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文　献

1　現にある「心理学ブーム」

　心理学への社会の期待

　親が子どもを殴ったりする児童虐待。子どもたち

の傷は身体だけに留まらない。そこで，虐待を受けた

として施設に保護された子どもたちに対して，厚生省

はr箱庭療法」という心理療法の導入を決めた。1999

年度の第2次補正予算で全国約100カ所の児童養護施

設に導入される予定（予算規模は約1億円）だという。

　1999年12月に京都市伏見区小学校の校庭で遊んでい

た2年生が殺害された事件後には，吐き気や不眠を訴

えたり，親に甘えるr赤ちゃん返り」したりする子が

多数現れ，小学校にカウンセラーを常駐させることに

なった。

　また，『読売新聞』（99．03．27．朝刊）はr関心高ま

る産業カウンセラー　職場の悩みを心理面で支援」と

題して，r将来への不安や職場内の人間関係など，従

業員のストレスが深刻さを増す中，心理面で支える

r産業カウンセラー」への関心が高まっている」と報

じた。

　こうした最近の新聞記事を拾ってみるだけでも，心

のケアということが社会の中でかなり重要な課題とし

て認識されるようになってきていることがわかる。

　そして，心理学を志す多くの人たちは，心のケアを

する仕事，つまり，心理療法士・カウンセラーを目指

していることが多い。

　このような動向の源流は第2次世界大戦後の心理学

ブームに遡るだろうが，最近のきっかけの1つにな

ったのが，1995（平成7）年におきた阪神・淡路大震

災とその後のPTSD（心的外傷後ストレス症候群）

概念への注目であったことは間違いない。『朝日新聞』

（1995．07．02朝刊）の「みんなのQ＆A」コーナー

ではrこのPTSD」をとりあげ，大災害や事件が引

き金となっておきる心の変調や障害について解説を行

っている。

　思えば，1923（大正12）年の関東大震災の時にrう
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わさによる外国人虐殺」ということがおきてrうわさ」

という心理現象が注目を浴びたように，大きな災害・

事件は人々の心理的側面に何らかの影響を与え，そし

て社会に対して心理学的な課題を残していくものなの

である……。

　人はどのような心理学を志すか？

　多くの人が心理学に対して抱くイメージとしては，

「心を読む」というものがまず第一にあげられるだろ

う。心理ゲームとかココロジーのように，何か絵を見

せたり質問して，その答えからr心」を読み解いてい

くというイメージ。そして第二に，カウンセリングと

か心のケア，癒しというイメージ。後者については，

単なるイメージではない。既にとりあげたように，様

々な活動が新聞その他のメディアで報道されているの

だから，そういった職業を目指そうとする人が増える

のも当然である。

　心理学に限ったことではないが，高校生が考える学

問と実際の学問にズレが生じることはやむをえないこ

とだろう。

　心理学について前者のイメージをもった人が大学の

心理学専攻に進んだときに感じるであろうズレについ

てはrポップとアカデミック」で紹介した（佐藤・尾

見，1994）ので，ここでは，後者のイメージ，つまり

心のケアを志す人が大学の心理学で感じるであろうズ

レを日記形式で紹介してみたい。

　カウンセラーになりたいB子の悩み

高校2年生の4月

　大学での勉強，どうしょう。人間相手に何かできる

職業につきたいんだけど……。でも，福祉みたいに

r人に尽くす」的な雰囲気って何かイヤだし，心のケ

アとか，カウンセラーとか，そういうのがいいんじゃ

ないかな。最近，臨床心理学科っていう名前のところ

が増えたって先生も言ってたし。

大学1年生の4月

　臨床心理学科に入れた。うれしい。心理学の授業も

高校に無かったから新鮮。でも，とりあえず遊ぼう

　一。いや，ダメだ……。それにしても心理学概論な

んてのを聞くと，心理学ってのはすごく科学っぽいと

ころがあるなあ。

大学3年生の4月

　何かいつまでたっても実際にカウンセリングとかを

やらないな一。カウンセリング理論とか心理検査の種

類とかは結構わかってきたけど。それに，臨床心理士

の資格ってのは大学院・修士課程に行かないと取れな

いものがある。大学院っていったい何？　入学するの

って難しいんだろうか？

大学4年生の4月

　友だちは，一般企業にチャレンジしたり，家庭裁判

所の調査官とかの心理職を目指している人もいるけど，

私は大学院に行ってみよう。でも，入学定員がかなり

少ないのよね。それに，大学出て一度就職した人たち

も受ける場合があるっていうし，心配。

大学院1年生の4月

　大学院に合格した。これから本格的なことができる。

実習もたくさんあるし。先生の指導もたくさん受けれ

るぞ。でも，このごろ子どもたちのケースを持ってる

と，子どもの発達って何なんだろうっていう疑問も湧

いてきて，そういうことを研究するのもいいかも，な

んて思ってみたりして。

大学院2年生の4月

　心理に関する資格って結構たくさんあるな一。でも

私は臨床心理士っていう資格を目指そう。指定校にな

っている大学院を修了して1年間の臨床経験があれば

資格審査を受けられるんだって。けど，臨床心理学っ

て，資格とれば必ず仕事があるわけじゃないんだよ，

医者とかと違って。それもある意味じゃ当然かも。学

校の先生だって教員免許を持ってるだけじゃなれない

もんね。教職の採用試験とか大変だもんね。とにかく

私もがんばろっと。

狂　心理学の制度と歴史からみた日本の臨

床心理学

　2000年　新しい制度的発展

　既述のように，私たちは5年前にアエラムックr心

理学がわかる』に「ポップとアカデミック」という文

章を書いた。心理学を学ぼうとする若い学生たちが経

験する違和感，と日本の心理学史のエピソードを交差

させながら，心理学の未来についても語った。

　心理学は爆発的発展の前夜。

　だというのが私たちの予言であった。

　予言のゆくえは……。

　2000年4月。中京大学に心理学部が誕生する。

　書いてしまえば何てことないのだが，これは日本の

心理学界にとって極めて大きな出来事である。

　日本で最初の心理学部なのである。

　日本の大学は，学部という組織を単位として運営さ
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表1　2000年4月開設の心理学関連大学院・学部・学科（私立大学）

