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 本研究は、日本心理臨床学会平成 28 年度研究助成 No. 2016. (ii)-01「高齢者の心理療法

におけるライフレビュー･プロセスの検討」（研究代表者: 林 智 一、助成期間: 平成 28

（2016）年 10 月 1 日～平成 30（2018）年 9 月 30 日、助成金額: 1,000,000 円）によるも

のである。 

 介護老人保健施設利用の高齢者を研究協力者として、1 対 1 の対面法による非構造的ライ

フレビュー面接を 5 回おこない、その後、振り返り面接を実施した。8 例の面接から、ライ

フレビューの展開プロセスのモデル化を試みた。また、ライフレビューを促進するための面

接技法についても検討を加えた。最後に、児童文学『トムは真夜中の庭で』に描かれた高齢

者との出会い方を、転移－逆転移、ライフレビューという観点から考察した。 
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Erikson(1963)は、ライフサイクル各期に優勢となる心理社会的危機が存在し、高齢期に

も当然、解決されるべき危機が存在すると述べている。それは「自我の統合性 対 絶望」の

危機と呼ばれる。自我の統合性とは、人生の否定的側面と肯定的側面の両方を踏まえて、自

身の唯一のライフサイクルをそうあらねばならなかったものとして、またどうしても取り

替えを許されないものとして受け入れることである。ライフサイクルの終焉を前にして、そ

のような統合性の感覚が得られないと、高齢者にとってはもはや人生をやり直す時間もな

く、残されたものは絶望や嫌悪感だけとなってしまう。 

このような心理社会的危機を超克していくことにより、高齢者に人格の成長や心の発達

が得られ、真の意味での心の健康の維持、増進が可能となる。ところが高齢者の福祉施策や

看護・介護などの高齢者ケアの現状においては、このような生涯発達心理学的観点からの心

理的側面に対する支援に関しては、看過されがちである。 

そこで注目されるのが、Butler(1963)によって提唱されたライフレビューである。彼は、

高齢者やターミナル期の患者など、死を意識した人に見られる人生の回顧にセラピューテ

ィックな意義を見出し、それをライフレビューと名付けた。ライフレビューが適応的に進展

した場合、人生に新たな有意義な意味をもたらし、不安を低減し、人に死への準備をさせる

という。すなわち、ライフレビューは、究極的には自我の統合性の危機の解決をもたらす方

法となるのである。 

さらに、回顧する人の抑うつ感を減じ、生活満足度を高め、家族や古い友人など他者との

絆を結び直し、自己を受容し、人と心を通わせあったり、カタルシスが得られたり、人間関

係を促進したり、心の平穏が得られたりするなど、ライフレビューによって重要なセラピュ

ーティックな効果がもたらされるという(Haigt & Haight, 2007)。 

そのため、ライフレビューに関する研究は年々増加し、アメリカで 1960 年代にわずか 3

編であった論文が 1970 年代には 20 編、1980 年代には 71 編に達し(Haight, 1991)、2007

年には 200 編を越えている(Haight & Haight, 2007)。 

ライフレビューの具体的方法は、生育史の聴取が中心となる。ライフレビューの形式は、

大別すると 1 対 1 の個人ライフレビュー／集団ライフレビュー、あらかじめ質問項目を定

めた構造的ライフレビュー／質問項目をさだめない非構造的ライフレビューなどに分かれ

る。さらに心理療法のみならず、作業療法や看護、ソーシャルワークの領域でも利用されて

いる(林, 1999)。そのためもあってか、「ライフレビューはセラピーのひとつではあるが、心

理療法的プロセスとはまったく別個のものである」(Haight, Coleman, & Lord, 1995)とい

う見解も存在する。 

それに対して筆者は、臨床心理士として、力動的個人心理療法にライフレビューの観点と

技法を導入する取り組みを行ってきた(林, 1999; 2000; 2003)。近年では、5 回ないし 10 回

の非構造的ライフレビューを、認知症やうつ病の診断のない、心理的に健康な高齢者に対し

て実施している(林, 2012; 2016a など)。 

その中で、健康な高齢者であれば 5～10 回のライフレビュー面接でも相応の効果の表れ



ることが明らかとなった。語り手は、限られた面接回数を活用して、人生上の未解決の葛藤

や心理社会的危機の解決に向かっていた。 

つまり、主訴を有さない語り手であっても、潜在的にはさまざまな問題を有しており、ラ

イフレビューは、そのような問題を意識化し、それに取り組み、解決していく糸口となった

ものと思われる。そして最終回には、現実の肯定的話題が語られ、回顧から現実に帰還する

というプロセスが見られた(林, 2012)。 

ところで、ライフレビューに関する研究はこれまで、主に集団療法による、介入前後の心

理尺度などの変化に注目した実証研究が多かった。ところが、ライフレビューのなにが、ど

のようにして、上述のような効果をもたらすのかという、ライフレビューの奏功機序や展開

プロセスに関する研究は、筆者が検索した限りでは、ほとんど見当たらない。 

 本研究では、事例研究をもとにして、いまだじゅうぶんに解明されていない、ライフレビ

ューが展開するプロセスを明らかにすることを目的とした。具体的には、心理的に健康な高

齢者に対する事例の集積から、ライフレビューの展開プロセスのモデルを提出する。さら

に、ライフレビューを促進、援助するために有効な応答技法についても論じることとする。 

超高齢社会を迎えたわが国においては、高齢者のメンタルヘルス向上にむけて、高齢者の

独自性に配慮した心理療法技法の修正・変容や、オリジナルな心理療法の開発が喫緊の課題

である。本研究は、ライフレビューの理論と技法の両面に対して、新たな知見をもたらす可

能性を有しており、ひいては高齢者の福祉に益するものとなると考える。 
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1． 研究協力者 

 

介護老人保健施設入所者である、暦年齢 65 歳以上の高齢者を対象とした。あきらかな認

知症がなく、疎通性が良好であり、ある程度の言語化能力を有する、心理的に健康であると

考えられる 65 歳以上の利用者を施設から推薦してもらい、研究の趣旨を文書と口頭で説明

のうえ、協力を依頼し、同意の得られたかたがた 8 名（女性 5 名、男性 3 名）に対して、

ライフレビュー面接を 5 回、実施した。 

 

 

2． 面接構造 

 

介護老人保健施設内の面接室を用いて、原則として週 1 回 50 分の個人面接を計 5 回、

対面法により行った。その後、ライフレビュー面接について、話しやすかった点、話しにく

かった点などを尋ねる、振り返り面接を 1 回、実施した。面接者は、過去に認知症専門治療

病棟での勤務経験を有する、臨床心理士である筆者が務めた。 

5 回という面接回数は、カウンセリングのトレーニング法の 1 つで、健康なクライエン

トに 5～10 回のカウンセリングを試みるという「試行カウンセリング」(鑪, 1977)のアイ

デアを参考にしたものである。これは、カウンセリングのプロセスが展開する最低限の回数

であると同時に、研究協力者からいたずらに深刻な問題や病理的問題を引き出してしまう

危険性も少ない回数である。 

実際、5 回という回数でライフレビューの活性化することは、過去の研究からも明らかに

なっている(林, 2012 など)。以上から、5 回という面接回数は、主訴を持たない研究協力者

に研究として行う面接回数として、適切であると考えた。 

 ここで行ったライフレビューは、あらかじめ質問項目を設定しない非構造的ライフレビ

ューである。面接では研究協力者に自発的回想が想起したとき、面接者が積極的にそれに関

心を示すという方法をとっている。また、過去の話題のみに限定せず、研究協力者から現在

の問題や将来への不安、希望など多様な話題が語られた際には、それらの話題についても傾

聴した。 

 具体的には、初回にインテイクシートを利用して生育史や家族歴を聴取し、その後、＜思

い出のお話しを聴かせてください＞という言葉でライフレビューを行うという方法を取っ

た。なお、面接は、研究協力者の承諾の上で、IC レコーダで録音した。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

事例の提示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 事例について、生育史・家族歴、面接経過および考察に分けて記述した。なお、文中の

「」は研究協力者（語り手）の発言、“ ”は第 3 者の発言、＜＞は面接者（聴き手）である筆

者の発言、（）は筆者による補足である。 

 

 

1． 事例 A―88 歳の男性、A さん― 

 

（1）生育史・家族歴 

 A さんは、X 県にて 7 人同胞第 5 子として生まれた。A さんの父は X 県庁勤務の医師、

母は専業主婦だった。Y 県の医学部卒業後、X 県に戻りインターンを終えて、病院に勤務し

た。インターン時に知り合った妻と恋愛結婚し、2 人の子を得た。その後、現居住地である

Z 県職員となって保健所長などを歴任した後、定年となって、介護老人保健施設の施設長を

2 年前まで務めていた。妻は、十数年前に脳梗塞で倒れ、A さんが施設長を務める介護老人

保健施設に入所した。子どもたちはそれぞれ結婚して、他県に居住しているため、A さんは

独居となった。A さん自身も体調が優れず 2 年前に介護老人保健施設を退職したが、その

直後に妻が死去した。その後、体調不良で 2 ヶ月間の入院後、昨年から現在の介護老人保健

施設に入所中である。 

 

（2）事例の経過 

＃1 7 人同胞の 5 番目で、生存しているのは 2 人の姉と自分の 3 人のみである。父は、X

県に勤務する医師で、母は専業主婦だった。父は 60 歳で脳梗塞のため亡くなったが、母は

97 歳まで生きた。自分は、Y 県の大学の医学部に入学したが、実家とは異なり「冬は厳し

かった」。「寒さに根を上げて（笑）」、卒業後は大学には残らず、実家のある X 県に戻って

インターンをした。その後、ある病院に医師として勤務したが、トラブルがあって辞め、現

居住地の Z 県職員（医師）となった。そこを定年退職後に、同県内の介護老人保健施設の施

設長となった。「仕事が途切れることなく来れたのはしあわせだと思う」。Z 県に就職後は、

保健所長などを歴任したが、その頃はいろいろな地域の人とともに働いたので勉強になっ

た。 

 

