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はじめに

　ここ10年以上、毎年の自殺者が３万人以上という悲惨な状態が続いている。この数字は実際に亡くなっ

た人の数で、自殺を試みた人はその10倍はいるというから、いかにストレスが深刻な状態になっているかが

理解できるだろう。また、自殺で亡くなった方の５～６割はうつ病が、２～３割はアルコールがからんでいる。

どちらにしても強いストレスが恒常的にかかったゆえの自殺だ。しかし、うつ病と思われた自殺者の中で、

実際受診していた方は３割しかいないとのデータがある。つまり、７割の方はどうしてそんなに辛いのかへ

の気づきや理解がないままに追いつめられてしまった可能性が高い。もしもうつやストレスの理解と対処法

を知っていれば自殺にまでは至らなかった可能性があるということだ。 

　10年程前に、筆者は「そこはか不安症候群」というサブタイトルの本を書いた。社会全体が重苦しく息苦し

く、なんとなくイライラとささくれだち、そこはかとない不安に包まれて、多くの人がなんとか不安をなくそう、

少なくしようともがきあがき悲鳴をあげている、という内容の本だ。10年以上経過し、3・11を経験した現在、

その症候群はより広範により深くより激しさを増して、日本中を荒れ狂っているように思える。「そこはか不安

症候群」どころか、「やさぐれイライラ症候群」とでも呼びたい雰囲気だ。 

　その兆候は、オウム真理教事件と阪神大震災が起こった1995年に始まるだろう。もはや日本という国は安

全でも安心でもなく、周りとの温かい絆も世界との親密さも失われ、何が起きてもおかしくないカオス状態の

中で、不安やイライラ、うつなどをもたらすストレスが激増し始めたのだ。 

　そして、3・11がやってきた。まるで、ストレスの総決算とばかりにだ。大地震に大津波、さらには原発事故

による放射能（こちらは人災だが）。1年経った2012年・3・11の時点で、死亡者15,854人。この中には避難

先で亡くなったお年寄りや絶望のあまり自殺した多くの方は含まれていない。そして行方不明者3155人。

原発事故が起こった福島県の一部では放射能が強すぎて行方不明者を探すことすら不可能という悲惨な

状況だ。いまだに避難所や仮設住宅でぎりぎりの生活を続けている人たちがたくさんいる。 

　そして、今後何十年、いや何百年にもわたっての放射能との格闘という問題が手づかずのまま残されて

いる。原発を止めないで今のままの安全基準でいけば、福島以外の原発でもいつ事故が起こってもおかし

くはない。被災者だけでなく誰もが放射能の影に脅えて、今後何十年も激ストレス社会を生きて行かなくて

はならない。 

また、2011年９月の異常ともいえる台風の居座りによる大被害。まさに激ストレスともいえる悲惨な環境に晒

されて、多くの人が身も心もボロボロで限界の状態だ。 

　この本では、まずは最も激しいストレスとなった3・11後の激ストレスへの対処法を学ぶ。今後、地形的にも

社会的にも不安定な日本では、どんな激しいストレスが襲ってきてもおかしくはない。極限のストレスへの対

処法を知り身につけることで、「やさぐれイライラ症候群」の時代を生き延びるための知恵と援助法を学べ

る。そうした上で、一般的なストレスへの理解を深め、ストレスと上手に付き合うための対処法をさまざまな

視点から学んでいく。 

　実はストレス自体は、激しさと受け止め方次第で、良いストレスにも悪いストレスにもなる。それゆえストレス

への理解と対処法を知らないことが多くの悲劇を作り出している面もあるからだ。そして、イライラ・不安・怒

り・うつなど、誰もが日常的に陥る悩み、痛みへの段階的で効果的な対処法を網羅した。 

　「やさぐれイライラ症候群」の時代だから、激しいストレスで身も心も弱ってしまう人、自分をコントロールで

きずイライラや怒りの衝動に振り回される人、思い悩み過ぎて不安やうつで苦しんでしまう人は増加の一途



をたどるだろう。また、激しいイライラ・不安やうつ症状の人で、薬だけではどうにもならず何年もの間もがき

苦しんでいる人はたくさんいる。そのような人にも、これから紹介する段階的ストレスとの付き合い方は必ず

援助になるはずだ。 

　どんな激ストレスであろうと、上手に付き合い、気づきにつなげることができれば、「やさぐれイライラ症候

群」でさえも必ず私たちの成長の糧、チャンスになることを学べるだろう。



第1章 3.11後の激ストレスへの対処法

　2011年8月に仙台空港のある名取市へ援助に向かった。自ら被災しながらも、被災者を援助する立場に

ある市役所の職員のサポートをするためだ。2日間で14名の職員と面接した。皆一様に疲労がにじみ出て

いた。それはそうだろう。自分の家族や親戚が被災して辛さに打ちのめされている上に、周りを援助するた

めに自分の辛さは押し殺して、死に物狂いで半年余り頑張ってきたのだから。 

　「もっと辛い思いをしている人たちがいるので、なんとか気を張ってやってきた。でも、もうそろそろ限界」と

いう悲鳴が静かな口調で多くの方から語られた。最初の３ヵ月ぐらいは、確かに気が張っているので何とか

乗り超えられる。しかし、半年近くなると身体にも気持ちにも無理がかかる。どこかで交代で休みを十分に

取って身体も心も緊張を緩めないと、それこそさまざまな症状が出てくる。多くの職員に不眠が見られた。

特に最初の１ヵ月は妙に脳が興奮していて寝つけなかったり、早朝に目覚めてしまって辛かったというお話

を多くの方から伺った。半年近くたっても、早朝に目覚めてしまいそのまま眠れないという症状が続いてい

て辛いという方が多かった。 

　自分の家が津波で流されたり、身内が津波で亡くなったり行方不明になっている職員では、不眠のほか

にさまざまな症状が現れる。腹痛、頭痛が頻繁に起こり、いつでも揺れている感じがつきまとい、足が弱々

しく感じて、時にはめまい、立ちくらみが生じる。心臓がどきどきしたり、呼吸が速くなる過呼吸状態が生じ

パニック発作が起こることもある。気分のほうでは、哀しみ、絶望、イライラ、怒り、罪悪感、恥の感覚などが

次々と襲い、心の平穏さが損なわれてしまう。 

　多くの職員から「申し訳ない」というつぶやきが聞かれた。周りの親しい方が亡くなったのに自分だけが生

き残ったという孤立感、援助したいのに思うように援助が進まないというもどかしさ、自分の力が足りないと

いう無力感などがあいまって「申し訳ない」というつぶやきにもならないつぶやきにつながっているのだろ

う。もっと辛い状態では、人は無気力になったり、身体が動かなくなったりと、うつ状態になる。 

　また、激しい感情を伴う世界崩壊感や自分が分裂してしまったような内的感覚を訴える方もいる。さらに

は、感情自体を感じないようにしたり、場合によってはその出来事の記憶自体をなくすことすら起こる。「当

日のことはよく覚えていないんです」と何人かの方はつぶやいていた。自分の対処能力を超えるほどの圧

倒的な激ストレスの前では、その出来事をなかったことにすることでしか生き残ることができないからだ。 

＜PTSD（外傷後ストレス障害）とは？＞

　いわゆるPTSD（外傷後ストレス障害）が地震や津波などの激ストレスで生じる一般的な症状だ。DSM（アメ

リカ精神医学会による統計的診断マニュアル）によるPTSDの診断基準は以下の通りだ。 

 

1. 以下の２条件を備えた外傷的出来事を体験したことがある。

a. 実際に死亡したり重傷を負ったりするような（あるいは危うくそのような目に遭いそうな）出来事を、

あるいは自分や他人の身体が損なわれるような危機状況を、体験ないし目撃したか、そうした出

来事や状況に直面した。



b. 当人が示す反応としては、強い恐怖心や無力感や戦慄がある。  

【備考】子どもの場合には、むしろ行動の混乱ないし興奮という形で表出することもある。

2. 外傷的な出来事は、次のいずれかの（あるいはいくつかの）形で繰り返し再体験される。

a. その出来事の記憶が、イメージや考えや知覚などの形を取って、追い払おうとしても繰り返し襲っ

てくること。  

【備考】幼児の場合には、繰り返し行う遊びの中に、その外傷の主題やその側面が現われること

もある。

b. その出来事が登場する悪夢を繰り返し見ること。  

【 備考】幼児の場合には、内容のはっきりしない恐ろしい夢のこともある。

c. あたかも外傷的な出来事が繰り返されているかのように行動したり、感じたりすること（その出来事

を再体験している感覚、錯覚、幻覚や、覚醒状態 や薬物の影響下で起こる解離性フラッシュバ

ックもここに含まれる）。  

【備考】幼児の場合には、外傷特有の再現が見られることもある。

d. 外傷的出来事の一面を象徴するような、あるいはそれに似通った内的・外的な刺激に直面した

時に、強い心理的苦痛が起こること。

e. 外傷的出来事の一面を象徴するような、あるいはそれに似通った内的・外的な刺激に対して、生

理的な反応を起こすこと。 

3. 当該の外傷に関する刺激を執拗に避け、全般的な反応性の麻痺が執拗に続く状態が（その外傷を

受ける前にはなかったのに）、以下の３項目以上で見られること。

a. その外傷に関係する思考や感情や会話を避けようとすること。

b. その外傷を思い起こさせる行動や場所や人物を避けようとすること。

c. その外傷の要所が思い出せないこと。

d. 重要な行動に対する関心や、その行動へのかかわりが著しく減少していること。

e. 他者に対する関心がなくなった感じや、他者と疎遠になった感じがすること。

f. 感情の幅が狭まったこと（愛情を抱くことができないなど）

g. 未来の奥行きが狭まった感じがすること（出世や結婚、子ども、通常の寿命を期待しなくなるな

ど）。 

4. 高い覚醒状態を示す症状が執拗に続く状態が（その外傷を受ける前にはなかったのに）、以下の２

項目以上で見られること。

a. 入眠や睡眠状態の持続が難しいこと。

b. 激しやすさや怒りの爆発があること。

c. 集中困難があること。

d. 警戒心が過度に見られること。

e. 驚愕反応が極端なこと。

その障害［基準2.+3.+4.の症状]が1ヵ月以上続くこと。 

その障害のため、社会的、職業的に、あるいはその他の重要な方面で、臨床的に著しい苦痛や欠陥が見

られること。 

　次の点を明確にすること： 



 

