした。2つ目の観点、「気がかり」を構成

している要素については、ＰＡＣ分析での連想項目、

クラスター間のむすびつき、全体のイメージから明ら

かになった。そして、3 つ目の観点、体験過程を本人

がどのように意味づけ（felt meaning）しているか。

これは、フェルトセンスが感じられ、そこから、生活

場面との関連が見出されていく過程（ストーリー）へ

とつながっていき、変化、気づきへと至る。人それぞ

れの様相が示された。 
大石・村山（1984）の研究では、フェルトセンスの

特質を、情動性、イメージ性、身体感覚性の３次元に

よって捉える試みがなされ、このうち身体感覚性には

特に注目している。また、いつもの思考のパターンを

一旦止める「還元」、問題に対する情熱的な自分のあり

方が成立する「構成」を指摘し、この「構成」が気づ

きだとした。 
今回、フェルトセンスを追っていきながら、フォー

カシングが進むにつれ、「今」が変化していくのをみて

きた。「私」は私の全部でなく一部であり、個人の意味

づけの中に、フェルトセンスが意味するものが潜在し

ている。だから、もうひとりの自分を確認した後に、

気づきが生まれる。どうにかして一歩前に進もうとす

るところから、次の一歩が始まる。この連続が日々を

生きることなのだ。今回は、フェルトセンスを視覚化

してみたいとの思いから、操作的な方法を併用したが、

他の方法を組み合わせることによるフォーカシングそ

のものへの影響をみることは、今後の課題である。 
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