＃2 （前回、思い出せなかったことについて書かれたメモを持参されている）。息子は大学

卒業後、大手企業に勤めていた。ところが前妻と離婚後、「うつ病」になって休職、復職を

繰り返した。結局、早期退職して、現在は小さな会社に移っている。その後、再婚して、妻

の連れ子 2 人とともに暮らしている。娘は、大学を卒業後、同じ大学卒の夫と結婚した。娘

婿はエンジニアとして活躍し、海外も含めてあちこち出張している。（娘のほうの）孫娘、

孫息子とも子どもができて、ひ孫が 4 人になった。一方、息子の前妻との子ども（A さんに

とっては孫）2 人は、前妻が引き取った。2 人とも一流大学の医学部を出て医師になってい



る。＜そのお孫さん 2 人が（医師という）A さんの跡を継いでくれたんですね＞。「でも、

自分の家の跡取りではないから残念です（笑）」。今は、孫やひ孫の成長が楽しみであり、そ

れが「（生きる）よりどころ」になっている。成長を見守るためにも長生きしたいと思う。 

 

＃3 妻は 2 年前に亡くなった。妻と出会ったのはインターンをしていた X 県の病院。妻は

そこで薬剤師をしていた。＜どんなところが魅力だったんでしょう＞。和風でおしとやかな

ところ。外見も自分好みだった（笑）。ただ、一人娘だったので、自分が養子に入ることが

条件だった。母は当初、自分が“父の跡取り（医師を継いだ息子）なのに”と言っていたが、

最終的には賛成してくれた。親に借りを作った感じがした。妻は、結婚後も薬剤師として働

いた。また、子どもは 2 人とも某大学の附属小学校に入ったので、妻は、そこで知り合った

開業医の妻たちと交流し、書道や短歌、木彫などを趣味にした。妻は、人と交流するのが得

意なほうだった。しかし、運動不足からか中年太りになり、心筋梗塞、脳梗塞になった。薬

剤師なので、血圧の薬をちゃんと飲んで自分でコントロールしているものと思っていたら、

薬を飲まないこともあったらしい。「自分がきちんと戒めればよかったと後悔している」。脳

梗塞で左半側マヒになったが、食事を食べたりしゃべったりすることはできていた。ところ

が、さらに延髄に脳梗塞が起きて、嚥下困難となり、胃瘻（いろう）を作った。言葉も不自

由になった。妻は、自分が施設長をしていた介護老人保健施設に入所したので、いつでも妻

の顔を見ることができた。自分は 1 人暮らしで十数年、自炊生活を送ったが、その後、体調

不良のために退職した。その直後に妻が亡くなった。夜 10 時頃、心臓が止まっていると施

設から電話があった。安らかな死に顔で、苦しんだ様子はなかった。 

 

＃4 「妻の病気についてアウトラインを語りました」。心筋梗塞の治療はうまく行ったが、

脳梗塞になって左半側マヒになった。「心のこりもある」。＜具体的にはどういうことですか

＞。リハビリをすると痛がったので、あまりできなかった。もう少しやらせていれば回復し

たのかもしれないという気持ちもある。その後、延髄に脳梗塞が再発し、言葉と嚥下に障が

いが出た。口から食べられないので、胃瘻を作った。それで顔もふっくらしてきた。ただ、

妻がどんな気持ちでいたのかは分からない。かわいそうだった。「つい感情的な言葉を妻に

対して言ってしまうことも何度かあって、心のこりです」。自分は十数年も独居して、炊事

洗濯を 1 人でやっていたので、それで疲れたのもあったのかも。＜それが心のこりなんで

すね＞。「そうです（落涙）」。妻の納骨を秋にしようと考えている。今年は三回忌でもある。

親戚づきあいは息子がやってくれている。＜（息子の）前妻はどんな人でしたか＞。「きつ

い。お金をよく使う」。2 人の孫は進学校から医学部に行き、優秀。前妻は子どもの教育に

は熱心だったのだろうが、息子には合わなかった。「自分の実家のほうを向いていて、こっ

ちのことは考えてくれなかった」。息子は離婚後、「うつ病」になって早期退職した。しかし、

娘も息子も経済的にはリッチではないが、家族には恵まれている（笑）。そういう面では私

は恵まれていると思う。 



 

＃5 「今日は今まで話さなかった子ども時代の話をしたいと思います」。父は、Y 県の医専

（現在でいう医学部のこと。A さんも同じ医学部を卒業している）に入学したが、下宿した

家の娘が母だった。父が医専を卒業した頃、「腸チフス」が流行して、感染症の医師を募集

していた X 県に医師として就職した。自分が小学校に上がるまでは、職人が主に住んでい

た、お城の北側に家があった。小学校 1 年の 3 月に、お城の南の、繁華街のあるほうの住宅

街へ転居した。大家族でも 1 人ずつ勉強したり寝たりする部屋がもらえる大きな家で、庭

の柿の木に登って遊んだりした。家のすぐ前が小学校だった。昭和 20 年の空襲で焼けるま

でそこに住んだ。旧制中学進学後、1、2 年までは普通に勉強できたが、戦況が悪化し、中

学生も勤労奉仕や学徒動員にかり出された。旧制中学は 5 年制だが、労力として使うため

に 4 年で卒業になった。「日本の教育史で唯一です」。高校に進学後も、やはり学徒動員があ

ったが、父の力か、「肺浸潤」で肺に影があるということで、自分は免除になった。＜医師

になろうと思ったのはいつですか＞。中学 4 年生の頃。自分が学徒動員で行った寮内で食

中毒があり、父が派遣されて、みんなに質問したりアンケートをとったりして、対策を立て

た。それを目にしたのが医師を目指すきっかけとなった。家庭では父と仕事の話しをするこ

とはなかった。7 人同胞の真ん中なので、上の姉と自分はかまわれなかった。「愛情が薄か

った」（笑）。父と同じ医学部へ入学したが、「（旧制中学を）4 年で卒業した自分の学年から

は教授が数名だけ。その後の学年は十数名なのに（笑）」。 

 

振り返り面接 ＜話してみてどうでしたか＞。ふだんは現在のことや将来のことばかりで、

昔のことを思い出すことがない。一通りのことは話せた。「順不同であっちこっちだったが

（笑）」。寝る前に子どもの頃のことなど思い出して、懐かしかった。そういう意味で良い機

会になった。＜話すのがお辛かったのではないかと思ったことが 2 点あります。まず息子

さんの離婚のこと＞。息子には見合いを 20 数回させたが、こちらが気に入っても向こうか

ら断られたりした。前妻は、社長の娘。勝ち気で金遣いが荒く、息子には合わなかった。で

も、孫は一流大学の医学部に行ったので、教育熱心だったんだろう。＜妻の介護の悔いを聴

き手から具体的に尋ねましたが、しんどくなかったですか＞。そういうことはない。妻のや

りたいことはやらせたし、一緒に旅行もした。テレビを見ていると、2 人で旅行した場所な

どが出てきて、良い思い出になったと思う。2 回目の、脳幹の梗塞で言葉と嚥下に障がいが

出て、胃瘻にした。胃瘻に対しては、現在では批判もあるが、その頃は当たり前だった。テ

レビで食べるシーンが出てくると（口から食事を取れない妻を気遣って）チャンネルを変え

たが、栄養が取れるので妻がふくよかになって、体調の面では良かったと思う。「悔いは残

るが、それが妻との絆になっている」。今年で妻の死後、2 年になり、納骨と三回忌を行う

予定。一区切り着くと思う。納骨などは息子と相談して行う。ひ孫もできて、その子らが楽

しみ。息子の後妻の連れ子にも、ひ孫が 2 人できた。いつまで生きられるかは分からない

が、息子や孫らが家のことは引き継いでやって行ってくれると思う。 



 