　　急性――症状の持続期間が３ヵ月未満の場合。 

 

　　慢性――症状の持続期間が３ヵ月以上の場合。 

 

　次の点を明確にすること：  

 

　　発症遅延型――発症がストレス因から少なくとも６ヵ月経過している場合。  

　　  

（「心の研究室」による訳） 

　PTSDの発症率は一般では１～14パーセントと統計的なブレが大きいが、自らも被災しながら周りのケア

をせざるを得ない警察官、自衛官、消防士などの援助者では3～58パーセントとがぜん数字は高くなる。実

際、私が面接した市の職員の中にも、２割ぐらいはPTSDの疑いがある方がいた。ただし、この基準はあくま

でも精神科医が診断するためのものなので、私たち援助者がチェックする場合は次の5点に気をつけてほ

しい。 

1. フラッシュバック（地震や津波の記憶が、イメージや考えや知覚などの形を取って、追い払おうとし

ても襲ってくること）が覚醒状態でも半覚醒状態でも夢の中でも繰り返し起こる。

2. 過覚醒の結果、入眠や睡眠状態の持続が難しいこと。同様の刺激に対して過敏になり警戒心や驚

き・恐怖、イライラ、怒りの反応が過度に見られること。

3. 地震や津波や原発に関係する刺激を常に避けることで、知覚や感覚の麻痺が執拗に続くこと。

4. 不安やイライラに圧倒されて、切り替えができないこと。

5. 自分は役に立たないダメな人間で申し訳ないと思うこと。 

　重要なことは、これらの症状は圧倒されるような激ストレスに対して人間的に反応している生物的な自然

な反応にすぎない点だ。決して人間的な弱さや「どこかおかしくなってしまった」からではない。この点はい

くら強調しても強調し過ぎることはない。被災者へのカウンセリング的援助では、まずこの点をしっかり伝

え、労をねぎらうことが第一の援助となる。 

　そして、これらの症状は一過性のもので、ほとんどのケ－スでは、PTSDにまでは至らず、１ヵ月ぐらいで症

状は収まっていく。PTSDと診断されても、きちんと対処すれば１年以内には症状は収まっていくケースがほ

とんどだ。 

　また、自律神経の説明をすることで、被災者が自分の症状を理解することから「おかしくなったのではなく

自然な反応である」と安心し回復の方向へとスムーズに進む可能性が高まる。私たちの体は、交感神経と

副交感神経による、２つの自律神経の絶妙なバランスにより毎日の健康が保たれている。交感神経は敵

（ストレス）が現れた時に働く緊張する神経。つまりアドレナリンに支配されているシステムで、興奮する、瞳

孔が開いて、喉が渇き、血圧が上がって、心拍が亢進され、呼吸も激しくなり、反対に内臓は機能を下げ

る。胃や腸の消化活動が抑えられ、エネルギーが筋肉に回り、外敵、ストレスに対して戦うか逃げるか

（Fight Or Flight）反応が自動的に作り出されるのだ。 

　それに対して、敵が去るとリラックスする副交感神経が働く。副交感神経はアセチルコリン他に支配されて

いるが、瞳孔が収縮して、血圧や心拍数、呼吸数を下げ、反対に身体内では唾液を出して胃や腸を活性



化する。そのため身体も心もリラックスした状態になる。 

　人は昼間は交感神経が働き、夜は副交感神経が働くのが正常な状態だが、ストレス過剰の現代では交

感神経が働きぱなしになって、バランスが崩れる可能性が高く、常に緊張状態にあるともいえる。 

　被災の後のさまざまな症状は、交感神経が自分の身を守るために働いている自然な反応なのだと、理解

すればよい。ただし、激ストレスから起こるPTSDは、交感神経のFight Or Flight反応さえうまく機能しない、

「凍りつき反応」と呼ばれる宙ぶらりんの状態だ。ヘッドライトを浴びた動物が目が凍りつき動けなくなってし

まうのに見られる反応といえる。戦うか逃げるかの自動的な防衛反応が機能せず、生存のためのエネルギ

ーが閉じ込められてしまうので緊張から解放されないまま身動きが取れず、フラッシュバックや過覚醒という

PTSD特有の症状が出ると考えられている。 

＜激ストレスへの対処法＞

　激ストレス、特にPTSDへの対処法は身体からのアプローチが最初に来る。話を聞いたり、受け止め方を

変えたりの心理的な援助はあまり役に立たないことが多い。なぜならトラウマは脳の中の古い原始的な脳、

脳幹や視床下部、扁桃帯に刻み込まれ、これらの脳は言語ではなく身体感覚にのみ反応すると考えられ

るからだ。話を聞いたり、受け止め方を変えたりの心理的な援助は半年か１年ぐらい経過して、被災者がそ

の体験を話したいと思った時からしか機能しない。 

　そういう意味では、一部のカウンセラーがすぐに現地に駆け付けグループで体験を話し合わせたり、子ど

も達に絵を描かせたりしたという話を聞いたが、初期対応としては危険なアプローチの面もあるような気が

する。 

　まずは身体からのアプローチが必要となるが、実際現地で効果をあげている誰にでもできるトータルなボ

ディワークを紹介する。特にPTSDに焦点を当てているわけではないが、実際に被災者の避難所での不安

や緊張、不眠が軽減したという効果が確認されている。

＜激ストレスへの対処法・基本編＞

・溶け合い動作法 

　溶け合い動作法とは、文教大学の今野義孝先生が開発したボディワークだ。脳性麻痺や自閉症に効果

があることが確認されているが、最近では不安やうつにも応用されている。不眠や不安、イライラが大きかっ

た被災者に実際筆者が教えて効果が高かった方法だ。基本を説明しよう。 

 

＜肩への溶け合い動作法＞（基本） 

1. ペアを組んで、一人がもう一人の人の後ろから首まわりに両手を置き、息を吐き「ピタッ」と言いなが

ら真下に5秒ぐらいかけて圧を加えていく（やさしく、包み込むような感じで）。

2. 両手は密着させたまま、「フワッ」と言いながら、5秒ぐらいかけてその圧を緩めていく。

3. 受け手は、呼吸と掛け声を合わせて、一緒に声を出していく。

4. 3分から5分継続し、ペアを変わる。

5. 身体のさまざまな部位でこの方法を行う。 

 

