
252

特　　集 シリーズ・今これからの心理職②―これだけは知っておきたい 学校・教育領域で働く心理職のスタンダード

Japanese Journal of Clinical Psychology • Vol.17 No.2 • March, 2017

臨床心理学・最新研究レポート シーズン 3連　　載

 臨床心理学 最新研究レポート シーズン 3
the newest research report Season 3

第6 回

最近接領域の現象学
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I　はじめに

心理臨床であれ，教育実践であれ，主体の発達，
治癒にかかわる局面にはいつも不確定の要素が溢
れている。中井久夫の慧眼に倣えば，「観測の精
度を上げても，予測の精度がどこまでも向上する
ことはない」（中井，2010）ことになるが，それ
は一個の主体の心的経験が，神経が，身体が，社
会関係が，どこまでも複雑かつ重層的に絡み合っ
ているからである。

筆者の専門は哲学（現象学）であり，心理臨床
ではない。とはいえ身体哲学からの寄与という形
で，これまで身体と認知のさまざまな機能障害に
苦しむ中枢神経系疾患の患者のリハビリテーショ
ン臨床（以下，リハ臨床）にかかわってきた（稲
垣，2012）。

損傷した神経系は，当人の想いとは独立に，自
らの生存をかけて急速な再組織化を行う。その結
果起こる神経系の自己治癒が，麻痺や失語，失認
といった当人にとっての各種障害となり，病理と
なる。したがってリハ臨床とは，神経系固有の組
織化傾向に，ときに抗い，ときに別の選択肢を与
え，ときに加速させながら，患者が再度みずから
の能力を発揮するための経験の枠をセラピストと

ともに改めて形成することである。
理学療法士などの行うリハ臨床は，心理臨床と

は異なる。とはいえ心身の変化にかかわる限り，
共通の臨床的素地は必ずある。というのも身体動
作を介在させるリハ臨床でも患者当人の「身体に
ついての心的体験」の記述が重要な変数として考
慮されねばならず，さまざまな精神性疾患が複合
することも珍しくないからである。

その場合，セラピストには，たとえすかすか
4 4 4 4

の
網のようなものであっても局面変化にかかわる参
照枠が必要となる。その代表のひとつが「最近接
領域」である。それは患者に起こる変化の予兆を
見定め，さらなる変化につながる手がかりを見出
すための最低限の枠となる。

そもそも「最近接領域」は，ロシアの心理学者
Vygotsky が「発達」の最近接領域として，子ど
もという主体がおのずと変化していく際の学習法
との関連で明らかにしたものだ。その定義は，「独
力で問題を解決することで決定される現在の発達
水準と，大人の補助もしくはより能力の高い専門
家との共働において解決できる問題を通して決定
される潜在的な発達水準との距離」である。

たとえば，2 人の子どもがいて，彼らに知能テ
ストを行った結果，どちらも知能年齢が 7 歳だっ
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たとする。その 2 人の子どもに，彼らの知能年齢
よりも高い課題を提示し，さらに他者がその課題
についての誘導と教示を行った際，1 人の子ども
は発達水準を 2 年も追い越す課題をクリアできた
のに対し，もう 1 人の子どもは半年先の課題しか
こなせず，そこに「能力差」が見出されることが
ある。この「経験の伸び代」「潜在的対応力」の
差が，個々の主体というシステムの発達上の最近
接領域を特徴づける。

定点観測的な知能水準や外的行動が等しくて
も，その個体が対応できる経験ないし課題の幅は
異なるのだから，教育者はこの幅を見極めて課題
を設定しなければならない。これが教育における
発達の最近接領域である。

それに対して本稿が紹介する論文では，教育場
面ではなく，心理臨床における最近接領域の活用
を推奨する。それが「治癒的介入」の最近接領域
である。

II　治癒的介入の最近接領域

著者たちはいう。「治癒的介入の最近接領域
（Therapeutic Zone of Proximal Development/
TZPD）」とは，「APES 連続体のセグメントであ
り，そこにおいてクライアントが治療的補助とと
もに，ひとつのレヴェルから次のレヴェルへと
前進できる領域」のことであると。APES とは，
Stiles によって提唱された心的疾患における「問
題経験の同化スケール」であり（Stiles, 1999），
下記のように 0 ～ 7 までの 8 つのレヴェルで構成
されている。

0　追い払われた状態／解離された状態
1　厄介な考え／積極的な回避
2　漠然とした気づき／到来
3　問題の陳述／明確化
4　理解／洞察
5　応用／徹底操作
6　処理能力の高さ／問題解決
7　統合／克服

