
身体的違和への対処の仕方に関する一考察

―調査事例における心理的体験過程を照準にして―

中　山　英　知

本稿は、身体的違和が体験されたとき、そこで起こっている体験に対処していく過

程を考察することで、うまく対処できるようになっていく過程では、どのような現象

が生じるのか、身体的違和の体験の仕方がどのように変化していくのかを検討するこ

とを目的とした。

被調査者が実際に違和感に対処していく体験過程の語りを記述した結果、身体的違

和をうまく対処できるようになっていく過程では、“からだの感じ”を身体と相互性の

ある比喩的な表現の次元で処理していくという現象がみられ、違和感が苦痛なもので

なくなるという体験の仕方の変化が起きた。さらに、こうした結果から、身体症状を

もつクライエントへの援助過程について考察し、“からだの感じ”が身体に相互性をも

つ比喩的な表現としてあらわされていくことが、彼らの不安や困難な体験の仕方が変

化することへとつながる一つの指標となる可能性が示唆された。

キーワード 身体的違和、比喩的対処、体験の仕方、身体との相互性

問題

１．はじめに

身体症状を抱える人たちは、その症状に苦しんでいるとともに、その症状ゆえに生活場面で

さまざまな困難をきたしている。その身体症状は、特定の臓器や器官に起因したものではない

にもかかわらず、多彩な身体的違和感として、多様な身体部位で生じるものである。例えば、

うつ病・パニック障害・自律神経失調症・更年期障害などにおいて、こうした強い身体症状や

激しい不安感が生じることがある。

こうした人たちに感じられる身体症状とされる状態は、その出方の激しさや、強い不安感に

もかかわらず、それに対応する器質的疾患が見つからない。しかし、客観的、他覚的な異常や

病変がないとわかっても、自覚症状は変わらないのである。このような身体症状を抱えた状態

では、はじまりが小さな身体的違和感であっても、それが長く続いたり、ひどくなっていくう

ちに、「とんでもないことが自分の身体で起こっている」という感覚を呼び起こし、様々な困難
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を生じていくのである。

酒井（2005）は、「人の身体感覚はきわめて主観的なもので、筋肉の一部、腱や筋膜、粘膜

のわずかのこわばりや過緊張が生まれただけでも、それが強い身体の違和感を生むということ

は容易に想像できるのである。さらに、そうした身体症状に強くかかわる感覚や感じ方という

ものは、きわめて個人差の大きいものであり、ある人は“身体の違和感”を感じても気にせず

に受け流してしまっても、別の人はだんだん気になってきて、心身の緊張を高め、いっそう症

状を強めてしまう。」と述べており、“身体の違和感”に対する主観的な体験の仕方が身体的症

状に重要な意味を持っていることを示している。このことから、身体症状を抱える人たちにお

いて、からだに生じる“身体の違和感”は悩ましいものとして体験されており、そのため不安

や苦痛が感じられているが、そうした不安や苦痛は“身体の違和感”に対する当人の主観的な

体験の仕方に応じて変化する可能性があると考えられる。

一方で、私達が一般に心理的な苦痛を感じる場合を考えてみると、それがかなり苦痛な体験

であったとしても、自分の体験に対処できて自律性を持つことができるならば、本当の意味で

の『困難』とはならないように考えられる。しかし起こっている体験に対して対処できず、特

定の体験にしばられたり振り回されたりして自分の体験において自律性をもてなくなってしま

った場合には、困難さは急速に高まると考えられる（吉良，1998、2002）。

こうしたことから、上記のような身体症状を抱えた状態にある人について考えるにあたって、

その不安や困難な体験には、身体的違和に主体がどのように対処していくか、またその対処に

より身体的違和の体験の仕方がどうなっていくのかが重要であると考えられる。

身体症状を抱える人の困難な体験を考えるうえでは、困難を感じずに対処しえていると考え

られる非臨床群の人が、ときに直面する身体的な違和感に対してどのようにしてうまく対処し

ているのかという視点から検討していくことが可能ではないかと考える。そこで本稿では、身

体的違和の体験者（非臨床群）がそこで生じた違和感に対処していく主観的な体験過程を記述

していき、その中でもうまく対処していけるようになっていく事例から、困難を感じずに対処

できるようになっていくうえでどのようなことが重要となるかを考察する。

本稿の目的は、身体的違和が体験されたとき、そこで起こっている違和感に対してうまく対

処していけるようになっていく過程を考察することで、うまく対処できるようになる過程では

どのような現象が生じ、身体的違和の体験の仕方がどのように変化していくのかを検討するこ

とである。

２．方法の検討

前節において、身体症状を抱える人々の困難な体験について、身体的違和に対する主観的な

体験の仕方に焦点を当てて考えていくという問題意識について述べた。これを踏まえ、身体的

違和の主観的体験をどのように研究していくのかという方法について検討する。
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①身体感覚の体験過程を扱った研究