学　　部　　中京大学

学　　科　　宮城学院女子大学

　　　　　　目白大学

　　　　　　東京成徳大学

　　　　　　桜美林大学

　　　　　　文化女子大学

　　　　　　愛知淑徳大学

　　　　　　佛教大学

　　　　　　京都ノートルダム女子大学

　　　　　　相愛大学

　　　　　　神戸学院大学

　　　　　　吉備国際大学

　　　　　　福岡大学

　　　　　　長崎純心大学

　　　　　　別府大学

大学院　札幌学院大学大学院

　　　　　　北星学園大学大学院

　　　　　　中央大学大学院

　　　　　　京都文教大学大学院

心理学部

学芸学部

人間社会学部

人文学部

文学部

文学部

コミュニケーション学部

教育学部

文学部

人文学部

人文学部

社会福祉学部

人文科学研究科

人文学部

文学部

臨床心理学研究科

社会福祉学研究科

文学研究科

臨床心理学研究科

心理学科

発達臨床学科

心理カウンセリング学科

臨床心理学科

健康心理学科

健康心理学科

コミュニケーション心理学科

臨床心理学科

生涯発達心理学科

人間心理学科

人間行動学科

臨床心理学科

教育・臨床心理専攻

人間心理学科

人間関係学科

臨床心理学専攻

心理学専攻

心理学専攻

臨床心理学専攻

れており，学生教育ももちろん学部が基礎単位になっ

ている。そういった意味で，心理学の専門の学部がで

きることの意味は大きい。

　一方，臨床心理学科という学科が登場したのも最近

のことである。京都文教大学の人間学部や川崎医療福

祉大学の医療福祉学部などにある。また，心理学部や

臨床心理学科が創設された以外にも，多くの大学で学

科名の中に，心理学がうめこまれた学科が数多く作ら

れるようになってきている。心理学科，社会心理学科，

福祉心理学科，最近では健康心理学科，などがそれで

ある。最近になってたくさん誕生したという事実もま

た，意外なことかもしれない。だが，日本では，心理

学や臨床心理学に対する社会の期待はそれほど大きく

なかったし，心理学界の中で臨床心理学の占める地位

もそれほど高くなかったのである。

　ただ，前回のアエラムック『心理学がわかる』が出

版された時点（1994）から比べると，大学進学先とし

ての心理学は分かりやすい形で門戸を大きく開くよう

になっており，そういった意味で発展を遂げたとは言

えそうなのである。今，参考のため2000年4月に開設

が予定される心理学関連学部・大学院などを紹介して

おこう（『アエラムック　新心理学がわかる』編集部

調べ＝表1）。

　歴史的思考の重要性

　制度的な面での発展が学問全体の発展と言えるのか，

という疑問はもっともであるが，その一方で，制度が

なければ学問は根づいていかない。

　こうして発展した制度のもとで心理学がどのように

発展していくのか，を考えるのが本稿の目的ではある

が，まず，日本の心理学がどのように発展してきたの

か，ということを見ておきたい。

　私たちが，好きな人と付き合い始めたとき，あるい

は，誰かと付き合おうとするとき，相手の現在の様子

だけを聞く人はいない。過去にどのようなことをやっ

ていたのかとか，経緯を聞くはずである。というのも，

そういう情報があれば，相手に話を合わせたり，デー

トの場所，プレゼントの品物を決める時などに役立つ

からである。過去のことを知ることで，現状を知り，

よりよい未来を創造できるのである。

　というわけで，私たちは，日常生活では歴史的な思

考を常に行っている。元にもどって，日本の心理学の

歴史を，ごくごく簡単に振り返ってみようと思う。

　臨床心理学関連資格の現状

歴史というのは最近のできごとをきっかけにして入

っていくのが良い。いきなり明治時代に誰々がいつい
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表2　心理学関連の資格と発足年（『心理学ワールド』第6号より）