　難しいスキルもいらず、誰にでもできる簡単な方法だが、する方もされる方もとても気持ちがリラッ



クスできる。この方法は、どの部位でも可能だ。たとえば、地震や津波、放射能のことでイライラや怒

りが湧き、頭がきりきりしたり、重いときは、頭の側面に両手を当てて（頭を両手ではさんで）「ピタッフ

ワッ」をする。 

＜頭への溶け合い動作法＞ 

1. ペアを組んで、一人がもう一人の人の後ろから頭の左右の側面に両手を置き、息を吐き「ピタッ」と

言いながら5秒ぐらいかけて圧を加えていく（やさしく、包み込むような感じで）。

2. 両手は密着させたまま、「フワッ」と言いながら、5秒ぐらいかけてその圧を緩めていく。

3. 受け手は、呼吸と掛け声を合わせて、一緒に声を出していく。

4. 3分から5分継続し、ペアを変わる。

　また、PTSDでは前頭葉の血流が悪くなっているので、頭の額と後頭部を両手で挟んで「ピタッフワッ」を

すればよい。頭の前後と左右、両方で実施すると効果的だ。 PTSDでは、過覚醒により怒りっぽくなったり

攻撃的になることもよくある。そのような時は胸が文字通りむかついている。その際は、胸の付近と胸の反

対側の背中付近をはさんでの「ピタッフワッ」をすればよい。

＜胸への溶け合い動作法＞ 

1. ペアを組んで、一人がもう一人の人の胸の付近と胸の反対側の背中付近をはさんで両手を置き、

息を吐き「ピタッ」と言いながら5秒ぐらいかけて圧を加えていく。

2. 両手は密着させたまま、「フワッ」と言いながら、5秒ぐらいかけてその圧を緩めていく。

3. 受け手は、呼吸と掛け声を合わせて、一緒に声を出していく。

4. 3分から5分継続し、ペアを変わる。

　また、激しいイライラや怒りを数値化すると効果がさらに上がる。

＜イライラや怒りへの溶け合い動作法＞ 

1. 激しいイライラや怒りを感じていたら、その度合いを測定する（０～１０で最悪が１０、問題なしが０な

ら、今の状態は？）。

2. 親しい人に首から背中に両手を当ててもらい、呼吸を合わせながら息を吐き「ピタッ」と言いながら

押してもらい、「フワッ」と言いながら、その圧を緩めてもらう。

3. 受け手もイライラや怒りを感じながらでいいから、呼吸を合わせながら「ピタッ」「フワッ」と声を合わせ

る。

4. 5分ほど続ける。

5. 再度、その度合を測定し、効果を確認する。  

　激しいイライラや怒りを感じている本人が身体を動かすわけではないが、相手の温かい手の感

触、2人で声を合わせる一体感、筋肉の緊張がふっと緩む感覚が、激しいイライラや怒りを抱えられ

る程度の大きさにしてくれる。

・タッピング・タッチ 

　タッピング・タッチは、臨床心理士の中川一郎さんが、心理学と東洋の民間療法などを基に開発したボデ



ィワークだ。両手の指先で左右交互に相手の背中や腰、肩などをソフトにたたく。マッサージとは違い、指

先を軽く弾ませるだけ、とてもソフトなので疲れることもない。する方もされる方もトロンとするが、心身共に緩

む効果はかなり高い。中川さんは避難所で不眠に苦しむ人たちにこの方法を実際教え喜ばれたという（こ

の模様はNHKテレビの「ためしてガッテン」でも放映された）。

1. タッピング・タッチをすることが決まったら、まず相手の後ろに座る。ちょうどお風呂で背中を洗って

あげるような感じだが、正座でも良いし椅子に座りながらでもかまわない。椅子でする場合は、して

もらう人の背もたれがじゃまにならないように、背もたれが脇に来るように座ってもらう。腕をブラブラ

の準備体操も忘れずに！

2. 次に、相手の首から少し下がったところの、肩胛骨の内側の辺りに軽く手を添える（約５秒位）。 「こ

んにちは、これから始めるよー」って相手の体に知らせているような感じだが、このように触られるこ

とが苦手な人の場合はスキップしてもＯＫだ。

3. しばらくタッチしてから、手を置いた辺りからタッピングを始める。手と手の間に握りこぶしが一つ入

るくらいに距離をあけて、指先の腹を使って、かるく弾ませるように、左右交互に優しくたたいていく

（ タッピング）。タッピングの速さは、ゆっくりとした心拍の速さが基本。左右交互に均等に、1秒に左

右一回ずつ、またはもう少し遅いくらいの速さでする。この辺りはタッピング・タッチの基本になるとこ

ろなので、少し長目にする（約３０～６０秒）。

4. しばらくタッピングできたら、タッピングしながら、腰のほうへ徐々に下りていく。腰の辺りまで来ると

角度的にやりにくくなるので、少し前屈してもらうとやりやすくなる。 相手の後に立って、腕をブラブ

ラと振って、手の甲を相手の腰の辺りにポンポンとあてる「ゾウのはな」タッチも試してみよう。

5. 腰の所が終わったら、タッピングしながら徐々に上がっていき、肩のタッピングをする。する人は、椅

子でしている場合は立ち、床の場合は、ひざ立ちするとしやすくなる。 肩のタッピングは「肩たたき」

に似ているが、マッサージにならないように気をつける。タッピングの強さも速さも同じ。

6. 肩がしばらくできたら、首や頭もしてあげる。ここでも基本的には同じだが、弾ませたり叩いたりせず

に、左右交互にゆっくりと触れていくほうが心地よいようだ。

7. 一通りできたら、相手にして欲しい所など尋ねながら自由にタッピングしてみよう。硬そうな所や気

持ちよさそうな所を感じたら、そこを少し多めにタッピングしてあげると喜ばれる。　

8. 終わる前に、もう一度肩甲骨の内側のあたりに軽く手をそえる。始めるときにしたのと同じだが、今

度はタッピングの余韻を充分味わえるように 少し長い目に手を当てて静かにしている（30秒位）。や

ってもらうと良く分かるが、深い暖かさや安堵感が広がって、とっても気持ち良いひとときだ。

9. 最後に背中や腕を上下に気持ちよく数回さすって終わりにする。 楽しげに「よしよし」と言いながら

さすると、さらに楽しくなる。

10. 一通りする時間は、10～15分くらいかけて、のんびりとするのが理想的だ。もちろん、交代してお互

いしあうことを大切にしよう。 

 

　（「タッピング・タッチ―こころ・体・地球のためのホリスティック・ケア 」中川一郎著より。ネットでも図

入りで紹介されている） 

　だれにでもできる簡単な技法でありながら、「不安や緊張が軽減する」、「肯定的感情が高まる」、

「信頼やスキンシップが深まる」などの効果が認められ、被災地での対人援助にとても役立ってい

る。 



　この二つの技法は被災された方への援助の基本となる。なぜなら、まずはすごく簡単で誰にでも

でき、一度学べば（この本を読んで試しただけでも）、後は自分たちで実施できるからだ。後ほど詳

しく述べるが、うつにしろ不安障害にしろ、あらゆる心の病気は、①孤立すること、②生活リズムが崩

壊すること、から始まる。被災者の状況は、この２点から見てもしんどい状態にあることは歴然だ。 

　愛する家、家族を失い、避難所や仮設住宅でも慣れない中で閉じこもり気味になり孤立する。気

持ちよく眠り、気持ちよく食べ、気持ちよく身体が動くという生活リズムからはかけ離れた生活を強い

られる。そういう意味でも、激ストレスからの解放にはペアでするボディワークが重要になる。ペアで

触れ合うことで親密さや温かさを身をもって感じ、リズムよく身体を刺激されることで生活リズムが整

っていく。この二つの技法が基本となるゆえんだ。

＜激ストレスへの対処法２「地に足を着けるワーク」＞

　次に必要とされるのは、地に足を着けるワークだ。多くの被災者が、「いまだに揺れている感じがする」「何

だかふらふらして漂よっている感じ」「足に力が入らずすぐに倒れそう」などと、地に足が着いていない状態

を訴えていた。めまいや失立など、具体的な症状が出ている方もいた。そこで基礎ワークとともに重要なの

が＜地に足を着けるワーク＞だ。 

 