身体的違和は一種の身体感覚であるといえるだろう。こうした身体感覚の体験過程に焦点を

当てている研究はいくつかある。

片畑（2005）は、身体感覚に注目して臨床イメージにおける内的体験の考察を行っている。

「イメージでの箱庭制作」と「実際の箱庭制作」という２種類の場面設定をおこない、「２つの

視点で見られる身体感覚が相互作用しつつ箱庭制作のプロセスが構成されている」様を考察し

ている。内的体験の具体的内容を詳細に記述するために、単純化した場面設定をおこない、箱

庭制作における身体感覚の影響について考察している。身体感覚に注目した内的体験の記述と

いう点で大変興味深い研究である。

福留（2000）は、不安定な身体感覚を持つクライエントとの面接過程を、からだとの繋がり

という観点からイメージ体験における治癒的要因を検討している。その中では、不安定な身体

感覚を体験していたクライエントがイメージ体験を通して身体感覚が新たな体験と結びつき、

からだが主体にとって抱えやすいものとなった過程が示されており、「イメージ中で体験した身

体感覚」による「からだの体験のし直し」が重要であると述べられている。まさに身体におけ

る愁訴について、身体感覚の体験過程から検討がなされている。

このように身体感覚の体験過程を検討した研究はいくつかみられるが、本稿の問題意識とは

微妙に異なっている。つまり、これらの先行研究で照準が定められているのは技法の中で生じ

てくる身体感覚の影響であったり、イメージ体験における身体感覚なのである。

本稿においては、身体的違和への対処というところに照準がある。そこではイメージや箱庭

などでなく、身体感覚を直に扱い、そこに対処していく生の過程を詳細に検討していく様な方

法が、本稿の目指す方法であるといえるだろう。

②方法の検討

今回身体的違和の体験の仕方を考察するにあたって、独自の調査方法を設定した。今回の調

査では、直接体験者のからだに、自分のからだのものとして起こっていると感じられるような

違和について考察することが重要であり、違和を感じる対象が外部環境でなく、当人自身のか

らだである必要があったためである。そこで、次のような調査場面を設定することとした。そ

れは「身体的違和が感じられてくる」場面と、「感じられた身体的違和に対処してもらう」場面

という２種の場面設定であった。ここで問題となったのが、被調査者に身体的違和が実際に感

じられるような場面を設定することであった。

体験研究における課題の設定について、有効と思われる工夫の一つは課題努力法である（成

瀬，1995）。また、成瀬の「日常生活では、はっきりした意識には上らないままの努力で動作

が行われていることが多く、しかもその方が意識的な場合よりもうまくいっている例が少なく

ない。」という知見をもとに、被調査者に日常生活ではっきりと意識にはのぼりにくい“立つ”

という動作に注目し、“楽な感じをキープし続けて立つ“という課題を意識的にやってもらうこ
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とで身体的違和感が生じやすくなると考えた。そこで、“楽な感じ”で立ってもらうという課題

と、その状態の“からだの感じ”をキープしてもらうという課題を設定することにした。

さらに、この「身体的違和が感じられてくる」場面と、「感じられた身体的違和に対処しても

らう」場面、２つの場面を振り返ってもらう手続きをくわえることで、実際の体験としての身

体的違和への対処がどのようになされていたのか、このことに近づくことができると考えた。

本稿の目的では、身体的違和への対処メカニズムをできるだけ詳細に記述して考察する必要

がある。そのため、一人の被調査者の一連の流れを事例として焦点化して記述し考察すること

とした。そして、インタビュー形式で被調査者に、課題体験中に本人の内で感じられている主

観的な内的体験の過程について語ってもらった。

方法

①調査協力者： 20歳代に属する男女（男性６人・女性６人）に依頼し、協力の意思が確認でき

た12名を対象に行った。また、調査記録は筆者の責任のもと厳重に管理すること、及び調査

で得られたデータは研究論文の作成にのみ使用すること等について了解をえたうえで行っ

た。

②用具：記録用のICレコーダー、記録のための用紙（一般のA4用紙）を用いた。ICレコーダー

では事前に協力者の了解を取り、インタビューの過程を音声録音させてもらった。記録用紙

は特に項目はなく、調査中の特徴的な様子、動き、姿勢などを記録するため用いた。

③手続き：調査協力者と調査者は心理相談室として使用されている一室で、机を挟んで対面に

すわり、以下の手順で１対１で調査を行った。

手続き

（１）からだの内側に注意を向けるウォーミングアップ

からだの内側に注意を向けるために、フォーカーシングにおける導入教示を行い、自身のか

らだの感じを調査協力者の言葉で伝えてもらい、実際の課題に慣れるための練習とした。眼の

開閉は自由で、「これからある課題をやってもらって、その時のからだの内側で起こっているこ

とについて、何でも好きに感じたように言ってください」と教示した。

（２）今のからだの感じを意識する

「リラックスして、自分の“楽な感じ”でまっすぐ立ってみてください。」と教示し、調査協

力者にとって、そのような状態になったことを確認し、「自分で“そうだな”という状態になっ

たら、その状態のからだの感じをじっくり感じて確かめてください。」と言って、調査協力者に

そのからだの感じを確かめてもらった。確認しにくかった調査協力者には、肩や腰の辺り、足、

腹、首から頭など身体の部分部分に分けて、「○○の感じはどうですか？」という風にしてこち

らから質問をしていって確かめてもらった。
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（３）からだの感じをキープする

「そのからだの感じをキープしてください。」と教示し、さらに「からだの感じが変わってき

たら教えてください。」と言って、調査協力者の声を待った。ただし、長くキープしていられた

調査協力者には、約１分ごとに「どうですか？その感じはまだ続いていますか。」と質問をし、

まだ続いていると感じられるようならば、キープし続けてもらい、変わってきているように感

じるという場合には、次の手続きに進んだ。

（４）違和感への対処

①変わってきた感じについて質問をして、どんな感じなのかを確認してもらう。身体的違和が

感じられていれば、はじめの状態と比べてもらい、「はじめの安定した状態に近づけてみて

ください。」と教示した。

②はじめの状態に近づけるために、どのようなことをしたのかを質問した。

（５）振り返り

今までに行ったプロセスを順番に振り返りながら、その時のからだの内側で起こっていたこ

とを話し合った。最後に、なんでも気づいたこと、感じたことなど思いついたことを話しても

らった。

※ 調査終了後は、からだの内側への注意が過度にならないよう、日常的な会話をするなどしば

らく時間を置いて、からだの感じに異常が感じられないかを確認し、「万が一ですが、からだの

感じが変であるとか違和感が残るようなことがありましたらご連絡下さい」と伝えた。異常を

訴える者はいなかった。

結果と考察

12名の調査協力者の中からAさん（25歳・女性）の身体的違和に対処していく内的な体験過

程を事例として示し考察する。

本稿においてAさんの事例を取り上げたのは、身体的違和への対処がうまくいき体験の仕方が

変化していく様子が比較的明解に記述できたためである。他の事例においても、身体的違和に

うまく対処し、体験の仕方が変わった様子はみられたが、Aさんにおいては、どのような対処

を試みたのか、それらの対処よって身体的違和がどうなっていったのかがより詳細に語られ、

一連の過程を示しやすいと考えたためである。そして後に考察するように、身体的違和への対

処において一つの指標とも考えられる、比喩的な表現を用いて対処するという現象がみられた

ためである。

また、Aさんの対処の仕方と他事例における対処の仕方を随時比較しながら、身体的違和に

うまく対処していく過程ではどのような現象がみられるのかについて検討していくこととする。
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１．Aさんの調査事例