学会認定

　心理リハビリテーション資格（1973）

　認定カウンセラー（1986）

　認定催眠技能士（1986）

　認定バイオフィードバヅク技能士q988）

　家族相談士q990）

　自立訓練法指導資格q994）

法人認定

　臨床心理士（1988）

国家資格

　精神保健福祉士（1998）　言語聴覚士／1998）

学校カウンセラー（1gg5）

認定行動療法士q995）

認定応用心理士（1995）

認定健康心理士（1997）

学校心理士（1997）

キャリアカウンセラー（不明）

認定心理士（1990）　産業カウンセラー（1992）

つこういうことをしました，という羅列になってしま

ったら退屈だ。つきあい始めたばかりのボーイ（ガー

ル）フレンドに，生まれはいつ？　幼稚園はどこ？

みたいな話から聞きまくる人はいないはずである。

　ここでまず，心理学に関する資格を手がかりにして

みたい。終身雇用がくずれ実力主義に移行しつつある

わが国の社会は，資格社会の様相を呈しはじめている。

もちろん，心理学という学問も無縁ではいられない。

心理学に関する資格にはどのようなものがあり，いつ

できたんだろうか？　日本心理学会が編集・発行して

いるr心理学ワールド』の資格特集号（第6号）から

拾ってみると表2のようになる。

　現在，注目を浴びつつあると言えるのは，臨床心理

士である。この資格は日本臨床心理士資格認定協会が

発行している民間資格ではあるものの，1988（昭和63）

年以来，資格認定を開始し，2000（平成12）年3月現

在で6，000名弱に資格を与えている。大学院での養成

制度も整えつつある。

　一方，学校現場の荒廃もあって，次第に注目を集め

始めているのが学校心理士である。これは日本教育心

理学会が1997（平成9）年から認定を開始した資格で

ある。

　さて，表2からもわかるように，こうした資格の多

くは1980年代以降に整備され始めたものである。歴史

は古くない。

　このことは何を意味しているのであろうか？

　1980年代になるまで，臨床心理学という分野が全く

無かったわけではない。この時期に花を咲かせるため

には（資格が花であるかどうかは別として），それ以

前の準備的な過程があったことを推論させる。

　ここで時を一気に遡り，明治時代から臨床心理学の

発展過程を見てみよう。

　日本における心理学と臨床心理学の発展過程

　残念なことであるが，心理学に限らずわが国の多く

の学問は，明治維新以降に欧米から輸入して成立した

ものである。

　心理学という言葉ができたのはいつだろうか？　実

はわか一）ていない。おそらく明治維新直前ころに，翻

訳語として作られたものであろうということになって

いる。つまり，日本にもともと存在する言葉ではなか

ったのだ，心理学という単語は当然，臨床心理学とい

うコトバもなかっただろう。

　というわけであるから，江戸時代に心理学を学んだ

人はいなかった。寺子屋ではr読み書きそろばん」で

あり，心理学なんてものは影もカタチもなかった。

　その心理学が，学問として，あるいは教科として初

めて学生に教えられたのは1873（明治6）年のことで

あった。その後1877（明治10）年以降は，教師教育の

文脈でも心理学が教授されるようになる。子どもの実

際の姿や発達の様相を知ることが教師に求められるよ

うになったのである。

　東京大学に正式にわが国最初の心理学の講座ができ

たのは，1893（明治26）年のことであり，その担当者

は完良勇次郎であった。彼はアメリカに留学した後に，

日本に心理学を導入して根づかせたという意味で，日

本の心理学の父とも呼べる人物である（佐藤，1997a

参照）。では，こうして日本に紹介され教育された心

理学の中に，今日の臨床心理学のような内容はあった

のだろうか？

　実は変態心理学というものが現在の臨床心理学に近

いものであった。
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　変態というと今ではrヘンタイ！　あっち行って