（3）考察 

A さんは毎回、定刻よりも早く面接室に来られた。いつも身だしなみに気を使い、聴き手

に対しても敬語を用いるなど、几帳面で穏やかな性格がうかがわれた。また、初回から冗談

を言って笑顔を見せるなど、緊張した様子はなく、面接に対して協力的であり、みずから積

極的に話してくださった。 

 A さん自身も面接への感想で述べているように、多少「順不同であっちこっち」する面は

あったが、面接初期から想起が生じ、それに対する評価がなされ、肯定的側面と否定的側面

が綜合されていくという、Webster & Young(1988)のあげた 3 段階のプロセスが明瞭に見

受けられた。しかも、振り返り面接で語られたように、寝る前に子どもの頃のことを思い出

すなど、面接外でもライフレビューの活性化していたことがみてとれる。 

A さんのライフレビューでのメインテーマは、亡き妻に対する喪の仕事（Freud, 1917）

であった。妻は、A さんにとって理想の女性であった。そして、妻には趣味や友人との交際

を自由に満喫させたし、一緒に旅行も楽しんできたという、ある種の自負を A さんは抱い

ているようであった。その一方、脳梗塞後の十数年の介護の中で、自分が服薬管理を戒めて

いれば脳梗塞にもならなかったのにという自責の念、リハビリをもっとさせていればよか

ったという後悔や胃瘻の是非、感情的な言葉を吐いてしまったことへの「心のこり」なども、

面接後半になって率直に語られるようになった。 

いつも穏やかな A さんが、亡き妻への「心のこり」を語って落涙されたことも印象的で

あった。それだけこのテーマは重要であり、面接の場で「心のこり」を表出することで A さ

んが自責の念や後悔から解放されるというカタルシス的な側面があったものと思われる。   

面接の場で喪失にまつわるさまざまな感情を表出することは、それらの感情の整理や受

容にもつながる。そして、振り返り面接で述べられたように、「悔いは残るが、それが妻と

の絆になっている」という、後悔までも含めたうえで、妻との間の絆を再確認する心境に至

ったのである。 

このように、ライフレビュー面接を通して亡き妻との思い出に向き合い、喪失の悲しみな

どさまざまな感情を表出し、自責の念や後悔も含めて、妻との絆を再確認するプロセスが、

亡き妻に対する A さんの喪の仕事だった。なお、喪の仕事とは、失われた対象からリビド

ーを解放していく作業であり、それが完了すると自我は再び自由となり、外界に関心を向け

て新たな愛の対象を見つけることが可能となる(Freud, 1917)。 

 また、離婚後に「うつ病」になり、せっかく勤めた大手企業から中小企業に転職した息子

については、当初、否定的なエピソードとして語られていた。しかし、経過とともに、前妻

は性格的に息子とは合わなかったので、離婚もやむを得なかったという見方が示されるよ

うになった。さらに、振り返り面接では、今では息子を頼りにし、家の今後を息子や孫、ひ

孫らに託する面も見られた。 

 このように、肯定的観念と否定的観念が面接経過を通じて綜合され、おおむね肯定的に評



価されて、自我の統合性(Erikson, 1963)が得られていることがうかがわれた。そのような意

味で、A さんのライフレビューはある種、典型的なプロセスであったと言えよう。 

 なお、この面接では十分に扱えなかったが、A さんと父との関係も看過できない。同胞の

中でただ 1 人、父の跡を継いで医師の道を選んだ A さんは、父と同じ Y 県の医学部に行き、

しかも父と同様、県職員となって地域医療や公衆衛生に貢献してきたのである。7 人同胞の

真ん中なので父からかまわれず、「愛情が薄かった」と語る A さんだったが、そこには、父

と同じ道に進むことで父の関心を引きたい、父に愛されたいという思いも見え隠れする。 

ただし、回数の限られた面接の中で、あらゆるテーマをすべて扱うことは不可能である。

テーマの重要性や、語り手の中でのその問題に向き合うための準備性なども含めて、どのテ

ーマを扱うのか、検討していかざるを得ない。 

いずれにせよ、母が述べていたように“父の跡取り”という立場であったにもかかわらず、

婿養子となるくらいに、A さんの妻への愛情が深かったことは確かであろう。亡き妻に対す

るさまざまな思い、とりわけ「心のこり」が A さんにとって、大きな情緒的葛藤となって

いたことは間違いない。 

そして、振り返り面接では、息子や孫らが家のことは引き継いでやって行ってくれると思

うと述べて、未来への確信についても語られている。ライフレビューは、単に過去の受容に

とどまらず、現在、そして未来にわたる希望的ビジョンを語り手にもたらすものであること

が示唆される。 

 

 

2．事例 B―88 歳の女性、B さん― 

 

（1）生育史・家族歴 

 漁業の父と、魚の行商をする母のもとに生まれた。十数人の子どもがいたが、ものごころ

ついたときには 5 人同胞第 4 子だった。尋常小学校卒業後、工場勤務。終戦後は闇屋もし

た。19 歳で恋愛結婚し、夫婦で魚の行商をする。後に鮮魚店経営。3 人の子を生むが早産で

2 人が死亡し、息子 1 人が無事に育った。60 歳頃、夫が死去し、店をたたんだ。70 歳頃、

息子が病死し、独居となった。83 歳頃に入所。 

 

（2）面接経過 

＃1 50 歳頃のヨーロッパ旅行が一番、楽しかった。美術館に行き、レストランで食事をし

た。夫の死去後は、息子と 2 人暮らしだったが、妹らと国内旅行を楽しんだ。息子は 50 歳

代で病死し、独居となった。両親はともに「みなしご」で親戚がおらず、「自分１人」にな

っている。義理の妹（亡夫の妹）がお見舞いに来て、世話をしてくれる。 

 

＃2 日本国中、旅行した。＜どこが一番、良かったですか＞。どこも良かったので、ひと



つに絞れない。ヨーロッパまで旅行した。そういう人はあまりいないと思う。子どもの頃は

「少女倶楽部」など絵本を読むのが好きだった。本を買ったり、図書館で借りたりして読ん

だ。図書館のあたりも今では様変わりしている。小学校 2，3 年生の時、「村八分」にあっ

た。兄が結核になり、それが移ると思われたのだろう。友だちの家に行ったら、その子の母

親から“帰れ”と言われた。＜お辛かったですね＞。 

 

＃3 竹馬の友に「I ちゃん」がいる。小学校の頃、家に遊びに行ったり、海に泳ぎに行った

りした。工場でも一緒に働いた。工場では、休憩時間に「高尚な音楽」を流してくれたり、

従業員同士で本を貸し借りしたりして、教養が身についた。「I ちゃん」の家に毎晩、男の子

や女の子が集まり、歌ったり踊ったりして、楽しかった。金持ちとの縁談もあったが、貧乏

な夫と結婚すると言って、断った。「以来、ずっと貧乏（笑）」。魚の行商を夫婦でやり、そ

の後、鮮魚店を経営した。お客が多くて儲かった。60 歳頃、白内障の手術をした。（よく見

えるようになり）「世界が変った」と言ったら、眼科の先生がにっこりされた。 

 

＃4 「I ちゃん」の家にはおじいさんがいたが、「文久」生まれと聞いてびっくりした。侍

の時代に生まれなくて良かった。＜どういうことでしょうか＞。町民は「切り捨て御免」で

斬られるから（笑）。父はおしゃれな人だった。船を綺麗に掃除するので、遠くから見ても

父の船だと分かった。結婚後、実家の船であちこち旅行したこともある。「J 諸島って知っ

てる？」。＜すみません、知りません＞。「知らんの？」。某水軍の本拠地で、そこから逃げ

てきた人があちこちにいた。地元にも末裔がいて、“あのおばあさんは長刀を持って、ドリ

ャーと言うんだ（勇ましいおばあさんという意味）”と人から教えられたことがある（笑）。 

 

＃5 「なんの話をしようか。夫の話をしよう」。夫は子どもの頃に父親を亡くし、母親が子

連れで再婚した。再婚相手との間に妹が出来て、その人が月に 1，2 回、お見舞いに来てく

れる。夫は「子分」が何人もいて、人から慕われる人だった。目立つのが好きで、バス旅行

に行くとカラオケで歌った。冗談ばかり言っていた。「I ちゃん」の家に集まる仲間に K さ

んというマドロスあがりで背の高い人がいて、まわりからは 2 人が結婚すれば良いのに、

と言われた。でも「夫と結婚して良かった。幸せでした」。 

 

振り返り面接 ＜5 回、話してみて、どうでしたか＞。「みんな話した（笑）」。＜＃4 で私

（聴き手）が J 諸島のことを知らなかったとき、どう思われましたか＞。特になんとも思わ

ない。県外の人は知らないかも。なんでもはいはい、と聴いてもらえて良かった。こういう

話はいらない、とは言われないから、何でも話した（笑）。＜夫、息子の死など、話すのが

辛くなかったですか＞。そんなことはない。悲しかったことも今では懐かしい。そのときは

一生分の涙が出るくらい悲しかったが、気持ちを切り替えて、いつまでも引きずっていたら

いけない、と思った。夫は、“おまえと一緒になって良かった”と言ってくれた。自分も夫し



か思った人はないし、幸せな人生だったと思う。「みんな死んで、天涯孤独」。夫の妹が見舞

いに来てくれるが、「これ（手をお金の形にして）があるからや（笑）」。母が昔、お金は大

事だと言っていたが、本当だった。（面接終了後の別れ際に、「ここでこうしたことも、懐か

しくなるんやろな」）。 

 

（3）考察 

 B さんは、人生を全肯定するような話しぶりが特徴であった。表情もにこやかで楽しそう

な様子であり、会話を楽しんでいることがうかがわれた。夫や息子との死別までも「悲しか

ったことも今では懐かしい」と語ったように、喪の仕事(Freud, 1917)の完了した状態にあ

るようだった。辛かったであろうと思われる出来事についても、自分の人生の一部として受

容しているようであり、自我の統合性の獲得された典型例のように思われた。 

また、なんでも聴いてもらえて良かったという感想にも、聴き手との信頼関係が構築され、

ライフレビューが適応的に進展していたことがうかがわれる。面接終了後の別れ際の言葉

には、聴き手との別れをかみしめ、消化するような印象を聴き手は抱いていた。 

 なお、「J 諸島」について、聴き手が知らないと正直に伝えたことは、結果的には誠実な

応答としてBさんに受け取られていたのかも知れない。聴き手が知らないことについては、

関心を持って尋ねて、語り手から教えてもらうという姿勢が重要なのだろう。 

 

 

3．事例 C―86 歳の女性、C さん― 

 

（1）生育史・家族歴 

 会社員の父と、農業を営む母のもと、5 人同胞の第 1 子として生まれた。中学校卒業後、

会社員として 3 年間、勤務し、18 歳頃に見合い結婚した。夫は親戚で、もともと顔見知り

であった。夫は運輸業で、C さんは舅姑と同居し、田を作っていた。十数年前に夫が死去し、

独居だったが、83 歳頃に姪を養女にした。翌年、この施設に入所した。 

 

（2）面接経過 

＃1 卵巣が悪くて妊娠しなかった。「子どもが生まれなかったときの辛さは、言えんね」。

子ども時代は母と、田の手伝いばかりしていた。遊ぶと言っても田んぼの中だった。空襲の

時も田にいて、焼夷弾が街に落ちるのを見ていた。「こう言ったらなんだが、綺麗だった」。

長女なので学校に行かせてくれず、母と田の仕事をしていた。中学校卒業後は、3 年間、会

社勤務。妹の娘（姪）を養女にしたが、姪は看護師として働きながら、透析中の妹の世話と

自分のところにお見舞いに来て、忙しい。近くの病院なので、仕事帰りに毎日、来てくれる。

自分はもともと喘息持ちで、入所前は病院に入院していた。 

 