それぞれの場面における会話の内容、行動の描写を四角の枠内に示す。四角枠内の場面にお

いて、考察へ引用した部分には下線をひき、考察本文中では太字で記した。

＜＞…調査者、「」…調査協力者、『』…調査協力者の振り返りでの語り

（１）場面Ⅰ

Aさんに“楽な感じで立つ”という教示のもと、楽な感じを探して立ってもらった。そして、

そう思える感じになったとAさんから報告してもらった後、今の“からだの感じを”じっくり

感じて確かめてもらい、Aさんが感じをつかめたと報告した後の場面である。

この場面では、Aさんの“からだの感じ”が、はじめに確かめてもらった“楽な感じ”の状

態から、身体的違和が感じられる状態に移り変わっていく過程がみられた。

はじめの“楽な感じ”に対し、「キープしよう」「動かないでいよう」としていると、「落ち着

かなくなってきた」と違和を感じ始める。それは「膝下の辺」のものであることが報告され、

身体的違和を感じはじめていることがわかる。そして、確かめるようにして「ゆらゆらってい

う感じ」に言い換えて表現されるようになる。この時のAさんの様子は、自らの身体に生じて

きた感覚を確かめて、明確化しようとしているように思われた。その後、“ゆらゆらっていう感

じ”に対して「動きたくなる」と、身体的違和をなんとかしようとする意図が生じてくる。こ

の「動きたくなる」という意図は“ゆらゆらっていう感じ”に対して対処しようとする主体の

動きであったように思われた。

Aさんは『普段は、わたしうろうろしているから、あまり（身体的違和を）感じない』と語

っており、身体的違和を感じたときに“動く”ことが、Aさんが日常持っている身体的違和へ

の対処の仕方なのではないかと考えられる。「動いていないと、キープできない」というAさん

の言葉は確信的な感じであった。そのことから、“動く”という対処の仕方がAさんにとって一

つの対処パターンになっていると感じられ、それがこの場面でも対処法として現れてきたと考

えられる。
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＜今確かめてもらった、その“からだの感じ”を今から出来るだけキープしてくださ

い。＞と教示すると「動かず？」とたずねる．＜動かずにお願いしていいですか。＞

・・・・・・・・・・１分ほどそのままの状態で立ち、「なんかちょっと足の、膝下が

なんか落ち着かなくなってきました。」と報告される．＜うん。動かないでいようと思っ

たら、膝下の辺が、落ち着かない感じに？＞「そうそう、なんか、ゆらゆらっていう感

じ」＜ああ。ゆらゆらしていて、膝下の辺が＞「うんうん。動きたくなる」この感じを確

かめていく「なんか、動いてないと、キープできない、感じ」



（２）場面Ⅱ

場面Ⅰから引き続き、Ａさんにはじめの“楽なからだの感じ”に戻してもらうことを求め、

Ａさんに身体的違和に対処してもらった場面である。この場面では、場面Ⅰで身体的違和が感

じられていた状態から、はじめの“楽な感じ”の状態に戻っていった過程がみられた。

ここでは、身体的違和が生じていたときの感覚を「ざわざわ」という感じと表現していると

同時に「血がめぐらない感じがした」とも表現されている。この点が大変興味深いところであ

る。その後、動いて身体的違和に対処をしてみたところ「血がめぐった」と表現している。そ

れとともに、膝下の違和感も消えているように感じており、はじめの“楽な感じ”とピッタリ

だとこたえている。

この“血がめぐる”という表現は、からだに感じているものを直接言葉にしているというよ

りは、身体感覚を表現する際の言葉として比喩的に表現されたものであるように思われた。つ

まり、身体的違和を“痛い”とか“しびれる”というのは直接的な表現と考えられるが、“血の

めぐり”というのは比喩的に意味づけて表現していると考えられるのである。ここでは“血が

めぐった”という比喩的な表現の中での解決が語られているが、それとともに膝下の違和感も

解消しているようである。しかし、Aさんが実際に意図的に働きかけた対処は“動く”ことで

あり、血をめぐらすような働きかけがあったかは、ここではわからない。

また、ここでは「膝下が消えてる」感じによって、はじめのからだの感じと「ピッタリ」に

なったと体験されている。これはまるで膝下の感覚が“からだの感じ”そのものになっている

ような表現であった。ここでは、膝下にある身体的違和にAさんの意識が集中しており、その

他のからだの部分へ意識が向きにくい状態になっていたと考えられる。このことからは、一つ

の部位に感じられている身体的違和が、実はその時の“からだの感じ”そのものとして全体的
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＜動いたら、はじめのからだの感じには戻せそうですか？＞とたずねる。「うん。こう