よ！」というような意味＝いやらしい人，という意味

であるが，この場合はabnorma1の訳であった。異常

のことを変態と言ったのである。

　東京大学にも変態心理学を教える助教授がいた。

　福来友吉である。

　彼は，催眠術に注目し，多重人格のような現象にも

興味をもっていた。後に森田療法を創始することにな

る医学生・森田正馬にも少なからず影響を与えていた。

　催眠術から，催眠療法が芽生え，それが心理療法の

基礎の一端を作ったのが世界における心理学の流れで

ある。

　だが，この福来は，心理療法や臨床心理学を究める

道には進まなかった。

　『リンゲ』伊熊助教授のモデルは実在した

　映画化，TV化されて話題をよんだホラー小説『リ

ング（鈴木光司著）』には，大学助教授でありながら

超能力の研究に没頭して，ついには職を追われてしま

ったという伊熊平八郎が登場する。

　この伊熊平八郎のモデルこそが，福来友吉なのであ

る。

　福来は，御船千鶴子というr能力者」に会ったこと

から透視の研究にすすみ，ついには，念写現象を発見

したと称し，『透視と念写』という著書を出版した（福

来，1913）。だが，彼の主張は，当時の大学人＝研究

者たちの同意を得るに至らなかった。それどころか，

彼は大学の助教授を休職に追い込まれてしまったので

ある。

　というのも，福来の実験手続きに曖昧さがあったか

らである。たとえば，箱の中身を透視する実験の時で

も，能力者は人々の前で透視することはせず，後ろ向

きになったり他の部屋で行ったりしたため，巧妙に開

けているかもしれないという疑念をはらせなかったの

である。

　透視をするときの手続きは，①ある入れ物の中に念

写するものを入れる。②その入れ物の中を能力者が透

視する。③中身を確かめる。というものであった。こ

のプロセスにおいて，能力者が多くの人の目の前で，

入れ物に手もふれずに，中身を当てる，というのであ

れば疑義は生じない。しかし，この当時行われた方法

は，能力者が入れ物を持ったまま誰もいない部屋に移

って透視したり，あるいは，同じ部屋にいても，背中

を向けてしまっていて入れ物をどうしてるかわからな

い（二巧妙に開けているかもしれない），というよう

な状況だったのである。

　福来の主張は受け入れられなかったものの，彼自身

は生涯をその研究に捧げた。しかし心理学界の中では，

その存在自体が一種のタブーとなり，透視や念写のみ

ならず，彼が専門にしていた変態心理学も大学の心理

学から消えていってしまったのである。このことは日

本の臨床心理学にとって大きな打撃であったという

（鈴木，1997）が，かといって臨床心理学的な活動や

研究が全て無かったわけではない。東洋大学の前身で

ある哲学館の創始者・井上円了が1904（明治37）年に

r心理療法』という著書を刊行していた。

　障害児教育や知能検査の進展

　福来失脚後，臨床心理学的な研究活動が行われたの

は障害児教育の分野であった。心身に障害をもつ子ど

もたちや人々をr廃人」r低能」であるとして排除す

るのが一般的だった時代において，その心身の状態を

正確に把握し適切な援助を与えて生活を支援するよう

な活動に心理学者は関与していた。わが国最初の心理

学者である元良勇次郎も，r低能児（当時の呼び方）

は，注意を集中する方法を知らないだけだから，そう

いう訓練をすれば学習に適応できる」と考え，自らの

研究テーマである注意の実験心理学的研究を，障害児

教育に適用するべく実践活動を行っていた。

　この他，心理学を学んだものたちが，児童に関する

研究所を作ったり，障害児・者の施設を作ったりもし

ており，様々な学術誌で知識の普及に努めた。

　もう1つエピソードめいたものとして，1937（昭和

12）年，早稲田大学において八幡学園の子どもたちの

展覧会が開かれたことを紹介しておこう。この八幡学

園というのは知的障害児教育のための施設であり，こ

の学園では，少し変わったことをしていた。

　貼り絵である。

　紙の上に，様々な色や模様の紙を切って貼っていく

ことによって，絵を描くという手法。そして，八幡学

園の子どもたちの中でも一際異彩をはなっていた少年

がいた。清という名の少年である。後に放浪の貼り絵

画家として著名になる山下清画伯の幼い日に心理学者

たちが支援をしていたのである（佐藤，2000a参照）。

　弟が精神を病んだことから精神病学に興味をもった

夏目漱石門下の作家・中村古峡が『変態心理』という

雑誌を発刊したのは1917（大正6）年のことであった。

一般人にも門戸をひらいていた準学術誌ではあったが，
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森田正馬が森田療法について寄稿したり，当時は殆ど