各レヴェルは連続体である限り，デジタル的区
分はできず，どこかのステージに無理やり当ては
めることが目指されているのでもない。そうでは
なく，クライアントの現在の経験を仮説的に推定
することで，次に必要な経験の選択肢を吟味する
手がかりになる。とりわけ何らかの介入を行う指
示的心理療法では，クライアントの経験のどの場
所に，どのタイミングで，どのような指示を行う
のかが決定的に重要であるが，この介入可能性の
幅を決定するのが TZPD である。

「セラピストの仕事とは，この TZPD の範囲で作
業することであり，それは安全の感覚を提供する，
クライアントの現在の水準と，不安もしくはリスク
の感覚を生むにもかかわらず，クライアントが日常
の自分語りに挑戦したり，主要な問題経験を統合し，
補正に導いたりする，潜在的水準の間での作業とな
る」。

セラピストは，クライアントの現在の問題の認
知水準（下限）と，潜在的な認知水準（上限）の
ズレを見出す必要がある。それは簡単にいえば，
今本人ができることの範囲を超えて，今はできな
くてもやがてできるようになる「経験の余白」（稲
垣，2015）を見出すことに等しい。

そしてそれは，TZPD を外した介入を避けるた
めでもある。TZPD を外すというのは，一方で，
クライアントにとってはすでに自明で，これまで
の経験から容易に対応できてしまう課題を与える
場面である。その場合，本人は真剣に対応してい
るように見えて，実はただセッション時間をやり
過ごすだけに全力をかけるようなことが起こる。

他方で，たとえ治療者の補助があっても，ほと
んど困難な課題を与えてしまう場面がある。つま
りクライエントにとっては体験的に何が言われて
おり，何を行えばよいのかの実感が全くないよう
な課題である。どちらの場合においても，セラピー
に臨む動機をクライエントから奪うのに十分な理
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由となる。

「この TZPD は，問題にはそれが働きうるゾーン
があり，このゾーンの外から介入することは効果的
ではなく，心理療法がうまくつづくと徐々にゾーン
が進展していくという臨床の知恵を理論的に明確に
することができる」。

本論では，Santi（ヒポコンデリ／心気症）と
Peter（大うつ病）という 2 人の患者とのセッショ
ンにおける会話が記載されている。Santi は不確
定な物事への恐れを強く抱き，とにかくすべてを
コントロールしなくてはならないと思い込んでい
る。しかし，いまだ起こっていないことのすべて
に意識を向けつづけることは消耗と不安以外の何
ものももたらさない。Peter は，「人の気持ちを
考えていない」という友人からの指摘が全く当た
らず，自分はすべてを他者のために捧げていると
信じている。しかもそのことが自分を苦しめてい
ることに気づきつつもある。

両事例とも過度に固着した 0 か 1 かの両極端の
思考の持ち主である。そこには別様の思考の選択
肢，度合いの隙間がない。その隙間のなさが両者
の心の安定を堅固につくり出してきたと同時に苦
しめてもきたからこそ，そこへと隙間を拓くため
の臨床的介入は困難を極める。両事例に共通する
のは，①直面している問題に注意を向けること，
②それを自分の言葉で言語化すること，③問題を
受け入れることで起こる感情への対処法，④思考
と行為をどう変化させればよいのかに関わる具体
的手がかり，の不在である。

続く本論では，2 人のクライアントに対してセ
ラピストが少し性急に問題の明確化や注意の誘導
を行わせたためにセットバックしてしまう様子
と，そこからのリカバリーのプロセスが描かれて
いる。つまり最近接領域を外した介入としての臨
床的エラーの特定と，その反省を生かして臨床を
継続させることの重要性が指摘されている。

この場面で TPZD は，臨床経験という目に見

えないプロセスを事後的に再構築し，自己修正を
かけるための枠として機能している。その意味で
TPZD は，クライアントにとってのものだけでは
なく，臨床を組み立てるセラピスト自身の最近接
領域でもあることがわかる。

III　最近接領域の現象学―臨床の裾野は 
どこまで拡張できるのか

TPZD は，クライアントの経験に対してだけで
はなく，臨床を進めるセラピスト自身にとっても
成長の枠になる。とはいえ本論文では，そこまで
の想定はされておらず，むしろクライアントの最
近接領域を外さないことが大切であることが強調
されているにすぎない。そこで以下では，それを
踏まえ TPZD を設定すること自体に含まれる問
題点をあぶりだしておく。

まず，患者の心的状態のステージを特定し，そ
こを一つひとつ登っていくように進むことが正し
い臨床の形だというモデル自身の問題がある。本
論文では，TPZD を超過した対応を臨床的エラー
とみなし，そこから臨床を改めて修復し，立ち上
げ直すことが説かれていた。確かにある臨床での
失敗が，患者をセットバックさせ，ステージが以
前の段階に戻ってしまうことはしばしば起こる。
とはいえ，それが本当に失敗だったのか，あるい
は，そのセットバックがあったからこそ，患者が
より豊かな次のステージに進めるようになったの
かは一義的に確定できない。