＃2 「30 歳代も仕事、仕事だった」。建設業の手伝いもして、土を運んだりもした。塩カ

マス（塩を入れる袋）を織る仕事もした。30 歳から 60 歳までは、思い出はない。旅行にも

行かず、朝 5 時に起きて仕事をした。＜子どもの頃はどんな子どもでしたか＞。父が戦争に

行き、母一人でかわいそうなので手伝った。父は「大東亜戦争、シナ事変と、3 回、戦争に

行った」。子どもの頃の一番のごちそうは、フナを炊いたの。会社員になってからは喘息も

出なくなり、友だちと遊びに行ったりもした。 

 

＃3 空襲で街のほうは丸焼けになった。道路にいっぱい人が寝ていて、通れなかった。結

婚後、「舅はよかったが、姑が面倒くさかったな」。でも、姑からいろいろ教えられて、出来

るようになった。＜子どもがいないということで、辛い思いをしたことはなかったですか＞。

「子どもがおらんところはうちだけやなかったから」。＜愚痴を言うのはお好きでないんで

すね＞。「言ってもしょうがない。お母さんにはよく言ったけど」。自分は働くばっかりの「田

んぼの子」。忙しいので旅行にも行かなかった。ただ、夫の運転でお寺参りには行った。「お

役に立てなくてすみません」。＜いろいろ話していただいて助かっています＞。 

 

＃4 印象に残っているのは空襲。19，20 歳の頃。もう結婚していた。隣の市に住む妹は、

ちょっと結婚が遅かった。妹と同じ会社に勤めていたので、一緒に繁華街をうろうろした。

デパートの食堂で食事したり、映画もたまに行った。「若いときは楽しかったわ。おばあさ

んになったらなんにも良いことないわ」。＜今の生活は楽しくないですか＞。「食べさせてく

れて何もせんと遊んどるけん、まあまあ、ええとせな。昔のことを思えば、良い生活」。田

んぼばっかりしていた。「私は 86 歳になってるの。早いな（笑）。それでまだ元気でいられ

るから（うれしい）」。若い頃は喘息で病院に通った。田の仕事も楽しかった。近所に田をす

る友だちがいたから。みな年なので、今は自宅に帰っても会えない。（面接後に、「楽しかっ

た。お話ししているといろいろ思い出す」と感想を述べる）。 

 

＃5 （聴き手から思い出の話を尋ねると）「ないなぁ。もうお話ししたけん」。目がしょぼ

しょぼする。祖母は、目が見えなくなっていた。嫁ぎ先と実家は 200 メートルくらいの距

離で、よく帰っていた。昔は、台風でよく稲が倒れた。稲が倒れると実が入らない。それを

「ザンゴウマイ」と言う。父がフナを炊いて食べさせてくれたのが美味しかった。川ガニも

父が持ってきてくれて、ゆでて食べた。＜次回で最後です＞。「お役に立ちませんけど。時

間が経つのが早いね」。 

 

振り返り面接 ＜5 回話してみてどうでしたか＞。「先生（聴き手）とお話ししている間は

楽しいわ」。結婚前が一番、楽しかった。妹と一緒の会社で働いていた。娘は毎日、来てく

れる。来なかったら寂しいな。顔を見て、洗濯物を持って帰ってくれる。まだ死にたくない。

「80 歳過ぎたらいかんな」。お話ししよったら時間が経つのが分からんな。＜それだけお話



ししてくださったということでしょう。ありがとうございました＞。 

 

（3）考察 

 C さんの面接では、ライフレビューが円滑に活性化して、子ども時代から結婚後も続けて

いた、田の仕事のことや、空襲の思い出、会社で働いていた頃、妹と遊んだ思い出など、い

くつかのテーマが繰り返し回顧された。姑が「面倒くさかった」と愚痴りつつ、いろいろ教

えてもらったと肯定的側面も踏まえて語られたエピソードに代表されるように、否定的話

題の中にも肯定的側面を見出しながら、両面を統合するような語り口であった。自身の老い

に対しても同様の態度が見られ、加齢に伴う体の不調を訴えながらも、若い頃に悩まされた

喘息が良くなったことを喜び、「昔のことを思えば、良い生活」だと自身に言い聞かせるよ

うに語っていたのが印象的であった。以上のように、否定的観念と肯定的観念のバランスの

取れた語り口は、C さんの心理的な健康さを示唆するものであろう。 

 また、「お役に立てなくて」という発言が何度か見られたが、それは自己卑下というより

は、謙遜を含んだ表現であったように思われる。＃4 終了後や振り返り面接で、聴き手との

会話を「楽しかった」と率直に述べるなど、おおむねライフレビューを楽しんでいたものと

推察された。 

 

 

4．事例 D―89 歳の女性、D さん― 

 

（1）生育史・家族歴 

「船乗り」（自分で船を所有）の父と農業の母のもと、6 人同胞の末子として生まれた。

夫は数年前に死去し、3 人の子どもも自立して一人暮らしをしていたが、脳梗塞で倒れ、入

院した。その後、この介護老人保健施設に入所して数ヶ月が経過している。 

 

（2）面接経過 

＃1 「私は保育所長でした」。女学校卒業後、小学校教諭を 3，4 年し、恋愛結婚。亡夫は

公務員だった。ちょうどその頃、お寺で保育所をやるというので呼ばれた。保育所では 1 歳

の子どもから預かり、楽しかった。その後、新設の保育所など、何回か移動があり、定年ま

で勤めた。3 人の子どもをもうけたが、一男は大学院まで出た。昨年、脳梗塞になり、「あ

ほになってしまった。でも、昔のことを覚えているだけまし（笑）」。 

 

＃2 脳梗塞の後遺症で「ものが言いにくい」。倒れて 1 ヶ月、入院していたと言われるの

だが、覚えていない。小学校は、研究授業が嫌で辞めた。村長から頼まれて、保育所長にな

った。地元でもあり、安心して働けた。バスに乗っていると、知らない人から頭を下げられ

る。教え子らしい。以前、教え子に会ったら、“72 歳になりました”と言っていた。自分も年

をとるはず（笑）。 

 



＃3 女学校は裁縫の学校で、2 年間を過ごした。みな寮に下宿で、戦時中のため雑炊など

を自炊した。空襲で山際に避難したりもした。実家に帰った折、父から“危ないので学校に

行ったらいかん”と言われ、終戦まで実家にいた。兄たちは戦争に行き、1 人は戦死、2 人は

無事帰ってきて、「やれやれ」と思った。子どもの頃は恥ずかしがり屋で、親戚の家にも入

れなかった。高等科卒業後、会社に行く話もあったが、姉が女学校へ行くようにと父を説得

してくれた。当時、女学校に行く子はいなかった。小学校教諭になったのは恩師の勧めだっ

た。保育所には人から誘われた。＜人から道を示されることが多いんですね＞。「自分で決

められない（笑）」。 

 

＃4 女学校から実家に帰る際に乗った船腹に、機銃掃射の跡があった。米軍に見つからな

いように、島影を隠れながら帰った。小学校から実家までの道が暗くて怖かった。それで同

僚から地元の保育所を勧められた。＜保育所はどうでした？＞。良かった。“寺の柱に傷を

つけていない。しっかりしている”と住職に誉められた。親がしっかりしていたのだと思う。

「私はぱぁやから（笑）」。何回か移動したが、みなが喜んでくれて良かった。 

 

＃5 これまで語られてきた、小学校から女学校時代の思い出や、戦争の思い出が繰り返さ

れた。小学校から実家までの暗い道を、公務員の人と一緒に帰るようになった。＜それが夫

ですか＞。そう。結婚を機に小学校を辞めることにした。5 回の面接に対する感想では、「な

んかすっきりしました」と回答された。現在、子どもたちが「3 日にあげずお見舞いに来て

くれる」と、現在の肯定的話題で締めくくられた。 

 

振り返り面接 家族以外の人と話すと、緊張する。施設では 2 人部屋だが、同室者とは短い

話しかしない。＜話している内に、細かい点まで思い出されるようになりましたね＞。「私

もそう思う」。＜5 回話してみての感想はどうですか＞。「思うこと全部、言いました。私の

こと聞いていただいてありがとうございました」。 

 

（3）考察 

ライフレビューでは、特にその人のライフワークの要約が効果的であるとされる(Butler, 

1974)。その点で、学生時代や職業に関する思い出ばかりが語られることについて、当初の

聴き手は違和感を覚えていた。この年代の女性にとって、結婚や妊娠、出産、子育てが人生

の主要テーマであろうという先入観や偏見を聴き手は有していたのである。 

しかし、高学歴で小学校教諭や保育所長を務めたという回顧は、D さんの有能感や自己肯

定感を高める話題であったと推察される。もともと D さんが有する他者からの評価への敏

感さや羞恥心の高さ、やや自嘲的な物言いに加え、脳梗塞の後遺症を気に病む現状において

は、有能感や自己肯定感の向上こそが不可欠のテーマであった。 

面接の中盤＃3 に、聴き手はそのことにようやく気づくことが出来た。以降、D さんの自

発的回顧に耳を傾けやすくなっていった。聴き手が自身の逆転移を常にモニターしておく

ことの重要性をあらためて感じた瞬間である。 

ただし、夫婦関係や子育てなどが語られなかったことについては、抵抗を生じるような葛

藤や問題が潜在していた可能性もある。だが、非構造的面接では、回顧を無理強いしないこ

とが基本姿勢である。さらに 5 回という限られた回数、現在の D さんの心的エネルギーや



自我状態などを考えると、そこまで踏み込んで語ってもらうことは困難であろう。 

そのような限界はあるものの、一方では D さんの回顧のペースや主体性、自発性を尊重

した、非構造的ライフレビューであったことが肯定的効果を生み出したものとも考えられ

る。語り手の病理や問題性をいたずらに引き出すことなく、安全な面接を行うことは、とり

わけ今回のような研究のための面接では、倫理的にも重要な側面となる。 

 