知られていなかったフロイドやユングの文献を翻訳・

紹介するなどしていた。

　フロイトの創始した精神分析の受容も行われており，

大正時代を中心に医師，心理学者，文学者がそれぞれ

別のルートで受容を行っていた。①アメリカでフロイ

トにも直接会ったことがあった心理学者・蛎瀬彦蔵ら

による記憶実験のルート，②アメリカの力動的精神医

学を学んでわが国に精神病理学としての精神分析を根

付かせた精神医学者・丸井清泰のルート，③丸井のあ

り方に飽きたらず，精神療法としての精神分析を学ぶ

ために英国留学した古沢平作のルート，④医学として

ではない視点から精神療法としての精神分析を実践し

ていた大槻憲二のルート，である。詳しくは佐藤

（1998a）を参照してほしいが，これら4つのルート

が時には反発しあい，時には協力しあっていたのが，

日本における精神分析の初期受容史である。戦後は主

に③のルートが開花する。

　東大の心理学出身でアメリカのホールのもとに留学

したことのある久保良英が1917（大正6）年に児童研

究所を作り，『児童研究所紀要』を毎年発行して知識

の交換・普及に務めたのも特筆すべき流れであろう。

知能検査によって子どもの状態を客観的に把握すべく

努力していたのも久保良英の貴重な貢献である。

　昭和以降，戦時色が濃くなっていくと，心理学に関

する領域は適性検査以外は還りみられなくなっていっ

た。入隊した新兵の配置場所を適切にするための検査

である。

　第二次世界大戦終了後は，戦勝国であるアメリカの

心理学が堰をきったように流れてくる。というのも，

アメリカは教育をそれまでの精神主義的なものではな

く科学によるものに変えたかったからである。そして，

心理学は教育を科学的に捉えるために無くてはならな

い学問だとされた。現在，多くの国立大学の教育学部

で心理学がr教育基礎講座」に属しているのはそうい

った理由からである。また，学生相談という考え方も

一緒に伝わってきて，それが新しい臨床心理学的な関

心を呼び起こした。

　そして，1964（昭和39）年，日本臨床心理学会の設

立と軌を一にして，1960年代末に臨床心理学に関する

資格を作ろうとする動きがあった。つまり，戦後約25

年を経る間に，一定数の臨床心理学者・臨床心理学従

事者が生み出され活動をしていたわけである。だが，

日本全国を巻き込む折からの政治闘争と軌を一にして，

精神医学や臨床心理学への批判が噴出し，資格を作る

動きは費えてしまったのであった。

　そして，その後20年を経た段階で1980年代から整備

され始めたのが日本の心理学関連の資格だと言えるの

である。

皿　心のケア’訓練と資格を考える

　資格は何のため？

　学問に基づく技術に資格が与えられること自体は，

突飛なことではないし，むしろ妥当なことであろう。

明治時代に催眠術が流行したときには，怪しげな精神

療法も跋扈していた。ぶつちゃけた話，相手に催眠を

かけてしまって，自分がいいように扱ってしまう例さ

え見受けられた。1909（明治42）年4月『万朝報（よ

ろずちょうほう）』という新聞にはr怪しき精神療法」

という記事が掲載されているし，その後も同様な記事

が報じられた（一柳，1997）。こういう状況だったの

で，警察による催眠術取締が強化されるような事態と

なった。なお，興味深いことに，前述した福来は取り

締まりを強化する側にたっていた。

　現在でもrカウンセリング」やr心理療法」の名の

もとに，怪しげな活動をしている人がいないわけでは

ない。十分な訓練をつんだ人達と，そうではない人達

の間に何らかの区別をつけることは，学問の社会的責

任を果たす上でも重要なことであり，臨床心理学とい

う分野が適切な資格を整備することは，社会にとって

も心理学界にとっても重要なことであると考えられる。

　医学や教育は，臨床や現場とは別に，r基礎」部門

というものをもっている。医学でいえば生理学的な研

究から法制の問題まで，さまざまな分野をその下位分

野として包み込んでいる。教育も同様である。臨床心

理学が「基礎」を医学におくのか教育におくのか，そ

れとも心理学におくのかで話は違ってくるが，おそら

く心理学が基礎になるはずである。

　心のケアを志しながら，精神医学に進む人はどうし

ても薬物治療などを含む方向へと進みがちである。

　同じく心のケアを志しながら，教育学に進む人は，

教育の理念などを尊び，現実の人間の姿から離れがち

である。

　こうした中で，心のケアを志しながら，心理学を選

んで臨床心理学へ進む人にはやはり一定のスタンスと

価値がある。それは，人間の具体的な姿を尊び，人と

人とのふれあいの中から心のケアをしていく志向では

ないだろうか。
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　悩み相談は大変だ（疑似シミュレーション編）