・ センタリング法 

　センタリングとは､身体の中心を感じることだ。身体の中心軸を感じられる効果は2点ある。第一に身体的

な効果だ。中心を意識できることで、まずは、姿勢がよくなる。姿勢が悪いと気分や思いまでがネガティブ

になりがちだ。そして、重心が垂直に下に下がるので地に足が着いたどっしりとした構えができあがる。 

　第二は精神的な効果だ。身体の姿勢や構えが変わることで気持ちの変化も起こる。姿勢がすくっと真っ

直ぐになり、顔や目も上を向くことで、気分もアップする。重心が足の裏にいくことで、リラックスしながらも、

どっしりと落ち着いた気持ちを保てるようになる。 

　さらには、自分という中心が抽象的ではなく、身体の意識として感じられるので、主体性や自己コントロー

ル感、自己効力感（ストレスに対処できるという自信）が養われる。 

　被災者で、地に足が着いていない、何だか自分が不安定でふらふらする、と感じる方には必須となるワ

ークだ。

1. 背筋を伸ばして立ちリラックスする。

2. 身体を真っ直ぐにしたまま、できるだけゆっくりと前傾する。

3. これ以上傾けられないという位置の手前で数秒保つ。

4. 同じ手順で後傾も行う。

5. 身体の中心の感覚を見つける。　

6. 中心の感覚を保持したまま、歩いてみる。

7. 中心の感覚を保持したまま、ペアで話し合ってみる。  

　この方法を通して、バランスを崩さずにどこまで中心から離れることができるかが分かり、バランス

を崩したときに中心の感覚を劇的につかむことが可能になる。 

　不安や怒りに圧倒されそうなときに、中心を意識することで、本来の自分をとり戻すことが可能に

なる。 

　さらには、中心位置を拡大することで、人生や生きる意味を探索する援助にもなるはずだ。どんな



ときでも中心を感じながら意識的に動いたり話したりできるようになれば、激ストレスからも徐々に解

放されるだろう。  

・バイオエナジェティック 

　バイオエナジェティックはアレキサンダー・ローウェンが開発したボディワーク・セラピーだ。身体が精神の

緊張に反映するという理論に基づき、呼吸法や運動などによってストレスや筋緊張を和らげようとする療法

といえる。その基本概念の一つに、グラウンディングと呼ばれるものがある。私たちは、足によって、大地

（＝現実）と接触しているが、多くは文字通り、「足が地に着いていない」。つま先立ちや足踏みなどの体操

によって、地面の上にどのように立つかが感情の一表現であることを意識させるセラピーだ。 

　バイオエナジェティックでは、地震や津波などの恐怖との関連で、下半身からエネルギーが引き上げられ

ると、グラウンディングがなくなると考え、それを吊りあがり状態という。足を大地に着けて、つまり現実に足

を着けて動く代わりに、非現実的な考えをもとに動いたり、ふわふわと何も考えられなかったり、めまいが起

きたりする。  

1. 膝を少し曲げ足を離して立ち、腰を支点に上半身を後ろに反らしてアーチを作る（数分）。この姿勢

をとると、自分の足が床の上にあるのを感じることができる。

2. 数分間この姿勢をとったあとで、前屈して指先を軽く床につける。この姿勢を数分保つと、膝腱（ハ

ムストリング筋）が伸びるので脚に不随意のバイブレーションが起きる。

3. この姿勢のまま、片足を床から離して後ろに伸ばす。バイブレーションが強くなり、足をより感じるよう

になる。交互にする。

4. 普通に立ち、両足の指先とかかとを同時に上げて、母指球で大地に触れ支えられている感触を感

じ取る。足の上で前後に揺れながら、実際に母指球からエネルギーが足を伝って腰にまで届くのを

感じることができる。

5. 普通に立ち、足の母指球にゴルフボールを当てる。ゴルフボールに体重をかけると強いエネルギ

ーが体に伝わり、時には実際に体が震え上がることもある。  

　強い痛みを感じることもあるが、この痛みによって体に強いバイブレーションが起こるので、痛みを

こらえきれなくなるまでゴルフボールに片足を乗せ、つぎにもう一方の足で同じことをする。これをそ

れぞれ２回行う。ゴルフボールを足からとると、自分の母指球をはっきりと感じることができる。

・足芯呼吸法 

　足の裏から息が出入りするイメージで深い腹式呼吸を続けると、地に足が着く感覚が養われる。深い腹

式呼吸はリラックスに関係する自律神経の副交感神経を活性化し、さらには意欲や自己コントロール感に

関係する脳内伝達物質セロトニンを活性化させるので、不安やうつの回復にも効果がある（呼吸法につい

ては第７章で詳述）。

1. 椅子に座るか、横たわる。

2. 足の裏を意識し、まずは口からなるべく細く長く１０秒ほどかけて息を吐く。その際、足の裏から気に

なること、不安、緊張がすべて出て行くとイメージする。

3. 吐き切ったら、鼻から３秒ほどで息を吸う。その際、足の裏から大地の元気なエネルギーが身体に

入ってくるとイメージする。

4. 足の裏を常に意識しながら以上の呼吸を１０分から１５分繰り返す。



・溶け合い動作法によるグラウンディング 

　前述した溶け合い動作法の１技法としてグラウンディングワークがある。

1. ペアを組んで、一人がもう一人の人の右足の指の部分のみ両手で挟み、息を吐き「ピタッ」と言いな

がら5秒ぐらいかけて圧を加えていく（やさしく、包み込むような感じで）。

2. 両手は密着させたまま、「フワッ」と言いながら、5秒ぐらいかけてその圧を緩めていく（２～３分）。

3. 次いで、片方の手を右足の足首に置き、もう片方の手は右足の土踏まずに置く。息を吐き「ピタッ」

と言いながら5秒ぐらいかけて右足の土踏まずに置いた手を受け手の膝の方に１,２センチだけやさ

しく押していく。

4. 両手は密着させたまま、「フワッ」と言いながら、5秒ぐらいかけてその圧を緩めていく（２～３分）。

5. 左足にも同様のワークをする。

6. ペアを変わり、同様のワークをする

・トラウマリソース研究所によるトラウマ回復モデル 

　トラウマリソース研究所では実際に被災地に行き、多くの被災者、援助者にトラウマ回復モデルのプログ

ラムを指導した。その中でのメインのエクササイズがグラウンディングだ。 

　地震と津波後、多くの生存者は「地震ショック」とも呼ばれる体験をする。大地が今でも揺れている感覚の

ことだ。それにより呼吸や心拍が速くなったり、胸の痛みが起きたり、めまいがしたりとさまざまな身体症状

が起こる。グラウンディングエクササイズによって「地震ショック」を和らげ消滅させることもできる。

1. 楽な姿勢を見つける。

2. 床、椅子、ソファがいかにあなたの身体を支えているかに気づく。

3. 身体中で最も支えられている感じがする部分に気づく。

4. 身体がいかに支えられているかに注意を向けながら、自分の内側で何が起きているかに気づく。

5. あなたの気づきを足に向け、地面がいかに足を支えているかに気づく。

6. 再び、内側に何が起こっているかに気づく。

7. もし不快な感覚に気づいたら、身体の中で普通な感じがしたり、少しでも楽な感じがする部分に注

意を向ける。

8. 身体全体に注意を向け、このエクササイズを始めてからより楽に感じたり、普通な感じになった感覚

に気づく。エクササイズを終えるにあたり、少し時間を取ってそれらの感覚に気づいてみる。 

 