いう感じに」と足を踏みかえるなどする。・・・・・・・・・・・・・・・しばらく確か

めるようにし、「はい、大丈夫です。」＜はじめの感じに近づいた？＞「うん。なんやろ、

膝下は消えてるかな」＜じゃあ、今ははじめの感じとピッタリ一緒？＞「ピッタリだと思

うけど、暑い」。暑い以外は一緒と報告。

先の身体的違和が生じていた状態についてたずねる。＜膝下っていうのは、もうすぐに

どうにかしたい感じだったんですか？＞「そうですね。血が、血が、めぐらない感じがし

た。なんか、ざわざわって。」＜Aさんとしてはどうしたら戻るかなっていうのはありまし

たか？＞「とりあえず動いてみようかな」＜とりあえず動いてみたら＞「血がめぐっ

た」＜もし動かないでと言われてたら。＞「動かないでと言われてたら、動かないね。耐

えるね」＜それは＞「いい感じではない」



体験され、身体的違和を感じているときにはそこに意識が固定されているような状態が生じる

ということがおきるのではないかと考えられる。これは、今回の調査の他事例においても身体

的違和を感じたとき、対処がされる前、もしくは暫時的な対処がされた時に確認された。因み

にその後の対処の仕方により、ますます身体的違和の感じられる部位に意識が集中していった

事例と、さほど気にならなくなり意識の集中もみられなくなった事例があった。

（３）場面Ⅲ

場面Ⅱで、はじめの“からだの感じ”とピッタリであるとＡが答えたのを受けて、そこから

再びその感じをキープしてもらった場面である。この場面では、場面Ⅱで戻ったはじめの“楽

な感じ”の状態から、再び身体的違和が感じられる状態に移り変わっていく過程がみられた。

ただし、場面Ⅰとは身体的違和の体験の仕方が異なってきている。

はじめと同じ“楽な感じ”に対して、キープしようとしていると、「まっすぐ立っている気が

しない」と違和を感じていることが表現された。そこから、「ゆらゆらしてくる気がする」「膝

下がおぼつかなくて」「なくなってくるような感じ」と感覚的な体験過程を確認していくような

様子がみられる。

そして、膝下の“おぼつかない感じ”は、ふくらはぎから下が「なくなってくるような感じ」

と変化していっている。客観的には“なくなっている”わけはないのだが、Aさんはこの時、

自分の足が“なくなった感じ”を表明していた。さらに、この足の感覚は「じーんとしびれた
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・・・・・・・・・・しばらくキープしているが、数十秒後違和感を報告する。「まっ

すぐ立ってる気がしないです、なんとなく」＜まっすぐ立ってる気がしない＞「うん。だ

んだんね、ゆらゆらしてくる気がするんです。膝下がおぼつかなくて」＜膝から下が、お

ぼつかない？＞「うんうんうん」

さらに確かめるようにして、「ん～、ちょっとあの～、なんていうかな。ふくらはぎか

ら下の感覚が、なんか、なくなってくるような感じ。ふくらはぎの半分から下」＜なくな

る。なくなるのか＞・・「足あったっけ、みたいな」＜足あったっけ？＞「見てないから

今、だから、なんか」

さらにしばらく確かめるようにして、どんな感じかを言葉にしていく。「いまもね～、

なんかね～、膝から下がね～、よく感じられないというか。なんか、じーんとしびれたよ

うな感じで、冷たくなってきた」＜さっき見てないからって言ってましたよね。＞「うん、

見たらある」・・・・・考え込むようにして、「よくよく想像して、床に足はついてるん

だけど、なんか・・・・膝から足の裏までが、ない感じがする」視線、声を落としてつぶ

やくようにいう。



ような感じで、冷たくなってきた」と“冷たい感じ”を伴うものになっていく。こうした“な

い感じ”や“冷たい感じ”は、当人の自己制御の域から外れてしまっているときに生じやすい

感覚であるとされる（成瀬，1995）。このことから、“ない感じ”と“冷たい感じ”を体験して

いたときのAさんは、自分自身の足がコントロールできないような感覚をもっていたのではな

いかと考えられる。こうした中でAさんは「なくなってくるような感じ」に対して、「見ていな

いから」という自身の主体的な活動に帰属させて対処しているが、自身の身体についての体験

の対処の仕方によって、自分のからだのコントロール感が左右されることが指摘されており

（成瀬，1995）、このことでかろうじて自己コントロール感を保持していたように考えられた。

この時のAさんは、現実として見たら「ある」、よくよく想像したら「足は床についてる」の

だが、主観的には“ない感じ”を体験していたと考えられる。こうした主観的現実と客観的体

験のギャップという現象は身体症状に通ずるところがあり、この状態からの対処の仕方により

身体的違和の体験の仕方が、症状のように気になってしまうものにも、さして気にならないも

のにもなる可能性があると考えられた。

（４）場面Ⅳ

場面Ⅲに引き続き、Aさんに身体的違和に対処してもらった場面である。ただし、Aさんの普

段使っている対処の仕方であると考えられる“動く”という対処をせずに“楽なからだの感じ”

に戻してもらうことを求めた。

この場面では、場面Ⅲで“ない感じ”と“冷たい感じ”を体験していたある種の異常な状態

から、元に戻そうと対処し、新たな対処の仕方をみつけ“楽な感じ”の状態に戻っていく過程

がみられた。
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＜からだを動かさないで、元に戻すってできそうですか＞と聞くと「う～ん、やってみ