 

5．事例 E―89 歳女性、E さん― 

 

（1）生育史・家族歴 

 「土地の売買」をしていた父と、「半商半農」の母のもと、8 人同胞の第 6 子として生ま

れる。看護学校を卒業して、看護師をしていた。会社員の夫（見合いか恋愛か不明）と結婚

して、2 人の子に恵まれた。40 歳代まで看護師を続けて、退職後は専業主婦に。夫が脳梗塞

で死去し、70 歳代から独居になった。心気的な訴えがあって、2 年前より施設に入所して

いる。なお、子どもや孫などには、医師や医学生が多い。 

 

（2）面接経過 

＃1 父は土地売買をしており「派手」だった。家も広く、浪速節を呼んできて家でやるく

らい（笑）。夫は「会社の重役さん」だった。今も夫のお金で苦労なく暮らせる。小学校卒

業後、看護養成所に入り、看護師になった。当時は体が弱かったので、親から看護師になる

ことを勧められた。子どもの 1 人は医師になり、この近くの病院勤務のため、帰りに寄って

くれる。嫁も医師で、2 人とも博士号を持っている。ここの医師からは、“自分で病気を作

る”と言われる（心気的という意味のよう）。 

 

＃2 子ども時代は体の弱い子で泣き虫だった。「お母さんだより」で、母がいないと寂しか

った。熱がよく出ていた。小学校は着物を着ていった。高等科卒業後、看護養成所へ。当時

はドイツ語で習ったが、戦後は英語になった。勤めた病院は、当時は陸軍病院で、兵隊が荒

っぽかった。傷病兵相手はたいへんだった。でも、嫌だとは思わなかった。勤めだして元気

になった。バレーボール部に入って、東京へ試合に行ったこともある。患者さんが、“E さ

んが良くしてくれるんですよ”と看護師長に言ってくれて、師長からかわいがられた。独居

になってから、鍵を 2 回くらいなくして、そのことばかり気になるようになった。結局、思

い出したが、「今、思い出しても震えが来る」。今は降圧剤と安定剤で落ち着いている。 

 

＃3 入所して 2 年になる。血圧が高くて発作でイライラしていた。病院に入院後、ここに

来た。大人になってからはお勤めが主。みんなに好かれた。その頃はしっかりしていた。＜

今はしっかりしていないんですか＞。「そうなんです（笑）」。病院の建物や医療機械も変っ

た。最初の病院は木造で、走ったら床が割れたりした（笑）。夫の死後はさまざまなお稽古



ごとをした。ここでも脳トレ、塗り絵、カラオケなどをする。遠方にいる子どもの嫁は、父

親が医師で、「お嬢様」。ものすごくかわいい。夫も我が子のようにかわいがっていた。娘が

できたみたいな感じだった。 

 

＃4 お正月のお雑煮が、生まれ故郷の X 市と、結婚してから住むようになった Y 市では違

う。ここの料理は、お惣菜は美味しいが、かまぼこが柔らかくて良くなかった。でも、年を

とったら堅いものはいけないのかな、とも思う。現在、血圧は安定している。医師をしてい

る子どもは、“前の病院のおかげ”だと言うが、前の病院のことを自分は覚えていない。ここ

に来てからは風邪も引かず、熱が出たこともない。「そのかわり人のことを考えると胃に来

る。嫌なことがあっても言えないので」。「全部パァーっと言うといいかもしれないが、でも、

言った後が気になる」。＜それではストレスが溜まりますね＞。「でも、自分で治さんと無

理」。 

 

＃5 「今日は聴いてほしい話があるんです。録音はとらないで」（聴き手は、承諾して録音

を止めた）。どうしてこんなに長生きするんだろうかと思う。年を取ると子どもになり、な

んだか寂しい。昼間はいろいろやることがあるが、夜が寂しい。子どもも仕事があるので、

頻繁には来てもらえないし。＜聴いて欲しいというのは、そのことですか＞。同じ階の入所

者のこと。その人は、家族からいろいろなものを持ってきてもらって、それを職員さんにあ

げる。そのため、職員さんがその人の部屋に集まり、うるさい。「もうちょっと静かにして」

とは言うが、なにか気になる。自分も病院で働いていたので分かるが、職員さんにものをあ

げたらいけないのに。＜話してみてどうでしたか＞。「話したらすっきりしました（笑）」。 

 

振り返り面接 録音があるので話しづらいこともあった。そう言えば、小学校の時、二宮金

次郎の像があったのを思い出した。毎朝お辞儀して学校に入った。＜話しにくかった点はな

かったですか＞。それはない。お勤めの頃の話は、かえって楽しかった。＜前回お話になっ

た、気になる人のことはどうですか＞。先生（聴き手）の言葉を聴いて納得した。気にしな

くなった。「先生のおかげです」。＜＃5 は思い出の話ではなく、ここの人のお話でしたね＞。

良かった。それが役に立って、今はなんともないようになった。＜この時間を活用していた

だけて良かったです＞。「職員さんからも、（話を聴いてもらって）良かったねと言われる」。

「良かったです、先生（笑）」。 

 

（3）考察 

 裕福な家庭に生まれ、亡夫も「会社重役」、さらに子どもの中には医師もいるなど、E さ

んにとって自慢となるような話題が語られた。また、看護師としても、患者や看護師長など

との良好な関係の中、「しっかりしていた」と語るように、有能感や自己肯定感を高める回

顧が続いた。 



一方、施設内では、職員にものをあげて関心を引いている入所者に対しての嫉妬や羨望の

感情が話題となった。そこには、施設内で寂しさを感じている E さんの、職員から愛され

たい、関心を持たれたいという愛情希求もうかがわれた。心気的傾向にも、他者の関心を引

きたいという思いが潜在しているのかも知れない。自身が看護師であり、さらに家族に医師

が多い点も、関心を引くために病気が選択された理由なのだろう。 

 回顧にこだわらず、そのような E さんの現状の不満に傾聴したことは、E さんの面接に

対する満足感につながったようである。振り返り面接で語られたように、研究協力者として

の体験は、E さんにとって有能感を再確認するとともに、特別な存在として聴き手からも、

さらに施設からも認められたような感覚を得る契機となったものと推察される。 

 

 

6．事例 F―86 歳女性、F さん― 

 

（1）生育史・家族歴 

 運輸関係の会社員の父、神社の娘の母のもと、5 人同胞第 3 子として生まれた。父の仕事

の関係で幼い頃に大陸に渡り、中学校まで過ごした。終戦のため、母の実家のある X 県に

帰国。病院の清掃の仕事や家政婦をした。16，7 歳の頃、大陸の言葉が出来るため、誘われ

て Y 国で仕事をしたこともある。20 歳代に現住地の Z 県に居住。30 歳代に結婚したが、

母が許してくれず離婚した。その後、1 人で飲食店を経営し、70 歳代で立ち退きのため閉

店。自宅は売却して入所した。 

 

（2）面接経過 

＃1 研究趣旨の説明に対して、「勉強になるわな」と納得していただけた様子だった。イン

テイクの質問に対して、語られる内容は断片的であり、生育史の詳細は不明の点が多かった。

両親の死因などの聴き手からの質問に対しては、「人生、いろんなことがあった」と繰り返

し語るが、実際には思い出せない様子だった。 

 

＃2 ＜一番、覚えていることはなんですか＞と尋ねると、三味線を弾いて阿波踊りをした

ことだと言う。姉が習っていたので自分も三味線を習い始めた。飲食店を経営していた頃は、

お客さんから“おばちゃん、元気があるなぁ”と言われていた（笑）。飲食店は人がやってい

るのを見て、簡単で良いなと思って始めた。大陸時代は「豪華な生活」だった。＜日本に引

き揚げてからは苦労されましたか＞と尋ねると、「別に思わん。みんな生活しとる（と苦労

はある）ので、別に（自分だけが苦労したとは）思わん」と答える。信仰している宗教の教

義については、比較的、詳細に語る。 

 

＃3 大陸時代、父は会社でも「上のほう」だったので、何でも手に入った。そのため、み



んなを助けてあげた。スケートで転んで、父から怒られたことがある（笑）。母は歴史のあ

る神社の生まれで、士族の家柄だった。結婚生活は「思い通りに行かん、遠慮したり。ピン

と来なかった」。＜どういう人が良いんでしょうか＞と問うと、「しゃあしゃあ言う人」。 

 

＃4 飲食店をしていた頃、お客さんの男性に“お金、なんぼいるんよ”と言って口説かれた

ことがある（笑）。「怖い。こっち来て一緒に寝ろということや」。＜どういう人でしたか＞

と尋ねると、「ぷらぷらしている人。年金（暮らし）かどうか知らんが、私くらいか、もっ

と（年齢が）いっているか。男性に興味はない」。ここでは夜遅くまで新聞や雑誌を読んだ

り、好き放題している。「ここに三味線、持ってこようか（笑）」。三味線を弾いて、よくこ

こらをうろうろした。Z 県に来たのは、姉夫婦がいたから。姉が亡くなったときは辛かった。

姉は飲食店も手伝ってくれた。離婚したときもすんなり行った。夫とは、誰に世話というこ

ともなく自然に（付き合うようになった）。「その話はもう…（話したくない様子）」。＜人生

は百点満点で何点くらいですか＞と訊くと、「気楽は気楽。50 点。私もいろいろあるわの。

過ぎ去ったことじゃ。悩んだってしょうがないわ」と語る。 

 