・ホールボディ・フォーカシング 

　フォーカシングとは、胸が何となくモヤモヤする感じ、おなかが煮えくりかえる感じなどの何だか分からな

いけれど意味のありそうな自分の身体の内部の感覚に焦点を当てることで、さまざまなことに気づいていく

心理療法だ。ホールボディ・フォーカシングは、より身体の感覚に焦点を絞り、その感覚から身体の動きへ

と気づきのプロセスを進めていく。 

　ホールボディでは「地に足を着けている感じ（grounding）」と、「自分が今、そこにいて感じるかんじ

(presence)」を大事に扱う。たとえば、津波や地震で文字通り『足下をすくわれる』ような思いをすると、人は

誰でも不安定になる。浮き足立ちながらの行動ではうまくいかないことが多いだろう。地に足が着いている

感じは、自分が自分を見失わないために、自分にとって最適な行動を選択するために不可欠なことといえ



る。PTSDや激ストレス状態のときは、間違いなく地に足が着いていない状態に襲われる。 

　ホールボディ・フォーカシングは、自分の中にわき上がってくるさまざまな感情と「地に足を着けた感じ

（grounding）」の両方を、意識的に感じとるようにしていく方法だ。

1. 両足を肩幅に広げ、やや膝を曲げてすくっと立つ。

2. 足の裏に意識を向け、地に足を着けている感じを十分に味わう。

3. 地に足を着けている感じを味わいながら、今の身体の内部を感じる。

4. もしも、なにか動きたい感じがあるなら、その動きに従う。 

（実際に、ダンスのように身体を動かしたり、動きたい方向に歩いてもよい。その際に身体の内部で

何を感じるかに気づいていこう）。 

　 両方を感じると、自分にとって安全で最適なボディセンス（自分の意思というよりも、身体が勝手にそうな

ってくれるみたいなもの）が出てきやすくなる。生じてきたその感覚に寄り添い付き合っていくことで、ホー

ルボディ・フォーカシングをする前には得られなかった、新しい身体感覚を得たり、心身が解放されたすっ

きり感を感じる場合がある。 

　以上の＜地に足を着けるワーク＞は、やさしい順に並べてある。上から順に試してみて、一番地に足が

着く感覚が早く身に着く方法を見つけ、毎日継続してほしい。もちろん、被災者や援助者でなくても、激スト

レスに晒されている方にも効果があるのでぜひ試してほしい。しっかりと地に足を着けて立ち歩くことで、リ

ラックスしながらも、どっしりと落ち着いた気持ちで生活することが可能になる。さらには、自分という中心が

身体の意識として感じられるので、受動性から解放され、主体性や自己コントロール感、自己効力感が養

われていくのだ。

＜PTSD、急性ストレス障害への対処法＞

・EMDRとTFT　 

　トラウマ（心的外傷）がある場合（PTSD、急性ストレス障害）のいても立ってもいられない不安、イライラ、怒

りには、薬物療法のほかにEMDR（眼球運動による脱感作法）や暴露法という心理療法が効果があるとされ

る。PTSDと急性ストレス障害の症状とは、前述したように、過去の強度のストレス（地震、レイプ、交通事故

など）シーンが、強烈なイメージとして何度も蘇り（フラッシュバック）、不安や恐怖に圧倒されて、不眠や同

じような状況への過剰な反応が起こる点があげられる。そのような症状が１ヵ月以上持続した状態がPTSD

で、１ヵ月以内の場合は急性ストレス障害という。 

　これらの障害の場合は、眼球運動によってストレスにまつわる不安や恐怖を軽減するEMDRや暴露法（第

１０章の強迫性障害の項で解説）という心理療法が効果的というエビデンスがあるので、この方法を実施で

きる精神科医や臨床心理士に相談するのが一番だ。なお、EMDRは副作用が生じる可能性があるので、

EMDRを扱う資格をもっている精神科医や臨床心理士に必ず相談するようにしよう。 

　ただし、非常に軽いトラウマや近くにEMDRを実施できる精神科医や臨床心理士がいない場合、以下の

ＴＦＴ（思考場療法）を試してみてほしい。副作用はほとんどなく、自分でも実施可能だが、何回か試して効

果がなかったらやめること。



1. 不安、恐怖、怒り、イライラなどを０～10で評価する（10が最悪、０が問題なしで、今の状態はいくつ

か？）。

2. 「不安、恐怖、怒り、イライラを受け入れます」と心の中でつぶやきながら、左胸あたりをこする。

3. まゆ頭の２箇所を両手の人差し指と中指の2本で交互にトントンと10回叩く。

4. 両目の下の２箇所を両手の人差し指と中指の2本で交互にトントンと10回叩く。

5. 両わきの下（アンダーバストのあたり）の２箇所を両手の人差し指と中指の2本で交互にトントンと10

回叩く。

6. 鎖骨の内側の2点から2センチ下、2センチ外の2箇所を両手の人差し指と中指の2本で交互にトント

ンと10回叩く。

7. 左手の小指と薬指の付け根を右手の人差し指と中指の2本でトントンとずっと叩きながら

a. 目を閉じる

b. 目を開けて右下を見る

c. 左下を見る

d. 右回りに目をぐるっと回す

e. 左回りに目をぐるっと回す

f. 好きなメロディをハミング（５～10秒）

g. １～５まで声に出してゆっくり数える

h. 好きなメロディをハミング（５～10秒）

8. ３.から７.までを５回ほど繰り返す

9. 再度、不安、恐怖、怒り、イライラなどを０～10で評価する 

　評価が０にならなくても、２から３までに下がっていれば、OKだ。もしも下がらない場合は、この方法は合

わないから、やめたほうがよい。万が一、途中で気持ちが悪くなった場合もやめるように。 

この方法を使用して、効果のあった急性ストレス障害の事例 

・家の前に工事中のマンションがあり、風の強い日の深夜に工事の部品が飛んできて２階の窓を突き破っ

た。その部屋に寝ていた小学５年生に幸い怪我はなかったが、その日以来、そのときの状況が蘇り、風の

音や物音に敏感になり眠れない日が続いた。 

引っ越しても、症状が続き急性ストレス障害と診断された。近くにEMDRを実施できる精神科医や臨床心理

士がいなかったので、筆者が母親に上記の方法を教え、子どもが怖がるたびに実施してもらった。毎回５

回繰り返すと、子どもの評価は０になり、１週間で恐怖から解放された。その後リフォームした同じ家に戻っ

たが、症状は出ていない。 

　このケースでは、一度だけ母親と子どもに面接し、その場で母親から子どもへのTFT療法をしてもらい、

効果を実感してもらった。後はホームワークで、子どもが実際に怖がるごとに母親に実施してもらうことで、

急性ストレス障害が改善した。

＜フラッシュバックへの神田橋先生の処方＞

　個人的には一番信頼できる精神科医、神田橋條治先生のフラッシュバックへの処方を紹介しよう。 



1. 漢方の四物湯（シモツトウ）と桂枝加芍薬湯（ケイシカシャクヤクトウ）。ツムラでいうと、71番と60番。

これを合わせて１日１回～２回、ひどい人は３回飲ませると、フラッシュバックは１～２ヵ月で随分軽く

なる。

2. バッチの「フラワーレメディ」の中の「スター・オブ・ベツレヘム」。この適応は「過去にショックを受けた

り、何かつらい目に遭ったりして、それを引きずっている人」なので、ぴったりだ。

3. 漢方は飲めない人には、ピモジド（オーラップ）。オーラップの１ミリの１/４錠ないし１/２錠を寝る前

に。これが、四物湯、桂枝加芍薬湯の代わりになる。

4. 子どものフラッシュバッックの場合、まず本人の左手を机の上に置き、その上に右手を重ねる。その

上に、お父さん、お母さんやら、家族の左手、右手、左手、右手と置いていく。数が多いほどいい。

夕食の前か何か、家族ができるだけたくさん集まっているときに、友達でも何でもいいから集まって

もらい、それを３０秒してもらう。黙って、何も考えなくてもいいから、ただこうするだけで楽になってい

く。

5. 頭の側頭部に両手を重ねる（右の側頭部には左手の平を置き、その上に右手の平を重ねる。反対

はその逆）。手を８の字に回す。最初回しやすい方向だけを回し、ときどき反対回しもしてみて、両

方が同じになったら終了。 

＜日常生活でのPTSDへの対処法＞

1. ７時間睡眠を確保する。７時間以下だとPTSD発症に有意な差が出る。

2. 食事をきちんと取る。特に意欲や衝動のセルフコントロールに関係する脳内伝達物質セロトニンが

重要なので、セロトニンを活性化させるバナナやヨーグルト、納豆、豆腐、ごま、鰹節、カシューナッ

ツ、ピーナッツ、しらす干し、わかめ、牛乳、プロセスチーズ、赤身魚などを意識的に食べる。食欲

がない場合はバナナだけでも食べると効果がある。

3. 過覚醒（不眠、イライラ、興奮、怒り）の対処法としてリラクセーション法を毎日トレーニングして身に

着ける（リラクセーション法については第６章以下で詳しく説明）。

4. 生活習慣を改善する。特に寝つきが悪いからといってアルコールを飲むのは逆効果。早起きして朝

日を浴びる。ウォーキングなど２０分程度の適度な運動をする。 

　これらは、PTSDだけでなく、うつにも不安障害にも、また健康のためにも効果的なので、ぜひ毎日

のライフスタイルの中に取り入れよう。ただし、PTSDの疑いがある場合の第一優先は、精神科への

受診だ。フラッシュバックや過覚醒など前述した5項目が当てはまるようなら、まずは精神科医に相

談しよう。 

　また、PTSDにまで至らなくても、一番多く見られた症状はうつである。うつについては第９章で詳

しく説明してあるので、そちらを参照してほしい。パニック発作の訴えも何人もの被災者から伺った。

こちらへの対処法は第８章で詳しく説明してある。



第2章 激ストレスに対する態度

　激ストレスに対する態度をきちんと決めることはすごくシンプルだし、非常に重要だ。基本はストレスを単

純に二つに分けて明確にすること。そのために、まずは「今抱えているストレスは変えることができるか？」と

自分に問いかける。 

 

　　YESの場合　→変えてみよう 

 