ましょう」

【20秒】

「なんかどんどん冷たくなってきてる感じがする」＜ああ＞「いま、膝の上に」と少し

慌てた様子で声を漏らす．＜上がってきてる？＞「うんうん」・・・「わたし変なこと言

ってない？」＜言ってないです＞「ほんと？」＜変なこと言ってる、そんなことが気にな

るんですか、変なこと。＞笑「こういうのあまりしたことないから」＜ああ、そうですね。

変なことは言ってないと僕は思うんですけど＞「あ、そう？」＜うん＞「ならいいんだけ

ど」・・＜人によって言うこと違いますからね。＞「ああ」＜どれが変だか変じゃないの

かさっぱりわかんないです＞「そうか～」＜うん＞

「ねえ、膝の冷たいのもなんか、足はある感じがしてきた」・・・・確かめるようにし

て，「う～ん、足はある、あるね、あるけどね。血のめぐってない感じはする、なんてい



“楽な感じ”に戻そうとしてしばらくすると、「なんかどんどん冷たくなってきてる感じ」と

“冷たい感じ”が拡大されていっている。この“冷たい感じ”の拡大は、普段使っている対処の

仕方である“動く”ことができないため、対処の仕方がわからない状態にあったためではない

かと思われた。対処の仕方がわからないということは、今現在生じている違和感を能動的にコ

ントロールする術がなく、動けない状態になっていることが推察される。

この“冷たい感じ”のように身体的違和が拡大された現象は、他事例においてもみられた。

その後にこの違和感に対する新しい対処の仕方を見つけていくことができた事例では身体的違

和が緩和されたが、対処の仕方が見つからなかった事例では調査者がどうにかしてくれるまで

動けない状態のままであった。

Aさんは、この“冷たい感じ”が増幅された後、「冷たいのもなんか、足はある感じがしてき

た」と“冷たい感じ”が和らぎ、足も“ある感じ”がしてきている。そして、「ある気がする」

と“ある感じ”について「あるある」と確認するように言葉にしていく。こうした一連の様子

は、“ある感じ”がしてきてから、一貫して“ある感じ”を確かめていっているように思われた。

いわば、主体的に“ある感じ”を感じていっているように思われるのである。Aさん自身、『主

体的に感じる』ことを語っており、意図的に“ある感じ”に意識を焦点づけて、さらに言葉に

して言うことで、“ある感じ”を賦活させていったのではないかと考えられる。他事例において

も、主体的に“楽な感じ”に焦点づけて感じていく事例では身体的違和が緩和され、元の“楽

な感じ”が戻ってきたが、逆に身体的違和から意識を逸らそうと回避的な対処を取った事例で

は気になってしまい違和感は消えないという現象がみられた。ここから、意識を逸らすような

回避的な対処よりも、主体的に“楽な感じ”を賦活させるような対処が身体的違和の解消につ

ながっているのではないかと考えられる。では、“主体的に感じる”といっても、どのように感
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うか。」＜血がめぐってないのは、そのまま？＞「う～ん。からだの上の足の裏のほう、

ある気がする。あ、なんか、うんうん、あるある」・・・・・「言ってるとなんか戻って

くる。なんか」と報告する．

＜どんなことを試したんですか？＞「なんか、そうそう。血がめぐってるようなのを想

像したかな。さっきチラッと自分の足を見たから、あああと・・・・・・・・う～

ん、・・・自分の足を思い出そうとしましたね、なんか。」＜自分の足を思い出そうとし

た？＞「うん。」＜どんな風に？＞「なんかない感じがしてたから、私の足はこういう足

で、ここにあるあるって、感じのことを想像したかな」＜画像的に、描いて？＞「うん。

画像もあるかな」＜もある？＞「えっとなんか、血よめぐれ～みたいな」＜う～

ん＞・・・・・・・わかりにくそうな調査者に説明するようにして，「う～んと。血よめ

ぐれ～と、なんか、考えたかな。あ～今めぐってないな～めぐれ～めぐれ～、え～でもま

だ冷たいしって・・血管と足のことをただ考えていたら、戻っていったような」



じ賦活させていったのかという、主体の対処の仕方はどのようになされたのだろうか。

Aさんは振り返りの中で『なんとなく血を流して溶かせばいいかな、足の形に血を流せば元

に戻るんじゃないかと思った。』と語っていた。場面Ⅱでは見られなかったが、この場面では意

識的に「血を流す」という働きかけがなされている。この比喩的な表現の中でなされている対

処が、実際の違和感に作用していることが考えられる。さらに、“血のめぐってない感じ”に対

しては、“血がめぐっているような想像”をして、 “めぐれ～”と念じるようにただ考えてい

たところ「戻っていった」と冷たさが緩和している。“ない感じ”に対しては、「自分の足を見

た」ことにより、「私の足はこういう足で、ここにあるある」と主体的にイメージしている。こ

うしてイメージをしたり、言い聞かせるようにしたり、実際に視覚で捉えるといった主体的な

対処により、“楽な感じ”につながる感覚を賦活させていったと考えられる。

また、“血のめぐり”という比喩的な表現の中で対処をしながら、実際の“からだの感じ”を

“冷たい感じ”というような直接的な身体の感覚で確かめており、比喩的な表現での対処と、実

際の身体的違和への対処とが相互性をもって働いていたと考えられる。他事例においても、こ

うした比喩的な表現の中での対処をしている事例で、なおかつ身体に関連した比喩で身体的違

和を処理している事例では、Aさんでいう“冷たい感じ”のような不快な感じが解消されてい

るにもかかわらず、そうした表現のない事例では身体的違和が気になって固定してしまう状態

に陥りやすかった。

（５）場面Ⅴ

場面Ⅳの後、しばらくして再び違和感が報告された場面である。再び身体的違和が体験され

ており対処をしてもらった。そして、場面Ⅳで得られたような対処の仕方で身体的違和に対処

することで、元のようなからだの感じに戻っていく過程が見られた。
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「うん～。いまね、太もも冷たいんですよ、何気に」＜あら＞「あるのに、冷たいです。

でもある感じはする。近いから。胴体と」＜それは、さっきと同じようにやったら、戻る

と思いますか？＞「うん、戻ると思う。」やってみてもらった。・・・・少しして，「あ～、

でもうん。あ～なんか、うんうん。冷たいなりに・・・・うん。ちゃんとなんか、自分の

からだだなって感じがするかなって感じ。見えてる、なんか、足の形の問題やと思う」＜

足の形を、じゃあ今やってることって言うのは、足の形を思い出して？＞とたずねると，

「ここにあるんだぞって言う確認？ていうかな」＜あるんだぞと＞「うん。今なんか知ら

んけど冷たくなってきとるけど、感覚はちょっと、しびれた感じやけど、あるはずだと。

うん」自分に言い聞かせるような感じで言う。

＜血液の感じもさっき言ってましたけど＞とたずねると・・「冷えてくる、冷たくなっ

てくるとね、なんか、血がドンドン下にいってるって言うか、そんな気がしてくるんやけ



この場面では、新たに太ももに“冷たい感じ”が体験されている。ただこの“冷たい感じ”