＃5 三味線を弾いていた頃が楽しかった。お礼もたくさん必要だった。＜お師匠さんはど

んなかたでしたか＞と尋ねると、「女の人。（弟子には）牛乳配達の男性もいた」。「姉は本調

子で習っていたから、自分とは位（くらい）が違う」。F さんから、聴き手の年齢や婚姻、

子どもの有無などについて尋ねてくる（その後も、同じ質問を繰り返す）。事実を答えた後

に、＜F さんは子どもを作ったら良かったと思いますか＞と問うと、「思わん。面倒くさい」。

＜5 回、話して感想はどうですか＞、「思い出し思い出ししながら、楽しかった」。 

 

振り返り面接 ＜話しにくかったことはなかったですか＞、「ないない。ようしゃべるから。

したくない話は別にないの。スラスラ行く」。（聴き手の質問からずれて）信仰している宗教

の集まりで、話をしたり聞いたりして結構、楽しんだ。自分たちが生きていくためにはこう

したら良い、ああいうふうにしたら良い、助け合っていけば、と話し合った。（面接終了後

の別れ際、「今日で終わり？もう話せないの？また会えますか？」と名残惜しそうであった）。 

 

（3）考察 

 F さんの回顧は、話題が散漫で、かつ断片的な印象であった。同じエピソードが繰り返し

語られるが、それが評価的に深まったり発展していったりすることも少なかった。また、聴

き手の質問とは異なる回答が見られることもあった。その点は、気になるところである。 

 やや軽躁的な印象も受けたが、飲食店での接客の経験の反映のようでもあり、また F さ

んのパーソナリティ上の特徴とも言えるのかも知れない。さらに、過去をあえて振り返らな

いことで、安定を得ている面もあるのだろう。 

そのため聴き手も、F さんが思い出せないことで傷つくことがないように、また、防衛を



打破しないように、質問に対して適切な回答がなくても、それ以上、重ねて質問しないよう

に心がけていた。そのような対応が奏功したのか、この面接自体は F さんにとって心地よ

いものであったようである。振り返り面接後の名残惜しそうな態度が印象的であった。 

 

 

7．事例 G―68 歳の男性、G さん― 

 

（1）生育史・家族歴 

運輸会社社員の父、理容業の母の元、2 人同胞の第 1 子として生まれた。大学卒業後、会

社員になった。40 歳代で転職し、別の会社で営業職になった。結婚して子どもも持ったが、

50 歳代で離婚した。同時期に再度、転職して福祉関係の職に就いていた。しかし、昨年、自

宅にて熱中症で倒れて入院後、介護老人保健施設に入所した。 

 

（2）事例の経過 

＃1 インテイクとして生育史や家族歴を聴取するが、家族や G さん自身の性格について尋

ねると、「普通」としか回答しなかった。離婚や転職の経緯についても、話したくないそぶ

りが見られたので、聴き手からは、＜話したくないことは話さなくてもいいですよ＞と伝え

た。 

 

＃2 趣味は映画鑑賞で、大学時代は映画館でバイトをしていた。そこで、「普通ならなかな

か知り合えないような、寅さんのような人（テキ屋）」と話をするようにもなった。語り手

にとって、映画の話題は話しやすい様子だった。 

 

＃3 現在、子どもが 4，5 日に 1 回くらい来て、洗濯などをしてくれるという。聴き手が子

育てについて尋ねると、「苦労はないが、少しぐずりました」という。それは、先ほど語っ

たよく世話に来てくれる子どものことであった。徐々に想起が増え、固有名詞なども交えて

詳細になっていく。 

 

＃4 職場で出会い、恋愛結婚したという経緯が語られるが、＜結婚してみてどう感じました

か＞という問いには「普通」としか答えない。＜子どもができたことには、どう感じました

か＞、「なんだかおかしかった」と、語り手は淡々としている。転職については、上司とそ

りが合わなかったと言い、再就職先で給料大幅ダウンとも語るが、感情は伝わってこない。 

 

＃5 離婚の理由については、「はっきり分からない」と言う。離婚後、実家で両親とともに

暮らしたが、G さんが 50～60 歳代に両親が死去し、以後は一人暮らしをしていた。仕事と

年金で生活に苦労はなく、毎日、車でマンガ喫茶に通う生活だった。聴き手からどのような



マンガを読むのかと質問すると、主に少年から青年に支持されるようなマンガのタイトルが

語られた。 

 

振り返り面接 「話しづらかった点は特にない」。思い出の話をすることについても「どう

っていうことはない」と答えた。＜人生を百点満点で採点したら何点くらいだと思いますか

＞という聴き手の問いに対しては、「自分の人生は 70～80 点。特に後半、面白くないこと

もあった。中でも転職は不本意だった」と、ライフレビュー面接の際よりは、少し本音の感

じられる発言が見られた。 

 

（3）考察 

非構造的ライフレビューでは、語り手のペースや主体性、自発性を尊重する。そのため、

質問項目に沿って聴く構造的方法に比べて、よりカウンセリング的・心理療法的である(林, 

2017)。一方、想起への抵抗や防衛が強く見られる場合、5 回という限られた回数では限界が

ある。語り手の抵抗や防衛を扱うまでの信頼関係構築のための時間がないからである。 

また、1 人でいることを好み、元妻や子どもとの関係にも醒めたところのある G さんにと

っては、仕事上の対人関係も負担であったようである。面接で聴き手を前にすることにも、

緊張や困惑を感じていたかもしれない。それでも協力を拒否したり、中断したりはしない非

主張的な面もまた、G さんの特徴である。そのようなパーソナリティや対人関係上の特徴を

鑑みれば、聴き手との間にほどよい距離を置いておくことは、G さんにとってある意味、必

然であっただろう。 

本事例を通して、“語り手が語らない自由と権利”を保証することが語り手の主体性を尊重

するカウンセリング的ライフレビューの根本姿勢であると、あらためて痛感させられた。特

に研究として実施される面接においては、主訴を持たない語り手からいたずらに問題や病理

を引き出さないことが倫理的配慮として不可欠である。 

 

 

8．事例 H―90 歳の男性、H さん― 

 

（1）生育史・家族歴 

 町会議員や村長を務めた父、専業主婦の母のもと、3 人同胞の末子として生まれた。経済

関係の専門学校卒業後、海軍特別幹部候補生として入隊し訓練を受けたが、戦地に赴く前に

終戦を迎えた。その後、公務員になり、いくつかの職場を異動。婚姻歴があり、妻も子ども

も病死したというが、詳細は不明。知人女性に家事をしてもらっていたが、高齢で独居のた

め、半年前に入所。 

 

（2）面接経過 



＃1 父は村長や町会議長を務め、母は「大学教授の妾の娘」。長兄は軍隊で怪我をして死去、

次兄は教育関係で出世した。軍隊経験があるが、海軍は気前が良く、退役の時には薬や食料

を袋いっぱいもらい、向こう 6 ヶ月の給料もくれた。「最後は上等兵曹やったかな」。これま

で大病したこともなく、「この施設に入ったのはピンと来ない」。「家内」が入所の手配をし

てくれた。だが、「家内」も死亡。子どもは小さい頃に病死した。 

 

＃2 海軍では陸戦隊だったので、野戦の訓練をした。最初は「三八銃」だったが、終戦間

近に「九九式」になった。隣では徴集兵が竹槍を持って藁を突いていたが、そんなことで勝

てるわけがない。B29 が編隊を組んで来るが、高射砲の弾が届かない。弾幕の上を飛ぶ。そ

れを見て、日本は負けると思った。戦後は実家に戻って農業を手伝ったが、「駐在さん」か

ら警察の仕事を紹介され、経理の仕事に就いた。その後、「一般行政」を希望して、業者の

監督をする立場になった。「それも軍隊経験があったからでは。軍隊式で指導した（笑）」。

＜結婚は？＞。「飯炊き女がいた」。海軍からもらったお金でマンションを建て、家賃収入も

ある。生活費には苦労しない。子どもはいない。小さいときに風邪をひかせて死なせた。 

 

＃3 「海軍を志望したいきさつを話しましょうか」。服装に惚れたから。特別幹部候補生に

合格した。当時は勉強よりも訓練という時代で、備品がなくなったら草原をみんなが横一列

になって探す。「それが出てくる」。＜一つの備品でも大事なんですね＞。それがなかったら

機関銃が動かないから。今度、同僚だった人（固有名詞で語る）に電話をかけてみようかと

思う。警察の経理では、「担当官」の不正の尻拭いで訂正印を押さないといけなかった。書

類を持ち帰るのが面倒で、印鑑を預かって行くと、“こんな大事な印を持たせていいんです

か”と言われた（笑）。「担当官」は、就職の世話をしてくれた人の息子なので文句が言えな

い。「気分が悪くて」。＜損な役回りですね＞。 

 

＃4 浄水場の監督をした頃は、放水する所からウナギが上ってくるので、蒲焼きにして食

べた。業者の監督は気を遣った。始末書の書き方も知らない業者がいる。勉強会もあるのだ

が、酒を飲むことばっかり（笑）。60 歳で退職したが、軍の恩給もあったし、子どももいな

いし、800 坪の土地もあるし、お金は儲けなくても良いか、と思うように。「飯炊き女」が

家事をしてくれた。34，5 歳の女性で、施設入所もその人が契約してくれた。＜退職後の生

活は？＞。友だちが来てマージャンをしたり、太平洋で釣りをしたり。1 メートルもあるサ

ワラを釣った。「綴じ紐」のような太さの糸で釣る。 

 

＃5 長兄は、傷痍軍人だった。陸軍で馬の取り扱いの訓練中、足を骨折した。次兄は陸軍

士官学校を出たが、（終戦後）帰りは着の身着のまま、何も持たず、お金もなかった。一方、

自分は海軍で、6 ヶ月分の生活費をくれた。海軍は、船の倉庫にいっぱい、見たこともない

ような外国のお菓子を買い込んで、天長節にくれた。「恩給もあり、もう使い切らん（笑）」。



「愉快な人生。愉快にやれるように努力はしてきたけど」。 

 