　　NO の場合　→受け入れよう 

　まずは、このように分けて考えることが重要になる。3・11のことで考えてみよう。地震や津波で家が流され

最愛の人を失ったこと。原発からの避難強制地域で家を放棄せざるを得なかったこと。このことは変えるこ

とができるか？　と問えば答えはNOだろう。 

　何十年も馴染んだ家は戻ってこないし、最愛の人も戻らない。東電や政府が悪いに決まっているが、避

難せざるを得なかったことは変えられない。それ故、どんなに辛くてもどこかで受け入れざるを得ない。しか

し当然ながら、受け入れられるまでには相当の時間がかかるだろうし、頭では分かっていてもどうしても受

け入れられない、受け入れたくないと思うのが、3・11のケースだろう（地震・津波以外でも、最愛の人を事故

や病気、自殺で失った場合も同様）。しかし、それでも、少しでも受け入れやすくする工夫はいろいろある

し、試してみる価値はある。この本は、ある意味ではそのためのノウハウを伝えようとするものだ。 

　では、津波で流された家を復興したい、強制避難で家族がバラバラになったが一緒に暮らしたい。いず

れ故郷に戻りたい。こちらの問題は変えられるか？これは程度の問題はあっても恐らくYESだろう。といって

も、もちろん、この後はそれほどやさしくはない。変えることができるとしても、さまざまな工夫や勇気、周りか

らのサポートも必要だろう。 

　汚染除去や復興を少しでも早くするよう自治体や政府に執拗に働きかける、場合によっては脱原発のデ

モに参加して訴える、自分達でアイデアを出し支え合いながら解決策を模索する、などさまざまなアプロー

チをしながら変える努力をすることが必要になる。 

　それ程激しくない一般的なストレスの場合、この区分けはさらに重要だ。というのも、ほとんどの人は、変

えることができず、どうにもならないストレスについて、あれやこれや悩み延々と心配し続けることで、辛さが

増加し維持されてしまうという泥沼に入ってしまうからだ。 

　いずれにしても、どんなストレスの場合も、シンプルに自分の抱えているストレスは変えることが可能か、

不可能かを見極めることが最初のステップとなる。変えることができる問題については、とことん考え悩み、

あらゆる選択肢を検討した上でベストと思われる方法を選び、変化に向けて行動しよう。 

　しかし、変えられない問題については、あれやこれや一日中考え悩むこと自体がさらなるストレスを生ん

で悪循環になるので、どこかで線を引き、その後は何とかしようともがかずに（どうにもならないのだから）、

受け入れる工夫をするのだ。

＜受け入れる工夫＝喪の作業(mourning work)＞



　3・11などの場合、その災害によって自分自身も直接被害を受けたが、同時に肉親や親しい友人を亡くす

ことになると、いわゆる二次的被害者にもなる。親密だった身近な人の死は、自分が思っている以上にその

後の回復に影響を与える。 

　中でも、亡くなったかどうか確認できなかったり、行方不明のまま遺体が見つからなかったりする場合に

は、その死をきちんと受入れられず、否認し続ける人も少なくない。これは、地震や津波だけでなく、突然

の事故や事件に巻き込まれ、肉親を奪われてしまった場合も同様だ。こうしたケースでは、PTSDの症状が

長引いてしまうこともある。 

　そのため、亡くなった人たちを弔う＜喪の作業(mourning work)＞が必要になる。指針は以下の10点だ。

1. どのような感情もすべて受け入れよう。 

　死別によって、いろいろな感情が次々とわいてくる。悲しみ、後悔、不安、怒り。こんな感情を持っ

てはいけないという感情はない。自分を責めてはいけない。どんな感情が湧いてきても、OKだ。

2. 感情を外に表そう。 

　涙を流してもいい。大声を出してもいい。落ち込んでいてもいい。無理に感情を表現する必要もな

いが、無理に抑えることもない。普段とは違い大切な人を亡くしたのだから感情を出してもよいの

だ。

3. 悲しみが一夜にして癒えるなどとは思わないように。 

　死別の悲しみがいやされるまで、残念ながら時間はかかる。少しずつ、少しずつ、癒されていくし

かない。覚悟しよう。

4. 家族とともに悲しみを癒そう。 

　家族、親戚とともに、思い切り泣こう。共に思い出を語ろう。

5. 孤独の世界へ逃げ込むのは、悲しみを癒す間違った方法。 

　深い悲しみの中で、一人になりたいと思うこともあるだろう。でも、深い悲しみの中で一人になると、

ろくなことを考えず深刻になるばかり。誰に何を話しても、現実は何も変わらない。でも、誰かと一緒

にいて、誰かと共に泣き、共に話をすると、不思議なことに心が軽くなる。悲しむのは良いことだが、

悲しみに飲み込まれないように。

6. 友人は大切な存在。 

　親しい友達と話し合って、あなたの気持ちを聞いてもらうように。

7. 自助グループの助けを借りて、自分や他の人を助けよう。 

　あなたの気持を他人には簡単には分かってはもらえないだろう。でも、同じ体験をしている人な

ら、もしかしたら、わかってもらえるかもしれない。時には専門家のアドバイスよりも、大きな力になる

かもしれない。

8. カウンセリングを受けることも、悲しみを癒すのに役に立つ。 

　必要であれば、専門家の力も借りよう。人に相談することは、あなたの弱さの表れではなく、乗り越

えようとするあなたの勇気の現れだから。

9. 自分を大切に。 

　真実の自分に気づくために一人だけになる時間を持つことも大切だ（ずっと一人はよくない）。あ

なた自身が自分というものを大切にしないかぎり、あなたを真に大切にしてくれる人はだれもいない

からだ。



10. 愛する人との死別という苦しい体験を意味ある体験に変えるよう努力しよう。 

　あなたの最愛の人が生きていれば、あなたにこのように生きて欲しい、このように人を愛してほし

い、このように奉仕してほしい、と期待したであろうその期待に応えられるような生き方をしようと決心

してみよう。もちろん、すぐになんかできるわけがない。でも、あなたならきっとできるはず（と、あの人

も思うのではないでしょうか）。 

（『愛する人を亡くした時』、E.A.グロルマン・日野原 重明より）

＜喪失と悲嘆のプロセス＞

　また、喪失と悲嘆のプロセスにはいくつかの段階がある。さまざまな心理的な説があるが、おおよその共

通のプロセスは以下の通りだ。

1. パニックのようになって何も考えられない段階

2. 現実を受け止められず、亡くなったという事実を否認して、苦悶する段階

3. 自分が悪かったのではないか、申し訳ないと自責後悔する段階

4. もはや戻らないのかと絶望し、うつ状態、無気力状態になる段階

5. 次第に現実を直視し始める段階

6. 現実を受け入れ、「死者の分まで生きよう」と少しずつ希望の光を見出し、自立を考える段階

　もちろん、心は激しく揺れ動いていくから、１.から６.までを行きつ戻りつを繰り返すのが普通だ。周りにい

る方、援助する方は、その方が今どんな段階にいるのかを理解することも重要になる。その方が今、静かな

孤独を求めているのか？温かな他者とのかかわりを求めているのか？を理解することで、想いを受け止め

ることが可能になるからだ。無理に話を聞きだしたり、気持ちを聞いたりするより、深い苦しみを受け止めて

一緒にただ側にいてあげることが何よりも重要だ。 

　喪失と悲嘆のプロセスが進んでいくための基本は、ともかく思い切り悲しむこと、泣きたいだけ泣くことだ。

涙が出ることで、うつに関係のあるセロトニンが増加することが分かっているので、涙が枯れるまで泣きたい

だけ泣くのを自分に許してあげることが第一ステップになる。 

　できれば一人で泣く時だけでなく、家族、親しい友人とともに泣く時間をたくさん持つことが回復を早め

る。人によって違うが、この期間は最低でも半年ぐらいは必要になるだろう。 

　そして、次のステップとしては、悲嘆の時間を区切っていくことを勧めたい。たとえば、１日のうち３時間だ

けは他のことは一切せず、悲嘆の作業のみに集中する。ただただ思い切り悲しみ、思い切り思い出に浸

り、思い切り泣く。それ以外の時間は、できるだけ目の前のやるべきことをやるように区切りをつける。区切り

のつけ方はこの後詳しく述べるリラクセーション法等を使えばよい。 

　すると段々と、２時間、１時間と、この時間を少なくしていくことが可能になる。そうなると、次は週２回、土

日のお休みの日に２時間だけ悲嘆の時間を作るようにする。この頃には、喪失と悲嘆のプロセスの第５段

階に入れるようになるだろう。

＜ロールレタリング（役割交換書簡法）による喪の作業＞

　ロールレタリングとは、自分から他者に、また他者の立場から自分に手紙を書くという、手紙（往復書簡）

を媒介として、自己と他者の役割を転換し体験する心理療法だ。文章を作るというより、自分の話し言葉や



普段使いなれている言い方で、感じたことや思ったことを自由に表現するもので、現実をしっかり洞察し整

理することが可能になる。 

　カフカのエピソードにロールレタリングの原型がある。カフカが公園を散歩していたら、小さな女の子が大

切な人形をなくしてしまった、と泣いていた。カフカはその子に人形からの手紙を書いてあげた。最初の手

紙は「私はいつも同じ家族の中で暮らしていると退屈なので、旅に出ました。でも、あなたのことは好きだか

ら毎日手紙を書きます」というもの。そして、実際カフカは見ず知らずの女の子に毎日手紙を書いた。 

　３週間ぐらい続けて、最後に「私は素敵な青年と知り合ったので結婚します。だからもうあなたにお会いす

ることはできませんが、あなたのことは一生忘れません」という別れの手紙を書く。人形からの手紙を受け取

り続けることで、彼女の悲しみは癒されていった。 

　この方法を、喪の作業にも応用してみよう。初期段階でも本人が実施してみたいと思えば可能だが、通常

は、喪失と悲嘆のプロセスの５段階に入る段階でないと難しいかもしれない。

1. 亡くなった家族や友人に向かって手紙を書く。

2. 亡くなった家族や友人になったつもりで、その手紙に返事を書く。

3. １.と２.を繰り返す。

　また、子どもが大切なもの（ぬいぐるみ、写真、おもちゃなど）を失った場合、カフカのように親がその大切

なものになったつもりで、子どもに手紙を何通も書いてあげる。そして、書けるようならもちろん、子どもから

の返事も書いてもらう。 

　ロールレタリングには以下の効果が挙げられている。 

1. カタルシス(自浄)作用

2. 自己カウンセリング

3. 文書による思考・感情の明確化

4. 対決と受容による自我の統合

5. 自己と他者双方からの獲得

6. ロールレタリングによるイメージ脱感作

7. 非理論的、自己敗北的な思考・感情に気づく

　さらには「私→10年後の私への手紙」「10年後の私→現在の私への手紙」というロールレタリングも援助に

なる。ぜひ試してほしい。

<フランクル心理学>

　自分も被災して大変な上に、大切な人を失なってしまった辛さは想像を絶するものがある。喪失と悲嘆の

プロセスで1から4に進んだ段階では、うつ状態になるのもある意味では自然なことだ。「生きていてもしょう

がない」「生きる価値がなくなった」と絶望せざるを得なくなるのも、うなずける。 