　心理学に関心をも一）ている人というのは，漠然と心

のケアとか臨床心理あるいはカウンセリングのことを

考えていることが多い，というかそれが大部分であろ

う。

　心の悩みや苦しみ，あるいは精神病をなおす，そう

いった職業を漠然と考えているのだろう。

　それは素晴らしいことだ。

　というのも，世の中の多くの人は，人の悩みとかそ

れをどうにかするなどということは考えていないもの

だからである。つらくてもガンバレ1　と励まし，ダ

メになったヤツはrアイツは精神的にもろい」と言っ

て切り捨てる。それに比べれば本当に素晴らしい姿勢

である。

　しかし，人の相談にのる，話を聞くというのは大変

なことである。

　実生活で考えてみよう。自分が友だちの相談にのれ

るのは，それが友だちの相談だからである。見ず知ら

ずの人から何かを持ちかけられたってrそんなこと知

るか！」という気になってしまう。しかも，一人では

なく，多くの他人から，様々な内容の相談を持ちかけ

られたらかなり大変だろうという見通しはっく。

　また，相談にのっていると，相手と感情的な交流を

するのでそれが辛くなるということもある。たとえば，

rカレシが最近冷たい」という相談にのっているうち

に，その女の子とデキちゃうことは良くある話ではな

いだろうか？　逆でも良い。rカノジョが最近冷たく

てサー」などと相談してきた男の話を聞いているうち

に，何となく親しくなってしまっていることがあった

りする。

　感情といってもr好き」のようなプラスの感情だけ

ではない。相談をしているうちにr憎しみ」というマ

イナスの感情が出てくることもある。そういうときに

「お前なんかどっか行け！」などとは言えないのであ

る。辛い。そして，相談といっても1回きりではなく，

ある程度の期間一人の人と付き合う必要がある。rそ

んなこと悩んでるんじゃね一よ！　もう来るな！」な

どとは言えないのである。その一方で，次から次へと

新しい人が相談にやってくる。その場合には，目の前

にいるその見知らぬ人がどういう人なのか，というこ

とも知らないと対応することができない。

　そんなことを，見ず知らずの多くの人とやっていた

ら疲れてしまう。相談に来る人達を次々に好きになっ

たり嫌いになったりしていたら身がもたない。

　さらに，美人だから，カッコイイから，自分と親し

い間柄だから，という理由で親身に相談にのり，自分

が嫌いな雰囲気の人とか，話ができない人の相談には

のりませんよ，なんてことはモチロンできない。

　そして，これが最も大事だと思うが，聞いた話はい

っさい他人に話すことができない。当然である。職業

上のヒミツ保持ってやつね。これって結構大変だと思

う。先日／2000年1月），テレビの新春特別番組で，

臨床心理学者の河合隼雄先生の趣味がフルート演奏だ

ということを紹介していた。r臨床心理の仕事は聞い

ても外に出せないが，フルートは発散するもの」だか

ら自分にとっては良いのだ，というようなことを語っ

ていたと思う。

　人の話をため込むのは大変なのだということが偲ば

れる。

　また，多くの人は考えてないことだろうから敢えて

言うが，言葉をしゃべれない人，知的に発達が遅れて

いる人もいる。そういう人たちの相談にのり援助する

のも臨床心理学の大切な仕事なのである。

　というわけで，脅すつもりは毛頭ないが，臨床心理，

カウンセリングというのが，思ったよりは大変なこと

だというのが実感できるのではないだろうか。

　簡単にいえば，悩む人について，その心理学的な理

論を知って実践することも大切だが，もうひとつ，相

談にのる自分の意識や行動についても，客観的に捉え，

理論化して，実践する必要があるのだ。そこには人の

生活や行動を記述し，科学的に理論化する姿勢が必要

となってくる。

　と言っても具体的にはわかりにくいだろうから，ま

たしても例を出してみよう。

　rCCくん（さん）が好きだけど告白していいかど

うか悩んでいる」

　ということを，隣のクラスの見知らぬ人がアナタに

相談に来たとしよう。週に一度，そういう話を聞かさ

れたらどうだろう？　大変だろう（多分）。アドバイ

スをしても，また相談にくる。毎日毎日来る。何でこ

んなに悩むのか，きっと何か原因があるのだろうと思

って話を聞くことになるが，もちろん，今まで読んだ

本のようには簡単に解決がつかない。そのうちに，

rうっとうしいからもう来ないで欲しい」なんて思っ

たりするかもしれない。「もっとカッコいい（かわい

い）子ならいいのに」と内心思ったりするかもしれな

い。

　しかし，それでも相談は続く。
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　相談にのる努力というのが必要になってくる。気ま

ぐれで話を聞いたり聞かなかったりというわけにはい

かない。

　相手の訴えを知り，症状を好転させるための努力と

共に，自分がなぜ相手に対して「うっとうしい」とか

そういうことを思うのか，ということを考える必要が

出てくるのである。

　脅しているわけではない。もちろん，大変だからと

言ってあきらめる必要はない。というか，何をやって

も大変なのだ。カウンセラーへの道だけがとりたてて

大変だということはない。こういつた大変さを乗り越

えるための技法，相手を知るための技法，そして，自

分の感情状態などを知りコントロールするための技法，

を学んでいくのが，臨床心理士への訓練であり，長い

時間をかけて行えるようにカリキュラムが整備されて

きている。こうした技法には，背景にそれぞれ人間の

心理に関する理論が横たわっているのである。カウン

セリングはある種の技術であり，その技法を学ぶのは

一番大切だが，その奥底にある人間についての理解が

なければ上滑りなものに終わってしまう。

　よく，日本人はr水と安全はタダだと思ってる」と

言われる。これをもじって言えば，「相談もタダだと

思っている」ということもあるだろう。しかし，上に

述べたように，プロフェッショナルとしての相談やカ

ウンセリングは，日常におけるおしゃべりや相談とは

基本的に異なるものである。訓練にコストがかかるこ

とも含めてカウンセリングや臨床心理学活動全体に対

する理解を社会に対して求めていく必要があるだろう。

ゆ

汐
鴨

■ゆ
　　　φ

懸

　子どもたちはなぜ絵を描くか

　　一空爆を受けた子どもたちの絵

　この絵（図1）は，コソボ空爆の被害にあった子ど

もたちが描いた絵（APA，1999）である。NATO（北

大西洋条約機構）軍によるコソボ空爆にいたる事情は

複雑であり，どのような政治的立場に立つかによって

事態の評価は異なる。しかし，いずれにせよ，空爆で

被害にあった子どもたちがいる事実を否定することは

できない。

　なぜ，絵なのか。

　描くことは何を子どもたちにもたらすのか？言葉を

自由に操れるわけでもなく，自分の行動を自律的にコ

ントロールできるわけでもない子どもたちにとっては，

絵を描くという外に向かう活動がカウンセリング的な

機能を果たすことになるのである。子どもは小さな大

1肱π∫fo肋ソ8昆9∬010濯9，’0ノ謀加POソ8π加cJoμ43ロ雇

90漉εκ’0陀μ坊8餌∫0鈎P60所扉π8∬5加σαμ38Wθσrε

ψロ鼠Lazar　K皇ranov，age　s旗

図1 （APA，1999）

人なのではなく，大人のようにヤケ酒を飲むわけにも

いかないのである。話して訴えることも出来ないので

ある。何か変な感じがあるとしても，ストレスという

言葉を知っているわけでもないので，発散する訳にも

いかないのだ。

　ここで，絵を描かせることなんて簡単にできると思

うかもしれないが，それは「後出しじゃんけん」のよ

うなものである。ここにある絵を見た後だからそう思

えるのであって，仮に，rコソボで空爆を受けた子ど

もたちの心のケアのためには何をすればいいでしょ

う？」という問題を先に出されていれば，答えはかな

り混乱しただろうし，確信をもって答えることはでき

なかったはずだからである。

　そして，こういう新しい事態で力を発揮するのが専

門的訓練の専門的訓練たるゆえんなのである。

　心のケアを支える心理学の知識

　臨床心理学的実践をするためには，そのために必要

な心理学的な知識というものがある。

　そもそも，人はどのように成長していくのか，そこ

にある程度の法則があるのか，ということを知ること

も必要であり，これは発達心理学という領域である。

これまでの発達心理学は子どもだけを対象にしていた

感もあり，成人期以降に知能は低下する，などという

ことがまことしやかに言われていた時期もあったが，

老年期の研究などが進んだ結果，単なる下降期ではな
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く，積極的な意義をもつということが明らかになりつ