振り返り面接 太平洋での釣りの話題や、職業生活、海軍時代の思い出など、これまでのエ

ピソードを総括するような回顧が自発的に語られた。海軍に入隊するため長兄と列車に乗

った際、憲兵が傷痍軍人の長兄に席を用意してくれたが、長兄は座らず、自分を座らせてく

れた、と語り落涙された。＜話しにくかったところはないですか＞と尋ねると、「ありのま

まのことを言った。話しにくかったことは特にない」と言う。＜H さんの人生は百点満点で

何点？＞と尋ねると、「7，80 点」。＜減点の分は何でしょうか＞と問うと、「子どもがいな

いのが減点。風邪をひかせて殺したようなもんです」と答える。＜結婚していた女性との間

の子ですね＞と問うと、「そう。家内も死んだ。ガンで、水道局に勤務していた時に亡くな

った」と、初めて結婚の詳細が明らかとなった。 

 

（3）考察 

 インテイク時から H さんの語りは、固有名詞や数値などが明瞭であった。話し好きのよ

うでもあり、にこやかに微笑みながら鷹揚な態度で話される姿には、会話を楽しんでおられ

る様子がうかがわれた。 

 しかし、全体に詳細な話しぶりに比して、結婚の話題は不明な点が多かったのが印象に残

っていた。そのことの意味が聴き手に理解されたのは、最後の振り返り面接の時である。 

人生の減点部分として、ようやく明らかになったことであるが、妻とは死別だったようで

ある。子どもの病死も含めて、H さんにとっては辛い思い出であり、そこに触れないことで

心理的な安定を保っていたように推察された。 

受け入れがたいと思われる要素を否定することによって、全体としては満足の行くライ

フサイクルであったという見方を構築する過程のことを Erikson, Erikson, & 

Kivnick(1986)は、疑似統合と呼んでいる。H さんは、まさに疑似統合の状態にあったもの

と思われる。 

 振り返り面接においても、まだライフレビューが続き、長兄の話題で落涙されるなど、H

さんのライフレビューは、5 回では不足であったようである。しかし、研究のための、回数

を制限した面接では、たとえ疑似統合であっても、相応に安定している心的世界をこれ以上、

揺さぶることには問題があろう。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

総合考察 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1．語り手の前に、聴き手が存在することの意味 

 

近年、中高年層を中心に、自分史の執筆がブームとなっている。それも一種のライフレビ

ューと言えるかも知れない。自我機能が高く、心身のエネルギーも充実したかたがたであれ

ば、そのような自分一人で行う方法も可能であろう。 

しかし、多くの場合には、聴き手が存在し、語り手の話に関心を持って傾聴し、語り手の

発言に対して、鏡のように応答してくれることが、ライフレビューを活性化し、促進的要因

として働くものと考えられる。聴き手が信頼するに足る存在であればこそ、長年に渡り秘し

てきた話題が、面接の場で明らかにされることもある。筆者は、これまで集積してきた事例

を通して、そのような瞬間を何度か体験した。 

とりわけ、あらかじめ質問項目を設定しない非構造的ライフレビューにおいては、聴き手

の、語られる話題への関心の持ち方や焦点の当て方が、ライフレビューの進む方向や展開の

仕方、さらには語りの深まり方にまで、大きく影響する。構造的ライフレビュー以上に、非

構造的ライフレビューでは、聴き手の基本的態度や面接技法への習熟度、技法の使い方の工

夫などが求められる。 

ここでは、聴き手の側の基本的態度、基本姿勢について検討する。次に、ライフレビュー

の展開プロセスのモデルを提示し、技法論についても、現在の筆者の考えを整理してみたい。 

 

 

2．聴き手の基本的態度―語り手のペース、モチベーション、主体性、自発性の尊重― 

 

（1）ライフレビューであっても、過去の話題のみにこだわらない―過去、現在、未来の連

関への注目― 

 本研究では、語り手から過去の話題が語られた際、そこに積極的関心を示して回顧を促進、

援助するという方法を取った。ただし、ライフレビューであるからといって過去の話題に限

定せず、現在や未来の話題が語られた際には、そこにも傾聴した。筆者は、ライフレビュー

面接が、あくまで語り手が話したいことを自由に話せる場であることを重視する。さらに、

筆者は、過去と現在、未来は密接に連関していると考えているからである。 

たとえば、ある高齢期女性は、回顧の中で、厳しかった姑に対する見方が肯定的に変化す

るとともに、現在の自身の障がいについていかに自分が恐れているかということに直面し、

「病気も受け取り方が大事」という安寧の心境に変化していった。すなわち、過去の見方が

変化することと並行して、障がいという過去から現在、未来に渡る問題への見方も変化して

いったのである(林, 2012)。 

 

（2）語り手の主体性の尊重と、語らない権利と自由の保証 

 構造的ライフレビューの立場である Haight & Haight(2007)は、語り手に過去を評価させる



ことを強調する。それに対して筆者の方法は、語り手のペースで回顧することや、語り手の

モチベーション、主体性、自発性を尊重する立場であり、よりカウンセリング的、心理療法

的である。 

 さらに、筆者は、語り手が語らない自由と権利を保証することの重要性を、いくつかの事

例を通して痛感させられた。通常であれば自然に話題に上るテーマが、語り手からまったく

触れられないとすれば、そこには抵抗や防衛というメカニズムを考える必要があろう。 

 ただし Shute(1986)は、ライフレビューによって語り手の防衛機制を打破してしまうこと

の危険性を指摘している。仮に防衛によるものであったとしても、一応の安定を示している

語り手に対して、聴き手が侵襲的になり、内面的な問題に直面化させ、動揺させることには

慎重であるべきだろう。とりわけ、本研究のように、研究としてのライフレビューを行って

いる場合には、いたずらに問題や病理性を引き出さないことは、研究倫理の上でも不可欠で

ある。この点は、事例 G や事例 H などに顕著である。 

 

（3）葛藤的テーマに対する聴き手の対応―直面化と防衛を守ることのあいだ― 

 一方、事例 A のように、語り手が語らない点について聴き手が直面化することで、隠さ

れていた重要なテーマが明らかになる場合も見られた。そして、それが奏功すると、語り手

の心理的安寧にもつながるのである。 

 では、語り手が語らない、あるいは語れないテーマに対して、聴き手は触れるべきか、触

れないでおくべきか、どのように判断すればよいのだろうか。林(2018)は、以下のように整

理している。 

 判断材料としての指針のひとつは、聴き手と語り手の関係性、すなわちラポールや信頼関

係の度合いである。語り手にとって、面接が何を話しても安全な場になっていることが求め

られよう。 

 次に、ある葛藤的テーマが、いま、ここで扱う必要のあるものであるかどうかという、語

り手にとっての重要度も指針となる。限られた回数の面接であれば、重要度に基づいた優先

順位を定める必要もある。 

 また、これまで回避してきた葛藤的テーマに直面化するためには、語り手がそれに耐えう

るだけの自我強度を有しているかどうかというアセスメントも必要となる。とりわけ語り

手の心理的健康さに問題のある場合には、慎重な対応が求められる。時には、語り手の防衛

を破綻させないように、あえてそのテーマを扱わないという対応も検討されるべきである。 

 葛藤的テーマが語り手の意識から遠すぎても、直面化は早急となる。前述の自我強度のア

セスメントとも関連するが、意識化の可能性についての吟味も必要である。 

 さらに、直面化を図った後の、語り手の心理状態にも留意すべきである。回避してきたテ

ーマを語ったことで不安が昂進したり、動揺したり、さらに抑うつ状態が見られたりしてい

ないかどうか、注意が必要である。アフターケアが困難な場合、たとえば最終回での直面化

などは、避けた方が賢明であろう。 



 上記は、研究のための面接における考察であるが、臨床事例の場合においては、面接の目

的、ゴール、方針など、面接に関する契約にもよるだろう。抵抗、防衛、転移－逆転移とい

った観点から、語らない、語れないことを、クライエントと面接者がともに検討することが、

面接での重要なテーマとなる。 

 語らない、語れないテーマや、疑似統合をどう扱うかという問題は、高齢者に対する心理

療法のコストエフィカシーという点からも検討が必要であろう。語り手に対するアセスメ

ントや面接のゴールに関する契約など、多様な観点からの省察がさらに求められるところ

である。 

 

（4）インテイク面接の重要性 

非構造的ライフレビューは、一方では自由度が高すぎて、語り手が何を話せば良いのか困

惑したり、心理的負担感や抵抗感、拒否感が生じたりする危険性もあろう。そのデメリット

克服には、初回のインテイク面接が有効であると考える。生育史や家族歴について、インテ

イクシートをもとに質問されることによって、この面接で何を話せば良いのかが、語り手の

中である程度イメージされ、方向付けられるからである。 

なお、当然のことながら、インテイク面接は、語り手の自我強度や病理性、面接へのモチ

ベーションなどへのアセスメントという側面を有している。アセスメントは、インテイク面

接だけでなく、面接経過を通じて常に行われるものであるが、それが面接の進め方、技法の

用い方などの指針となる。 

 

 

3． ライフレビューの展開プロセス 

 