は先の場面のように“ない感じ”を伴ったものではなく、“ある感じはするけど、冷たい”感じ

である。この太ももの“冷たい感じ”が、“楽な感じ”に戻るかと聞いてみると「うん、戻ると

思う」と確信的に答えている。これは先に新たな身体的違和への対処の仕方を得ていることで、

自己コントロール感が高まり、それが自信や安定感となっていたためではないかと考えられる。

他事例でも、一旦その身体的違和への対処の仕方を得られた事例では、そのたびに対処して、

安定した状態を保ち続けており、気持ちも安定した様子が見られた。

ここでも“冷たい感じ”に対して、主体的に“ある感じ”を感じていると思われた。「ここに

あるんだぞ」という確認や、「足の形の問題」として、足を見るという対処が意識的な作業とし

てなされている。“冷たい感じ”はあり続けているが、「なんか知らんけど」と冷静に、まるで

他人事のように言っている様からは、その感覚が客体化され、間がとれて、主体にとって扱え

るものとなっているように考えられる。また、「冷たいなりに、自分のからだだなって感じ」と

いう言葉からは、“冷たい感じ”や“しびれた感じ”が、それがあっても大丈夫な状態になって

いるように思われた。ここからはAさんにとって、居心地が悪く、なくしたくて落ち着かない

ものであった“冷たい感じ”や“しびれた感じ”が、それが感じられていても大丈夫なものへ

と意味がシフトしていると考えられるのである。これはまさにAさんにとっての身体的違和の

体験の仕方が変化している事実といえるであろう。

先にも述べたが他事例においても、一度自分なりの納得のいく対処の仕方を獲得した事例で

は、その度に獲得した対処の仕方で処理することで嫌な感じでなくなり、そんなに気をとられ

ることもなくなったことが語られた。ここから、意味のシフト・体験の変化には、その体験に

対する対処の仕方を得ることが重要な役割をもっているのではないかと考えられる。成瀬

（2001）(8)は、これからどうなっていくかの予測は、主体者が最も心を配るところで、確かな

予測があれば、自信と余裕を持って臨めることを示している。今回の調査でも身体的違和への

対処の仕方を得ることで、その身体的違和が生じたとき、どうなっていくのかの予測がつき、

必要以上に心を配って気になってしまうこともなくなったと考えられる様子がみられた。

そして先の場面と同じように、この場面でも「冷たくなってくる」感じに対して、「血がドン
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ど、う～んなんか・・・・・そんなはずはないと、思って」

＜血がめぐっているようなのをイメージする？＞「そうね～、う～ん。血の気が無くな

っていくような感じは、なんとなくイメージするんだけど、血がめぐってる映像はあまり

浮かんでこないけど、言い聞かせるようにしてる」＜血よめぐれ～、血はめぐれ～みたい

な？＞「血はめぐっているっていう呪文って言うような感じ」＜うん。足の形を把握して、

血はめぐっている＞確かめるようにして，「冷たくなっているけど血はめぐってるはずだ

と」＜それで、元のような感じに戻って＞「そうですね、うん。」



ドン下にいってる」と比喩的に表現しており、“冷たい感じ”を直接扱うのではなく、比喩的な

表現の中での“血のめぐり”を扱うことで、「血はめぐっているはずだ」と血がめぐっている感

じを賦活させて、身体的違和に対処している様子がうかがわれる。場面Ⅱなどで最初に身体的

違和に対処していたときは、“冷たい感じ”が冷たくなくなることや、“膝下の感じ”が消える

ことに意識が向いていた。だが、この場面での身体的違和への対処は、“冷たい感じ”に対して

“血がめぐっている”ことや、「自分のからだだなって感じ」を得ることが対処の目的となって

いる。前者は直接的な働きかけであるのに対して、後者は間接的な、やや間のとれた働きかけ

であると感じられた。このように身体的違和に働きかけるときの主体の対処の仕方自体がシフ

トしていって、そのことでうまく対処できるようになっていったと考えられる。

この後、Aさんには座ってもらい、課題が終了したことを伝えた。そして、一連の課題につ

いての体験過程を振り返ってもらった。振り返りが済んだところで、調査の終了を伝えた。＜

からだの感じに変な感じとかありませんか＞とたずねたところAさんに異常はなく、その後に

20～30分の日常的な会話をしたが、そのときも変わった様子は見られなかったので終了とした。

退室していただく際に＜万が一ですが、からだの感じが変だなとか違和感が残るようなことが

ありましたらご連絡下さい＞とお伝えしたが、その後異常の訴えはなかった。

以上一連の体験過程から、Aさんにとって身体的違和への主体の対処の仕方の変化、新たな

対処の仕方が得られ身体的違和に対する意味のシフトが生じていく過程が見られた。そして身

体的違和への体験の仕方が変化し、その変化が起こることで“からだの感じ”が安定した状態

を取り戻していく様子が明らかとなった。

考察

問題において、身体症状を抱える人たちの困難として、はじまりが小さな身体的な違和感で

あったとしても、それが自分のからだの中でとんでもないことが起きているという感覚を呼び

起こしていくことを挙げた。そこでは、からだに生じる違和感がどうしても気になってしまう

状態となり、様々な苦心を抱いている様子がうかがわれる。この“気になってしまう”状態と

いうのは、調査事例のAさんのプロセスの中で生じている、身体的違和への意識の固定と通じ

ているように思われる。

このように意識の固定された状態にならずに、身体的違和がたとえ生じても気にならなくな

るには、どういうことが起こっているのか。つまり、生じた違和感にどういう対処がなされる

のかが身体的違和の症状化を考えるうえで重要であると考えた。

先の考察では、前半の場面Ⅰ，Ⅱにおいては、意識の固定された状態にならず身体的違和が

解消されていくプロセスが見られた。そこでは、自分にとっての対処の仕方を持っていて、意
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識に上らないうちに身体的違和に対処しており、違和感が長く続く前に解消されていた。