つある。生涯発達心理学という領域である。また，人

の個性がどのように育くまれ固定化していくのか，と

いうことについての学問，性格心理学も重要なもので

ある。

　学級崩壊，いじめがおきる現場である学校。学校に

おける教育のしかた，生徒との接し方などなど，教育

心理学が活躍する現場がある。

　人と人が接する時の法則性についての研究も必要で

ある。既に相談しあう人におこる感情の流れともつれ

については紹介したが，接し方についての社会心理学

的研究が必要になってくる。

lV　開かれていくr心理学の社会的価値」

　ノーベル賞と心理学の関係7

　ノーベル賞という賞がある。ダイナマイトの発明で

著名なアルフレッド・ノーベルの遺言ならびに資金提

供により1901年から授与を開始したまさに20世紀的な

賞である。心理学者はほとんど受賞していない。心理

学という学問が世間から評価されないのもそういうこ

とが原因かもしれない。しかし，評価というのは，

r評価する軸」とr評価されるもの」の相互作用であ

る。だから，心理学関連業績がノーベル賞を受賞でき

ないとすれば，まずその評価軸を吟味することから始

める必要がある。

　この賞の授賞ジャンルはどうなっているのだろう

　か？

　物理学，化学，医学・生理学，文学，平和，経済学。

　このうち，経済学賞はノーベルの遺言にあった賞で

はなく，1968年に創設された。つまり，この時点にお

いて初めて「経済学」という学問が評価に値するとい

う価値基準ができたのである。経済学は社会科学であ

る。従って，逆に考えると，ノーベル賞のジャンルの

構成は，まだまだ人間科学的な学問に賞を与えようと

いう機運がないことを示してもいる。しかし，21世紀

以降は確実に人間科学にも光があたる。看護や福祉と

いった領域でも，上位下達的に医療や保護を与えるの

ではなく，人間と人間の交流として実践活動をする必

要がでてきたからである。

　ここでは，賞をとろう！　という個人的野心的なこ

とを提案するわけではない。そうではなく，人間科学

の活動を評価する軸を作っていくことこそが重要なの

である。

　人間を人間のレベルで見て，お互いが交流すること

で支援する学問としての心理学。その領域は広大であ

る。

　一例として，現在の日本で問題になっているr介護

保険」の問題をとりあげよう。まだ混乱している要介

護認定業務。だからこそ人間科学の理論が求められて

いるのである。そして，だからこそ，必ず人間に関す

る学問の重要性は認識されるし，国際的な賞の中にも

授賞基準が定められるだろう。

　生活における心理学的問題

　　一介護保険の認定業務の例

　介護保険が実施されるにあたって被保険者（サービ

スを受ける人）の心身の状態を把握する調査を行って，

そのうえでサービスを提供することが求められるよう

になった。しかし，このような調査にはジレンマがあ

る。重症の人からは直接聞いたりテストするわけには

いかず，家族から聞き取りをする必要があるというこ

とである。また，直接聞き取りができる人が，素直に

答えるとは限らない。

　公平性を担保するために，多くの人の前で認定のた

めの調査を行うという案を見たことがある。

　これが社会科学の発想。

　政策の実施には公平さが何よりも重要なので，衆人

環視のもとで行う必要があると考えてしまうのである。

　しかし，自分の心身の状態を聞かれたりテストされ

る立場にたてばどうだろうか？見栄をはる人はますま

す張り切ってしまうかもしれない。その逆に，萎縮し

てしまう人は，知らない人に囲まれて，普段の生活力

量すら発揮できないかもしれない。

　そういう，人と人との関係，人が人の能力を調査す

ることに原理的に潜む問題については，実はほとんど

考えられていないのである。そして，そのような知識

の蓄積は心理学にこそある。現在でも使われている知

能検査。これは子どもの学校への適応力を見るために

作られたものであるのだが，現在の介護認定業務と同

じ様に，親からの聞き取りの問題，子どもが実力を発

揮できない問題，というものを抱えており，それへの

解決として出されたものであった。その後知能指数と

いう結果表現法が取り入れられて，人間を数値で表す

悪どいマシンになってしまったのは遺憾であったが，

知能検査の思想自体は，今日的問題たる介護認定業務

に役立つはずである。

　こういう問題はたくさんある。ありすぎる。
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　臨床だけが心理学じゃない！？