　そんなときに、アウシュビッツを生き延びた精神科医フランクルの心理学や哲学が役に立つかもしれな

い。フランクルは誰にでもどんな辛い時にでも（アウシュビッツで殺される立場にいる時でさえ）、生きる価値

は常に与えられ、発見されるのを待っていると考える。 

　フランクルによれば、人間には三つの価値領域があるという。 



1. 創造価値　何かを行うことによって，つまり活動し創造することによって実現される価値のこと。その

人になされるのを待っている仕事、その人に創造されるのを待っている芸術作品などが創造価値

だ。

2. 体験価値　何かを体験することによって実現される価値のこと。自然の体験、芸術の体験、人を愛

する体験、人に奉仕する体験など、世界から何かを受け取ることによって実現される価値だ。美し

い自然を見て、美しい音楽や絵を眺めて、山頂を極めてなど、その瞬間に「生きていてよかった」と

しみじみ感じられる際に表現される価値だ。 

　この「体験価値」は様々な体験を含む幅の広い概念だが，特に「人と人とのつながり」の体験がキ

ーポイントになる。収容所仲間で「外国でたった一人の妹が自分の生還を信じて待っている」と考え

たことが大きな生きる意欲につながった人がいたという。

3. 態度価値　自分自身ではどうしようもない状況、変えることのできない運命に直面した時に対して取

る態度によって実現される価値のこと。「この態度価値が存在することが人生が意味を持つことを決

してやめない理由である」とフランクルは言う。 

　創造価値と体験価値の両方を奪われてしまっても態度価値だけは奪われることはないという、一

番重要な価値だ。フランクルは次のような例をあげている。 

　重い病に冒され、今夜には死が訪れることが分かった人が、死の間際に医師に「激痛であなたを

呼び出し安眠を奪わないように、今のうちにモルヒネ注射を済ませておいてください」と言った。人

生の最後の数時間さえ周りの人を思いやる気持ち、これこそが態度価値だ。 

　人生には、まさに死の瞬間まで意味があるということ。息を引き取るその瞬間まで、その人によって

「実現されるべき意味」はなくなることがない。ついに人生が終わるその時まで、「意味」は絶えず送

り届けられ、その人に発見されるのを「待っている」のだ。 

　また、フランクルは、「幸福のパラドックス」という提言をしている。自分の幸福を追い求め続ける人

間は、結局のところどこまで行っても真の幸福を手に入れることはできないというパラドックスだ。自

分病にもつながるコンセプトだろう。 

　「私は何をしたいのか？」「私の生きる意味は何か？」という問いの立て方こそが、実は「心のむな

しさ」を生み出す元凶だとまで考えるのだ。そこで、フランクルは、その問いを全く逆にする。 

　「この人生はあなたに何を求めているのか？」、「何があなたのことを必要としているのか？」、「誰

が今あなたを必要としているのか？」と問うのだ。この問いに答えるための手がかりが前述した「三

つの価値領域」なのだ。 

　「亡くなられた方も含めた宇宙は、自分に何を求めているのだろうか？」「こんな理不尽な目にあっ

ているが、人生は、世界は、私にどんなメッセージを送っているのであろうか？」 

　もちろん、喪失と悲嘆のプロセスの１～４段階にいる方は、「こんな風になんか考えられないよ」と

言うかもしれない。哀しむだけ哀しむ、涙を流すだけ流す段階では、もちろん、こうした工夫は難し

いだろうし、そうしなくてよい。 

　ただ、その段階でも24時間哀しむ通すことはできない。哀しみ、絶望にも少しだけ隙間がふっと訪

れる時があるはずだ。そんな時、こんな風に問うことを知っているだけでも力になるはずだ。そして、

第５段階から６段階にかけては、このような問いかけで、絶望は少しづつでも希望に変わる契機に

なるかもしれない。絶望や危機は、自分を見つめ直し、豊かに成長するためのチャンスでもあるの

だ。



＜大きな視野で生命を考えてみる＞

　時には、ものすごく大きな視野で考えてみることも受け入れる工夫として、役に立つかもしれない。筆者は

苦しい時、辛い時によく以下のようなことを考える。 

　一つは、時間軸をもっともっと長いスパンで大きく捉えてみることだ。たとえば、地球に生命が生まれたの

が約36億年前だ。気候の変動で、奇跡的といえる確率で生命が生まれ生きられる環境が整い、単細胞の

バクテリアがたまたま生まれた。私たちの生命の故郷は実はバクテリアなのだ。 

　バクテリアはミトコンドリアという形に進化して私達の細胞の中にも存在し私達の生命を支えてくれてい

る。 

　ミトコンドリアは、私たち人類が、現在の姿かたちに進化してきた過程で、細胞内に取り込まれた微生物

だ。その一番重要な働きは、エネルギーを作り出すこと。つまり生命の根幹を司るのがこの微生物ともいえ

る。 

　つまり、バクテリアから36億年もの間命が引き継がれてきた結果として私たちが今ここに存在している。私

たちのDNAには36億年の生命の歴史がすべて息づいている。 

　実際胎児が成長する際、母親の胎内で魚類から両生類、爬虫類、哺乳動物へと生命の歴史をそのまま

繰り返して誕生するのだ。『胎児の世界』（三木成夫・中公新書）を読むと、私たちの体や生命がいかに命

の歴史を刻印し奇跡に満ちているかがよく分かって感動する。つまり、筆者は64歳だが36億64歳ともいえ

るわけで、ただこの命を全うするだけでも、存在するだけでも（Being）命をつないでいく役目を果たしている

ともいえる。 

　亡くなられた大切な方も、この世にあなたと一緒に存在したことだけでも命をつないでいく役目を十分に

果たしたともいえるだろう。そう考えると、あなたも、存在するだけで十分価値がある。命をつないでいるの

だから。 

　もう一つ、空間軸でも大きく捉えてみることが必要になる。私という存在は、私だけでは存在していない。

この空間、大地、酸素、植物、水、宇宙がなければ一時も生きられない存在だ。また、他者との温かいつな

がり、自分の心身との温かいつながり、自然や世界との温かいつながりがなければ、生きるのはかなり困難

にもなる。つまりさまざまなつながりによって生かされているのが私たちだ。 

　亡くなられた方も、ある意味では宇宙のエネルギーとなって私たちとつながっている。風になり雲になり花

になって私たちとつながっていると考えられるのだ。 

　実は、ほとんどの心の病気は「自分が」「自分が」という、自分を世界の中心に据えて自分にこだわる＜自

分病＞だ。私とはつながり、しかも自然や世界との温かいつながり、という視点があれば、自分を閉ざしてし

まうのではなく、少しずつでも、大きなものとのつながりを回復し、自分を開いていくことで、哀しみ、寂しさ、

絶望から解放されていくかもしれない。 

　私の大好きな道元は、「自分の心の意識を持ってこの世の成り立ちを知ろうとするのが迷い、この世の成

り立ちの中に自分自身の成り立ちを求めるのが悟り」と述べている。このように、時間的にも空間的にも、も

のすごく広い視野で自分をとらえることを時々でもすると、哀しみに閉じ込められてしまった自分を相対化、

対象化でき、亡くなられた方の分も豊かに生きよう、という意欲が湧いてくるだろう。そのことを体感するため

のツールとしては、座禅（瞑想）やヨガや呼吸法が大きな力を発揮すると思うので、第７章以下で詳しく述べ

る。 



第3章 ストレスと上手に付き合うために

　

＜ストレスとは？＞

　ストレスという言葉は、もともとは物理学・工学用語で、ある物質に外部から圧力が加えられ、物質がゆが

んだ状態のことである。圧力Pressure、強烈さEmphasisを意味する。つまり、ストレスとは、生物学的には何

らかの刺激によって生体に生じた歪みの状態を意味している。私達の身体は常に刺激にさらされている

が、それらの刺激に反応することによって身体の恒常性（ホメオスタシス）を保っている。しかし、刺激が有

害なもので生態が反応する範囲を超えるとホメオスタシスが部分的に壊れてしまう。この状態がストレスと呼

ばれる。  

　また、ストレスという用語は有害な刺激によりもたらされた状態を表す以外にも、有害な刺激自体に対して

も用いられることがある。これらは以下のように呼ばれ区別される。 

 

　　・有害な刺激＝ストレッサー 

 

　　・ストレッサーによりもたらされた状態＝ストレス反応 

 

　そして、ストレスに対処すことをコーピングと呼ぶ。詳しくは第12章で述べるが、コーピングとはストレスをな

くすことではなく、コントロールして自分で抱えることができるようにすることだ。ストレス自体は残っていても

問題にはならない状態ともいえる。 

　健康とはWHOによれば「身体も心も社会的にも単に病気がない状態ではなく、Well Beingな状態」と定義

される。つまり主体的にストレスをコントロールできていて積極的に創造的に生きている状態だ。そのため

にはストレスの理解とコーピングが必須となる。援助者なら、まずは自分のストレスをコーピングできた上

で、その体験を困っている人に教えることが重要だ。 

　「援助者は自分の器以上の援助はできない」という原則がある。援助者が心身共に柔軟で余裕がなけれ

ば、ある意味で愛が溢れていなければ、他者に何かを与えることはできないからだ。器を大きくするために

もストレスの理解とコーピングが必須となることはいうまでもないだろう。

＜ストレスの起源＞

　1930年代後半、セリエはストレスを「外界のあらゆる要求によってもたらされる身体の非特異的反応」と定

義。生物的なストレスのメカニズムに焦点を当てた。これ以降、心理学を含むさまざまな領域で「ストレス」と

いう概念が用いられるようになった。 

　セリエは、伝染病罹病者の初期症状として、脾臓と肝臓の肥大，扁桃腺の炎症、皮膚の発疹などが共通

して見られること、ホルマリンを注入された動物から副腎皮質肥大、胸腺・リンパ節・脾臓の萎縮、十二指腸



の出血と潰瘍化が観察されたことによって，有害作用因に曝された生体には、次の３症候が共通して出る

ことを検証した。

1. 副腎皮質肥大（ホルモン系）

2. 胸腺・リンパ節・脾臓の萎縮（免疫系）

3. 十二指腸の出血と潰瘍化（自律神経系）

＜汎適応症候群＞

　この３つの症候はあらゆる有害環境に置かれたあらゆる生体に共通する一般的症候群であることから、こ

のように名付けられた。汎適応症候群は、時間とともに３相を経て進行する。

1. 警告反応期：ストレッサーが加えられた直後に一時的に身体の抵抗力が低下するショック相（体温・

血圧・血糖値の低下、白血球・リンパ球減少、筋緊張低下）と、それに対する防衛反応として抵抗力

が高まり始める反ショック相（体温・血圧・血糖値の上昇、白血球・リンパ球増加）からなり、ストレッサ

ーに抵抗するための準備体制が整えられる。

2. 抵抗期：ストレッサーに対する抵抗力が正常時を上回って増加し、維持される時期。外的刺激に抵

抗して一定の安定が保たれている。

3. 疲はい期：さらにストレッサーが持続すると、抵抗力は再び低下し、ショック相が起こる。副腎皮質の

肥大によって血圧が上昇、胸腺・リンパ節・脾臓の萎縮によって免疫力の低下が起こり病気に罹患

しやすくなる。生体はストレッサーに耐えきれなくなり、さまざまな不適応が生じる。 

　　　　　　　　