それに対して、後半の場面Ⅲ，Ⅳにおいては、一旦は身体的違和に意識の固定された状態に

なり、違和感が長く続く中で、嫌な感じ・落ち着かない状態になったところから、身体的違和

が解消されて安定した状態に戻っていくプロセスが見られた。この過程では、新しくその身体

的違和に対する対処の仕方を見つけたことが、安定状態への継起となっていると考えられた。

新しく対処の仕方を見つけるまでの過程では、まず、主体にとって身体的違和を扱えるものに

していく過程が見られ、意味づけや、明確化の作業がなされていた。その中でも、比喩的な意

味づけがなされているのが特徴的であった。そして、この主体が身体的違和を扱えるようにな

ることが、対処できる感じになっていくために重要であると考えられた。そこでの主体の対処

の仕方の一つとしては、比喩的な表現の次元での処理が大きな役割を果たしていたことが考え

られた。

１．主体が身体的違和を扱えるものにしていく過程

①主・客の分化

先行研究において、自分のからだの感じに注意しながら進めることが、対象となる自身のか

らだにある感じを制御するのに有効に働くことや、体験の客体について、それが明瞭・確実で、

詳細にわたって当人に捉えられているほど主体の活動がスムーズになること（成瀬，1998、

2001）が示されている。

Aさんが身体的違和へ対処していく過程でも、自身のからだの感じに注意を向け、確かめ、

明確化していく作業がみられた。さらにここでは、身体的違和に対する意味づけ・自らの主体

的な活動に対する意味づけといった意味づけの作業もみられた。この両者の作業が、主体が身

体的違和を扱えるようになっていく体験過程において非常に重要な働きをしていると考えられ

る。

②意味づけ過程

身体的違和に対する意味づけの過程は、その後の主体の対処活動に大きな影響を与えている。

Aさんの事例では比喩的に表現して身体的違和を扱っていることが対処につながっている。こ

こでは、比喩的な表現にすることによって身体的違和を扱っていくことが、その後の対処過程

にどのような影響を与えたかを、他事例と比較しながら考察してみたい。

（１）身体に関連した比喩的な表現

Bさんの事例から（22歳・女性）

足が“冷たい感じ”という身体的違和に対して「気持ち悪い」ものとして捉えていた。しば

らくの間「どうしよう」と対処がなされずだんだん“冷たい感じ”が高まっていた。その後、

この“冷たい感じ”を「血が巡っていない」と“血のめぐり”に意味づけ、“血をめぐらす”と
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いう対処をしている。この“血をめぐらす”対処では、人体図のような視覚イメージを浮かべ

て血をめぐらせることで、“冷たい感じ”の状態から“楽な感じ”の状態へ戻っていった。そし

て“気持ち悪さ”もなくなっていく。

その後、再び“冷たい感じ”が体験されるが、同様の対処をして、“気持ち悪さ”は感じるこ

とはなく、処理できるものになっていった。

（２）身体に関連のない比喩的な表現

Cさんの事例から（28歳・男性）

身体的違和に対して、膝下辺りに「ながい長靴というか、ブーツというか、そういうのを履

いているような、感覚」と比喩的に表している。そして、この身体的違和を「向こうから働き

かけてきて」いる、自分でコントロールできないような感じと捉えている。

その後、“座る”という対処とともに、“他の部分に意識をしようとする”という対処をして

いる。この対処は「足の負担をなくす」ため、と直接的な表現によるもので、Aさんでの“血

をめぐらす”というような比喩的な表現の次元での対処とは異なる様相を見せている。この対

処によって、Bさんは“膝下の感じ”はなくなったのだが、“楽なからだの感じ”の状態には戻

せなかった。

（３）比喩的な表現なし

Dさんの事例から（23歳・男性）

身体的違和に対し、身体部位や「むずむず」というような直接的な表現をしており、終始直

接身体的な表現で身体的違和を表しており、比喩のような意味づけの仕方で表現されることは

なかった。

このDさんは、身体的違和に対し、応急処置的にリラックスするという対処をすることで、

「頑張って、消えかかって、また再浮上してくる感じ」になる。その後、身体的違和から注意を

逸らすという対処を試みたが、逸らすことができず、再浮上してきて違和感をうまく扱えず、

「なんとかしたい、なんとかしたい」という思いばかりが先行していた。そして、「極論を言え

ば助けて」と自分ではどうにもできない感じになり、身体的違和が気になってしまう状態が続

いた。そして、「このままじゃ、やばい」という不安感を抱いていた。

以上の３事例からも明らかなように、比喩的な表現にして身体的違和を扱っていくことが、

その後の対処過程に大きな影響を与えていることがわかる。また、身体に関連した比喩である

ことが、うまく対処できるようになっていく過程において重要なようである。このことからも、

主体による意味づけの仕方によって身体的違和の体験の仕方が変化していることが推測できる。
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２．新しい対処の仕方を見つける過程