ライフレビューが適応的に進展した典型例をもとに、現在、筆者の考えるライフレビュ

ーの展開プロセスのモデルを図 1 に示した。 

まず、聴き手と語り手の間にラポートや信頼関係が構築されることで、回顧への抵抗よ

りも心理社会的危機の解決を目指す力のほうが増していく（①信頼関係の構築）。そのた

めには、面接が防衛なしに、自身の内面をさらけ出しても安全な場であると聴き手に理解

されることが不可欠である。 

面接がそのような安全な場となることで、自発的回顧が生じ、聴き手はそこに積極的に

関心を示し傾聴することで、回顧を促進、援助する（②回顧の活性化）。それが自我によ

って推敲され、違う角度から見直されることで、人生に対する見方や受け取り方が変化す

る（③視点の移動）。なお、そのような視点の移動が可能となるには、聴き手が語り手の

発言をカウンセリング的に、鏡のように反射していることが重要であろう。 

視点の移動によって、例えば、当初は否定的に語られたエピソードの中にも、肯定的側面

が存在することに気づき、語り手は人生に対する見方や受け取り方を変化させていく（④認



知の再構成）。このような回顧の活性化、視点の移動、認知の再構成というプロセスは、円

環的・循環的に反復されていく。1 つのエピソードについて、この円環的・循環的プロセス

が繰り返し見られることもあれば、あるエピソードの回顧、視点の移動、認知の再構成とい

うプロセスに触発されて、次々に別のエピソードが想起されて、同様のプロセスをたどるこ

ともある。 

このプロセスは、人生の物語の推敲過程と呼ぶこともできよう。語り手の人生に不幸な出

来事が多々あって、「自分の人生は不幸である」と感じていたとしよう。当然ながら、過去

の出来事それ自体は変りようがない。だが、その出来事をどう受け止めるかという認知的側

面は変化しうるものである。仮に、「自分はそのような数々の不幸を乗り越えるだけの運と

力を持っている。もし将来、ふたたび不幸な出来事に遭遇したとしても、これまで乗り越え

てきたように、なんとか克服していけるだろう」と考えることが出来れば、自身の人生を不

幸な人生だとは思わなくなるかも知れない。さらには、「自分の人生は幸福である」と捉え

るようになる可能性もあるだろう。 

そして、最終段階の⑤肯定的観念と否定的観念の相対的バランスでは、人生の肯定的側

面と否定的側面のバランスによって、自我の統合性か絶望かが決定される。すなわち、相

対的に肯定的な方向に傾けば、自我の統合性が得られ、相対的に否定的な方向に傾けば、

絶望となると考えられる。 

 

 

①信頼関係の構築 

回顧への抵抗＜心理社会的危機の解決に向かう力 

           ↓ 

②回顧の活性化 

         ↓   ↑ 

③視点の移動 

     違う角度から人生をみつめ 

    られるように 

         ↓   ↑ 

④認知の再構成 

人生に対する見方、受け取り方が変化 

           ↓ 

⑤肯定的観念と肯定的観念の相対的バランス 

    否定＜肯定     否定＞肯定 

      ↓          ↓ 

自我の統合性      絶望 

 

 

図 1 ライフレビューの展開プロセスのモデル 

 

 

4． ライフレビュー面接における技法論 

 

ここでは Ivey & Gluckstern(1974)のマイクロカウンセリングをもとに、ライフレビュー

人生の

物語の

推敲過

程 



面接における技法の用い方について考察する。 

 

（1）質問技法 

重要と思われる特定の話題に開かれた質問というかたちで水を向けることは、①会話の

端緒となり、②何を話してよいのか迷っていたり多少の抵抗を有したりするクライエント

にある程度の方向づけを行い、③クライエントの主要テーマに焦点化して、④回顧を生起・

促進させる効果を持つ。 

 事例 A の「心のこり」は、語ることに抵抗を有する可能性もある否定的観念であった。

だが、ライフレビューでは肯定的観念と否定的観念の統合が求められる。ときには否定的観

念と直面化させるような質問を投げかけることも、回顧を生起・促進させるために有用であ

る。一方、抵抗の強い質問の場合、面接自体を拒否される危険性もある。 

また、クライエントの自発性や主体性を損なうことがないよう、面接全体の中での質問の

分量やタイミングなども検討が必要である。特に、語り手の連想、感情への注目が肝要と思

われた。技法としては、開かれた質問を中心とし、確認の必要な点について閉ざされた質問

を部分的に用いることが望ましいと考えられる。 

質問に際しては、些末な事実関係にこだわり強迫的になることなく、歴史的にそれが正し

いことかどうかという「史的真実」よりも、「物語的真実」(Geller, 1987)、すなわち語り手

が自身の人生をよりよく受け入れられる物語として語られているかどうか、という観点を

持つことが重要である。 

 

（2）はげまし、いいかえ、要約 

 面接の焦点は、聴き手がはげまし（うなづきやあいずち）やいいかえを行った部分に移っ

ていく。したがって、はげましやいいかえにおいて、聴き手が語り手の発言のどの部分を取

り上げるかは、重要な問題である。当然ながら、枝葉の部分に強迫的にこだわるのではなく、

語り手にとって意味のあるテーマに焦点を当てていかねばならない。 

 筆者は、その際に、心理社会的危機(Erikson, 1963)との関連から考えてみることが、ひと

つの視座を提供してくれるものと考える。そのため、心理社会的危機と関連が密な話題を選

択的、優先的に扱うという方法を取っている(林, 2003)。はげましやいいかえは、即座に行

われる技法であるため、容易なことではないが、語り手にとっての主要テーマを大枠で理解

しておくことが有用であろう。 

 一連の対話の中で理解したことを要約することは、語り手が語ったテーマを照らし返す

と同時に、聴き手の理解の正否を確認する機会にもなる。なお、回顧が停滞した際、無理に

回顧を強いるのではなく、それまでの回顧内容を要約して応答することが回顧促進の一助

となる場面も見られた。このような手法は、語り手の主体性、自発性を尊重するという意味

で、質問技法によって回顧を強いるよりも、自然かつ有用であると感じている。 

  



 

5．終わりに代えて―児童文学『トムは真夜中の庭で』にみるライフレビュー― 

 

 本研究で集積してきた事例は、ライフレビューの展開プロセスを明らかにするための、あ

くまで研究としての面接であった。そこで得られた知見をいかに臨床事例に活かしていく

かという点が、今後のチャレンジとなるものと考える。 

 そのような観点もふまえて、本研究の最後に、児童文学『トムは真夜中の庭で』(Pearce, 

1958)に描かれた高齢者との出会い方を紹介したい(林, 2016b)。この作品に対しては、すで

に河合(1989; 1991)の論考が見られるが、高齢者に対する心理療法における問題について、

示唆するところが大きい。 

 

（1）あらすじ 

 『トムは真夜中の庭で』は、高杉一郎訳(1975)により岩波少年文庫から出版された児童文

学の古典である。夏休みを叔父夫婦のアパートで過ごすことになったトムは、真夜中に古時

計が 13 打つ音を聞き、昼間はなかった庭園でヴィクトリア時代の少女ハティと出会う。出

会うたびに時間が違い、季節は夏だったり冬だったりして、ハティは大きくなったり小さく

なったりしている。ハティが実は家主のバーソロミューおばあさんであり、おばあさんの夢

の中で 2 人は出会っていたことが判明して物語は終わる。 

 

（2）高齢者と転移－逆転移 

 最初に出会ったハティは、トムよりも幼い少女であったが、出会うたびにハティは幼女で

あったり大人の女性であったりした。転移という観点から考えると、1 人の高齢者の中には、

幼児もいれば大人もいると言えよう。おばあさんの夢には、結婚前のハティまでしか表れて

いないが、一般的な心理療法においては、さらに成人期、中年期、そして高齢期のクライエ

ントと出会うことになる。 

 なお、Knight(1996a)は、高齢者からの主要な転移として、面接者がクライエントの子や

孫のようにとらえられることもあれば、逆に親のようにみなされることもあると述べてい

る。一方、面接者側の逆転移としては、高齢のクライエントを自分の親や祖父母のようにみ

なすことがあるという。 

トムは、ハティの成長に気づかず、いつまでも自分よりも幼い少女としてのハティのイメ

ージを抱き続けていた点も興味深い。逆転移とも受け取れるが、高齢者の心理療法では暦年

齢よりも神経症の年齢が重要と言われ(Abraham, 1919/1977)、ここでは神経症の年齢への

注目とも考えられよう。 

 

（3）ライフレビューという視点の有用性 

Freud(1905)は、①50 歳前後の人々には精神分析に必要な精神過程の柔軟性が欠如して



いること、②高齢者の長い生育史を考えると、取り扱うべき材料が多すぎて終結の見通しが

たたないことの 2 点から、高齢者への精神分析の適用に否定的であった。 

まず精神過程の柔軟性に関しては、Berezin(1982)が、人格の硬直化は加齢の作用ではな

く、その人が本来持っている人格構造の問題であるとして、Freud の悲観論を否定してい

る。次に長い生育史については、かなりの編集作業と、すべての話題を扱おうとは思わない

ことが求められると言われている(Knight, 1996b)。林(2003)は、この生育史の編集作業と

いう点で、ライフレビュー(Butler, 1963)がひとつの視座を提供すると指摘した。 

ライフレビューとは、クライエントの生育史の聴取を中心とする方法で、適応的に進展し

た場合、不安が軽減され、人に死への準備をさせるという。 

トムが庭園で様々な季節、年代のハティと断続的に出会ったことは、ハティにとってのあ

る種のライフレビューであったとも考えられる。特に、非構造的ライフレビューに近い。非

構造的ライフレビューでは、クライエントの思い出せる時点、話したいエピソードから回顧

してもらうので、必ずしも幼児期から少年期、青年期という順序だった回顧がなされるとは

限らないからである。 

 

（3）なぜ夢の中の庭園で 2 人は出会ったのか 

幼くして両親を亡くしたハティは、孤独を感じることも多かったと思われる。そして年老

いた今も孤独な 1 人暮らしである。トム自身もアパートで遊び相手もおらず、孤独だった。

まるで孤独な 2 つの魂が引かれ合って、夢の中の庭園で出会ったかのようである。面接者

は、高齢者の現実的孤独を埋める“rent-a-friend”になるべきではないが(Götestam, 1980)、

高齢者の孤独に寄り添う姿勢として見れば、そこに心理臨床家が見習うべき点もある。 
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