　　一心理学の広さと役割

　カウンセリングと日常生活の相談みたいなものが似

てはいるけど違うものだということは十分理解できた

だろう。また，心理学が直接関係しないような領域に

も心理学の知識が有用である例があることも実感でき

ただろう。

　大学に入学して心理学を学ぶ人が思うことは，心理

学の範囲の広さだと思う。心のケア，なんてことから

すると，もう大変。光刺激の伝達を研究していたり，

明るさと視覚の研究をしていたり，チンパンジーの記

憶を研究していたりする領域がある。そういうことや

っててどうするの？　という疑問が起きるのもよくわ

かる。こんなことまで心理学だったの？　って感じ。

　これらの問題は，それ自体で学問としての価値があ

るけれども，決してr象牙の塔」的な死んだ知識でも

ない。社会で何か問題が起きた時には非常に有用な知

識として使用できる。

　たとえば，ポケモン騒動。テレビ番組から発せられ

たパカパカ繰り返す光刺激によって多くの子どもたち

が心身の変調を訴えた問題である。この問題の解明に

も実は心理学が役にたっていた。光という物理的なも

のが，人間の心理に影響しているのだから……。まさ

に生理心理学の問題だったのである。

　役に立つことだけが目的ではないが，＊＊心理学と

称する研究は，いっか必ず人間生活の危機に役立つよ

うなことばかりなのである。

　カウンセリングのように直接役に立つというスタン

スを行くのもいい。でも，そうじやないあり方も心理

学には開かれている。

　乖離があるかのようにみえる心理学であるが，どっ

こいリゾーム（地下茎）のように見えないところで有

機的に関連しているし，21世紀以降の人間科学の時代

の最先端なのである。そもそも，社会で問題が起きた

ときに，スクランブル（緊急出動）をするためには，

それ以前の準備体制が整っていなければいけない。地

道に研究を重ねておくことが，いっか起きうる緊急事

態に備える一番の道なのである。

V　おわりに

　21世紀は人間を大切にする時代

　街はミレニアム騒ぎ。今から1000年後の世界はどう

なっているのかを考えるのは難しい（日本の1000年前

は貴族の世の中でした……）。しかし，50年後，100年

後を展望するなら，人間科学の見方で人々が恩恵を受

けるような世の中を考えることができる。

　その中心にあるのは心理学であることは間違いない。

　心のケアやカウンセリングに興味がある人もない人

も，心理学の広がりを実感してほしい。

　私見であるが，心理学というのは学問の中でかなり

特殊な位置を占めていると思う。人間である限り，心

理学と無関係な領域はないのである。

　そのことは，アエラムック『新心理学がわかる　現

場から』ならびに姉妹版の『心理学がわかる』を読ん

でもらえれば実感できるだろう。

　今，心理学を始めれば，それがどんな領域でも相当

な知的興奮を味わえることは間違いない。

付記1　心理学をどこで学ぶか　心理学は

　　　　　どこでも学べる

　冒頭で述べたように，多くの大学で心理学部や心理

学科ができたことで，私立大学においてはどこに進め

ば心理学が学べるかがかなり明確になってきた。しか

し，国立大学では様相が異なる。心理学をどこで学べ

付表　（国立）福島大学における心理学者

教育学部　教育心理学講座

　　　　　幼児教育講座

　　　　　障害児教育講座

　　　　　体育学講座

　　　　　教育実践センター

行政社会学部　社会学講座

生涯学習教育研究センター

発達心理学

幼児心理

障害児心理

体育心理

臨床心理学

社会心理学

発達心理学

1人

1人

1人

2人

2人

1人

1人

教育心理学2人　生徒指導2人

学習心理学　1人

（この他，教育学部の技術科，英語科に大学院レベルの心理学教育を受けた人がいるようだ）
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るかがわかりにくいのである。実際には多くの国立大

学では教育学部や文学部に心理学関連の専攻やコース

が存在する。だから，しっかり調べれば大丈夫である。

　参考までに福島大学にはどのようなジャンルの心理

学者がいるかを見てみよう（付表）。

　ここで福島大学を取り上げたのは，私が勤めていて

データが入手しやすいからという現実的な理由もある

が，それ以上に，福島大学が全国の国立大学〔単科大

学除く）の中で最も小さな大学の1つだということに

よる（学部が3つしかない！）。福島大学のように小

さな大学ですら，10人以上の心理学者が研究・教育に

力を尽くしている。これ以上大きな大学ではもっと多

いはずである。というのも，繰り返えしになるが，人

間と関係しない学問はほとんどなく，どのような領域

にも必ず心理学者が活躍する領域があるからである。

　国立の単科大学の例をあげると，帯広畜産大学は畜

産学部だけの大学で心理学からは縁が遺そうに見える

のだが，ここにも心理学者がいて，学生（及び院生）

は専門の授業を受けることができる。

付記2　けんかをやめて

　臨床心理学と心理学との関係は，特に悪いわけでも

ないが，現在も緊張関係をはらんていないことはない。

そのこと自体は歴史的経緯からしても仕方ない面があ

る。だが，緊張や紛争は「それが無くなること」が最

も望まれることである。ノーベル平和賞がアラブとイ

スラエルに与えられたように。一般に，心理学者・臨

床心理学者は外に対して弱く，身近な相手に強く出る

という傾向がある。そういうことはもうやめてほしい

ものだ。

付記3　本稿作成の経緯

　本稿は，もともとAERA－Mook，Nα58r新心理学

がわかる』（朝日新聞社）のために準備されたもので

ある。だが，執筆枚数制限との関係で掲載に至らず，

短縮版であるrカウンセラーになりたい？1　もうひ

とつのポップとアカデミックー」を掲載することに

した（佐藤，2000b〉。

　ちなみにこのムヅクの構成を簡単に紹介すると以下

のようである。

　＜巻頭言＞では，実験心理学という立場からみた心

理学の可能性がわかる。

　〈臨床の場から＞には臨床心理学の諸技法の紹介が

ある。

　＜人生と心理学〉では，人生の各時期に特有な問題

を心理学の視点から解説している。カウンセラーのも

とに来る人達というのはある意味で限られた人達であ

る。それ以外の人達の発達・成長段階にも心理学の知

識や技術は役立っていくだろう。

　＜科学としての心理学＞では，自然科学的な手法を

取り入れながら，人の心に迫ろうとする最先端の研究

が紹介されている。

　＜現代社会と心理学＞では法や経済・メディアとの

関連で心理学的な視点が扱われている。

　〈現場の心理学＞では，どのような現場で，具体的

な出来事や課題と格闘しているのか。臨床心理学，心

のケアだけが心理学者の活躍の場ではないことがわか

るだろう。看護，ゴミ問題の解決，電車の揺れと乗り

心地，プロファイリング，化粧福祉の実践などなど。

　なお，本稿はr心理学論（へ〉の挑戦」の第4稿で

あるが，1～3はそれぞれ，佐藤・尾見（1996），佐

藤（1997b，1998b）であるので興味のある方はご一

読ください。また，これら3論文は2000年6月刊行の

r心理学論の誕生（仮題）』（北大路書房刊）に収録さ

れる予定である。
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