短期的なステージの特定および進展は，長期的
な，今は見えない患者の経験の展開と一致しない。
どのような進路を経るかは，線形であるはずがな
いのだ。むしろセットバックこそが，セラピスト
とともに前進できる，双方が成長するための「最
近接領域」になっていた可能性もある。その意味
でもこれは TPZD を設定する「臨床モデルそれ
自体の最近接領域」の問題となる。

さらにここに踏み込むと，臨床という経験の裾
野を，診察室や医療保険といった社会制度，ある
いは面接という対話手法とは独立に，どこまで拡
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張できるのかという問題にまで展開してしまう。
愛知県に，在校生の 6 割が不登校経験者である

学生が通う刈谷東高等学校がある。そこの教員で
ある兵藤友彦は，演劇を通して学生たちの最近接
領域を拡張する試みを行っている。しかもそのや
り方が独特である。

ある学生は感情制御が難しく，稽古中にも頻繁
に過呼吸を起こす。見かねた兵藤は，その学生に
対してコンビニ袋を投げつけ「3 分以内で止めて
こい。じゃなきゃ金輪際，演劇やらせんぞ」と檄
を飛ばす。心配する部員たちと睨み返してくる学
生。その目力を見て，彼は大丈夫だと確信する。
きっちり 3 分で過呼吸を止めて戻ってきた学生
は，その後 3 年の演劇活動を通して呼吸のコント
ロール，からだの動きの制御，諸状況における感
情や想像の働かせ方を身につけたという（兵藤，
2015）。

哲学者の鷲田清一が兵藤の著書の帯文に「やり
直しは必ずできる。が，そのためにはいちど，身
を危険にさらす必要がある」と記している。本人
一人ではどうにもならない局面で，なおかつ他者
が全面的にサポートするのでもなく，ぎりぎりの
稜線をおのずから辿らせる感度が要請される。

おそらく現実の臨床では，こんなリスキーなこ
とはできない。逆にいえば，兵藤が行う演劇レッ
スンには，教員と学生の間に「身体性と演技」を
媒介した深い絆が結ばれており，それがこの高校
の演劇部を全国大会の最優秀賞を獲得するところ
まで成長させるのである。

こういう事例を見ていると，臨床というワーク
スペースそのものの最近接領域とは何かが問われ
てしまう。限られた時間や対話内容の制約といっ
た臨床の枠自体をどこまで拡張できるのかという
問題である。

患者のセットバックは，医療臨床として見れば
クライアントの動機を失わせ，場合によっては通
院拒否にいたる。しかし薬物依存患者の再犯行為
がひとつの治癒プロセスに組み込まれていくよう
に，そのクライアントの危機的状況に粘り強く居

合わせられる他者がいるという経験こそが，失敗
してもなお次の成長を可能にすることも当然あ
る。むしろ問題は，クライアントに対してそのよ
うに向き合うための準備をセラピスト側がどれだ
けできているのかである。

兵藤本人の談によれば，彼は「からだとことば」
のワークショップを主宰していた竹内敏晴のもと
に単身乗り込み，自分が行ってきたことを記した
文章を竹内に見てもらい，彼から「君のやること
はなんでも応援する」と言われたという。

Merleau-Ponty の現象学にも精通していた竹内
が兵藤の手法に同じ匂いを嗅ぎつけたことは想像
に難くない。兵藤の手法は，現象学的にいえば，
始めに演劇レッスンなど（彼の割り箸レッスンは
秀逸である）を通して参加者相互の身体性が共振
し，反応し合う素地を丁寧に作ってしまい，その
後，演じる役を通して身体や思考の動きづらい場
所に対して言語的に，身体動作的に揺さぶりをか
けていくものだ。その意味でも兵藤はすでに暗黙
の現象学者である。
「演劇（虚構）空間」「参加者の多声」「体験す

る身体性」「超自我的審級」，こうした変数が，治
癒的介入の臨床空間と似たものを間接的に作り上
げてしまう。しかも，演劇作品を仕上げることを
主目的としながら，心身の回復を副次的に，副産
物的に行うというデュアル・タスク的な課題設定
にもなっている。認知水準の底上げを，発声や身
振りといった身体の行為水準の底上げを通して付
帯的に行っているともいえる。

こうした臨床外の疑似－臨床経験における工夫
は，どこまで現実の臨床の内部に取り入れられる
のか。あるいは，それは臨床とは言えないといっ
て拒否反応で応えるのか。そこでの対応自体が
日々の臨床を営むセラピストにとっての最近接領
域に触れる課題として浮き彫りになるのである。
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