先の考察において、Aさんは身体的違和に意識が固定されている状態から、新たな対処の仕

方を見つけることによって身体的違和の嫌な感じを解消していた。身体的違和の対処において

は、この対処の仕方が見つかるまでの主体の動きが重要であると思われるが、そこではどのよ

うなことが起きているだろうか。

Aさんの事例では、場面Ⅲにおいて、身体的違和を、現実として見たら“あり”、想像したら

ちゃんと「足は床についてる」と思われるのだが、当人の感覚としては“ない感じ”を体験し

ていた。この感覚は、客観的な異常はないのに、当人としては非常な異常感をもつ、身体症状

においてみられる感覚に通ずるものであると考えられた。この状態は、身体的違和に意識が固

定されていて、動こうにも動けないような状態であったと思われる。先に場面Ⅳでの考察で示

したが、この動けない状態から、Aさんは身体的違和に相互性のある比喩的な表現による意味

づけをして、比喩的な表現の次元での対処を見出していった。

また、身体に関連しているものと、そうでないもので対処過程に違いが現われたように、「か

らだの声」を聞きながら、自分自身のからだに根ざして相互性を持ったものとして、しっかり

自分のからだと接点を持った意味づけ（表現）をすることが重要だと考えられた。そうした、

からだに根ざした相互性のある意味づけであることが、比喩的な表現の中での対処が、実際の

“からだの感じ”へ作用するものとして働くことへつながっていると考えられる。

成瀬（1995）は、医学的な診断では何の異常もないので歩けるはずだと言われているのに、歩

けなくなった症例を挙げ、自分は駄目になった、歩けないと自分で決め、頑なに思いこんでい

たことが原因であったと述べている。そして、これを自分では“できない”という負の動作イ

メージの働きに位置づけている。その後、この症例が歩けるようになった過程に触れ、「ここで

大切なのは、からだの働きそのものを扱ったように見えながら、実は自体の働きに関する動作

イメージに働きかけてその変化を企てたということである」ことを示している。

ここでの動作イメージ体験は、今回見られた比喩的な表現の次元での対処に通じるものがあ

ると考えられるが、一方で比喩的な表現での対処は直接その対象となる感覚に働きかけるとい

うより、もっと間接的なニュアンスが含まれたものであったように思われる。この点での検討

は、今後に残される主要課題であろう。

３．身体的違和になされた対処

今回のAさんでは、身体的違和への対処の過程で、主体的に感覚を賦活させていく様子がみ

られた。具体的には、主体的に、自分に呪文のように言い聞かせたり、言葉にして言ったり、

ということがなされていた。他の事例でも、念じてみたり、視覚的な人体図で血を流すイメー

ジをしてみたり、とこうした対処がなされることが多かった。比喩的な表現となっておこなわ
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れる場合も、そうでない場合もあった。しかし、比喩的な表現となっておこなわれる場合に、

しかも身体と相互性をもったものの場合に、より安定した状態になり身体的違和が気にならな

くなっていた。

４．まとめ

本稿では、身体的違和に対する“対処”を中心に、身体的違和の体験の仕方について検討し

た。身体的違和に対する“対処”過程については上記のような現象が起きていることが考察さ

れ、身体的違和への主体の対処の仕方がどのようなものであるかが示唆された。

身体症状について「体験の仕方が変われば、体験はまるでその様相を異にしてしまう」(9)と

述べたが、本稿のAさんの事例においても体験の仕方の変化により、身体的違和をもち続けた

ままであっても“からだの感じ”は安定した状態となり、悩まされることもなくなっていった。

Aさんの事例では、体験された身体的違和への対処の仕方が得られたことにより、主体者が最

も心を配るこれからどうなっていくかの予測（成瀬、2001）(8)を伴って、自己コントロール感

が高まり、安定感につながっていったと考えられた。そこでは、身体的違和が比喩的な表現の

中で扱われることで、客体である自身の身体と間がとれるようになり、さらに比喩的な表現の

次元で対処することで、それまで居心地の悪いものとして意味を持っていた身体的違和の意味

がシフトし、あっても気にならないものになっていった。

今回、この体験の仕方の変化には、対処過程でみられた主体的に意味づけをしていく作業が

重要な働きをしていたと考えられる。その中でも、比喩的な表現にして身体的違和を意味づけ

るという対処の仕方が重要であった。これにより、主体と客体となる“からだの感じ”との間

に介在性が生じ、居心地の悪い身体的違和と間がとれるようになり、身体的違和が主体にとっ

て対処できるものへ変わっていったと考えられた。

以上、身体的違和への対処の仕方について考察してきたが、ここから身体的違和に対しうま

く対処できるようになっていくための指標と言えるものが浮かび上がってきたように思われる。

それは身体との相互性を持った介在性である。つまり、身体や感覚を直接的に表現するのでは

なく、比喩表現のように何かを介在させて表現していくこと、さらにそれが身体と相互性を持

った表現であることが、うまく対処できるようになっていくための指標となるのではないかと

考えられるのである。

先の考察から、対処できるようになっていくことは、体験の仕方の変化につながっていくも

のであることがわかった。身体症状を抱える人における不安や困難な体験に対する援助につい

て考えると、自らの体験にうまく対処できるかが、重要だと改めて感じた。そして、身体症状

を抱えるクライエントとの心理療法においては、身体の感覚に対してこのような相互性を持っ

た比喩的な表現があらわれてくることが、その不安や困難な体験の仕方が変化することへとつ

ながる、援助のための一つの指標となりうるのではないかと考えられるのである。
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今後の課題

本稿においては、身体感覚、特に身体的違和に対処していく過程についての一考察を成し得

たのではないか。しかし、身体症状について検討しているものの、調査対象となったのはそう

した症状を持つような臨床群でなく、非臨床群の人たちである。そのため、身体的違和の体験

も臨床群で見られるような強烈なものとは異なるだろう。また、身体症状のきっかけや引きが

ねとなるような現象については検討されておらず、身体症状がどのように形成されていくのか

についてはまだまだ検討しなければならないことが多いだろう。

さらに、今回は身体的違和への対処の仕方に焦点化し、その内的な体験過程を詳細に記述す

ることで、対処における体験過程メカニズムを検討することを主目的としていたため、１事例

を取り上げることとした。しかし、12名を対象にした身体的違和の体験様式、対処の仕方に関

したタイプ分類なども、今後の課題として検討する必要があると感じた。これらことについて

は改めて検討していきたい。
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