＜程よいストレスはむしろ人生のスパイス＞

　つまり、ストレスはある意味では誰にでも起こる自然な反応であり、SOSのサインであり、そのサインを見逃

さなければ、抵抗力がつくチャンスでもある。疲はい期にまで至らないよう、抵抗期の段階でのんびりしたり

リラックスしたりすることでストレスをコントロールすれば、なんの問題も生じない。 



　一見「ストレスはよくない、少しでも減らし、なくさないといけない」と多くの人は勘違いしているが、ストレス

自体は感情と同じくニュートラルで、激しさ次第、受け止め方次第で良くも悪くもなる。上手に対処し付き合

えば、むしろセリエがいうように、人生の程よいスパイスにもなるのだ。実際、定年を迎えて強制的には何も

しなくてよく、経済的にも問題なく、一見あらゆる束縛やストレスからすっかり解放された羨ましい友人が筆

者の周りにたくさんいる。 

　しかし、ボランティアや多彩な趣味など、日々するべきことがある人は問題ないが、「何もしないでのんびり

しよう。こんなに幸せなことはない」というタイプの人は、半年もすると徐々に退屈さとだるさに襲われてくる

パターンが多い。何もストレスがなく、何もしないことで、却って気力も体力も低下して引きこもるようになり、

生きる力が衰えて極端になるとうつ状態に陥ってしまうケースさえたくさんあるのだ。ストレスがあった日々

が懐かしいとさえ彼らはいう。程よいストレスは悪くないのだ。むしろ人生のスパイスであり、上手に付き合え

ば生き生きと生きるためのカンフル剤にもなる。 

＜適正ストレス＝無理でない無理＞

　ストレス自体は、悪くなくニュートラルだが、量の問題、一定範囲内という限定はある。つまり程よいストレス

ならOKということだ。そのことがよく分かるのに、適正ストレスという概念がある。過剰ストレスはもちろんよく

ないが、過少ストレスもよくないのだ（図参照）。 

　図の縦軸は成果だが、健康度ともいえる。横軸はストレスの強度だ。健康度も成果もあがるのは、程よい

ストレス、程よい緊張状態の範囲内で、この状態を適正ストレスという。野口整体で有名な野口晴哉は、過

少ストレスのことを「無理しない」状態。適正ストレスのことを「無理でない無理」状態。過剰ストレスのことを

「無理な無理」状態と呼ぶ。「無理な無理」つまり激ストレス状態は人を破壊し、「無理しない」状態では生命

は弛緩し退化する。「無理でない無理」をすることが、抵抗力をアップさせ生き生きと健康に生きる秘訣だと

いっている。 

　たとえば多少風邪気味のとき、たいした症状でもなくストレスも重なっていないのに、なんとなくだるいとし

よう。こんなとき、「無理しないでおこう」とだらだらしていると、どんどんやる気がなくなってくる。そして身体

まで益々だるくなってだらけてしまう。そこで、筆者の体験では「まあ、多少だるくてもいいから論文書こう」と

決めて、パソコンに向かっているうちに、どんどん筆が進み、いつの間にか先ほどの無気力やだるさはどこ

かにうそのように消え失せ、絶好調になったことが何度もある。 

　どうやら、脳は多少だるいときでも作業したり行動したりと動くことで、ヤル気ホルモン、ヤル気神経伝達物

質を出して、気持ちも身体も活性化するようできているらしい。また、うつからの復職者でリバウンドするケー

スは、あまりにも周りも自分も「無理しないでのんびりいこう」と消極的になりすぎて、無理のない無理をして

いい時期なのに、無理しないことで気力も体力も落ちてしまい、うつが再発するパターンが多い。 

　過少ストレスはけっこう怖いのだ。引きこもりの若者たちのパターンもほとんどが、最初は多少対人関係が

苦手で、嫌なことがあって、外に出たくない気分に陥ってしまい、その気分に任せているうちに、だんだんと

気力も体力も萎えて、そのうち生命力全体が衰えて外に出られない状態が固定してしまったのだろう。 

　彼らが回復するパターンは、もちろん周囲の暖かいサポート・ケアが必要だが、それだけでは不十分で、

ある程度外に出て同じように苦しんでいる仲間と一緒に運動したり、作業をしたりと、身体を動かす活動を

経ること、つまり多少の緊張状態、無理のない無理が必須なのだ。 

　程よいストレス、つまりある程度の無理する緊張状態はむしろ健康のために必要なのだ。ただ、自分が今

適正ストレスの状態にいるのか、過少ストレスの状態にいるのか、過剰ストレスの状態にいるのかは見極め



る必要がある。ストレス自体が問題になるのは、3・11のような激ストレスの場合のみだろう。適正ストレス＝

無理でない無理の範囲を広げて、その範囲の中で気持ちよい緊張感を楽しむことが健康に生きる秘訣な

のだ。 

＜四つの象限から考える＞

　3・11後のような激ストレスの場合ですら、長い目で見たら、日本全体の視野で見たら、また市民の側とい

う視野で見たら、悪いことばかりではないかもしれない。危機は危険やリスクを伴うが、逆にチャンスでもある

というが、3・11で一番大きなプラスは、「政府や国家は当てにならない」、「お上にはもう頼れない」ということ

を多くの人が骨の髄まで味わったということだろう。日本人には「お上には逆らわない」「長いものには巻か

れろ」というメンタリティがどうしてもあったような気がする。 

　「お上に任せていれば何とかなるだろう」という事なかれ主義、無責任主義が物の見事に崩壊してしまっ

たのだ。そんなメンタリティの集約かもしれないが、実はお上こそ事なかれ主義、無責任主義の最たるもの

であることが判明してしまったのだ。特に、原発事故に対しては、情報は出てこない、いい加減な情報は出

しても、都合の悪い重要な情報は隠す、後になってから何の衒いもなく平気で訂正する。東電について

は、自分たちの身を守ることしか考えていない。国民全体の利益より、狭い自分たちの身内の権益を守るこ

とだけに汲々としていた。 

　そういう意味では、3・11は国や政府に期待しないで、我々がしっかり声をあげて、さまざまなネットワーク



を作ってサポートし合い、下からの力で復興を推し進めて行くよいチャンスになったと思う。実際、民衆レベ

ルで世界各国からいち早く義捐金が集まり、多くのアーティストたちが被災地で励ましのコンサートを開き、

地元の若者たちが復興のプログラムや組織を立ち上げた。たくさん人たちがボランティアに訪れ、支援の

輪はどこまでも広がりつつある。臨床心理士も阪神大震災の時とは比較にならないぐらい大規模で長期的

な援助を実施している。昔の閉鎖的で束縛を強いられた狭い村意識ではなく、オープンで平等で、出入り

自由で柔軟な共同体感覚が根付き始めたといえるだろう。 

　ある現象やストレスを理解するには四つの象限から見る必要がある。この考え方は、思想家のウイルバー

が提唱したものだが、社会現象をさまざまな視点から整理して理解する上で非常に参考になる。たとえば、

原発で強制避難を余儀なくされて家も仕事も失った結果うつになったケースの理解と対処法について、考

えてみよう。 

＜ITの世界＞＝個人の外面（肉体、行動、神経組織）の領域 

　激ストレスによる体内変化 

　　・不眠、食欲の減退による体調不良（頭痛、腹痛など） 

　　・怒りやイライラに関係するアドレナリンやノルアドレナリンなどのホルモン関係の増加 

　　・意欲に関係する脳内伝達物質セロトニンの減少 

　　・胸腺が関係する免疫力の低下 

　　・緊張による筋肉の硬直化 

　　・自律神経のバランスの失調 

　この領域への対処法としては、医療につないでの薬物療法、体調を回復するためのリズム運動やリラクセ

ーションなどが必要になるだろう。 

＜Iの世界＞＝個人の内面（心とイメージ）の領域 

　激ストレスの増加による精神的な変化 

　　・すべてがネガティブに感じられる認知の極端な傾向 

　　・無気力になり、感情のコントロールができなくなる 

　　・自分を責める、価値がないと感じる 

　　・東電、政府への怒り 

　　・将来への強い不安 

　この領域への対処法としては、ストレスの受け止め方を柔軟にする心理療法。また、感情のコントロール、

ストレス耐性低下へのアプローチとしては、呼吸法、自律訓練法、瞑想などが必要になるだろう。 

＜WEの世界＞＝家族・地域における集合的内面（文化、世界観、関係性）の領域 

　　・故郷を離れ、人間関係が希薄になる  

　　・家族が離れ離れになり孤立する 

　　・どこにもほっとできる居場所がない 

　　・新しい土地で周囲に溶け込めない 

　この領域への対処法としては、新たなサポートネットワークを構築し、孤立を防ぐ。グループでの作業療

法やカウンセリングを通して温かいつながりを回復するアプローチなどが必要になるだろう。 

＜ITSの世界＞＝集合的外面（社会・経済制度、環境）の領域 

　　・放射能への情報がこないまま右往左往し、後に被爆したと聞かされた 



　　・何の情報もこないまま、いきなり強制避難させられた 

　　・家も飼っていた牛やペットもすべて失った 

　　・強制避難しても、取りあえずの生活資金がない 

　　・仕事がない 

　　・賠償の問題がクリアにならない 

　　・いつ戻れるかの道筋が見えない 

　　・福島から来たというだけで、煙たがれる 

　この領域への対処法としては、何よりも安心して不安なく暮らせるような環境を整えることが第一優先だ。

そして、避難先でのほっとできる居場所を作り、温かいつながりを回復するアプローチ、少しでも早く故郷

へ戻れるように働きかけるアプローチ、引っ越し先での仕事探しを援助するシステム作り、被災者自らが集

まって、今後の生活をどうするか、原発が本当に必要かなどを議論し、国民や政府に訴えるアプローチな

どが必要になるだろう。 

　このように、＜ITSの世界＞＝集合的外面（社会・経済制度、環境）の領域が健康に影響することを考える

ならば、当然原発自体の問題に踏み込まざるを得ない。都合の悪い情報は隠す体質のある政府や東電、

原子力村を当てにせず、自分たちで原発の成り立ち、危険性、今後のあり方を検証する必要がある。 

　そして、3.11後のあらゆる激ストレスについても、身体、心、人間関係、環境、これら四つの象限をトータ

ルにすべてサポートしていくことで、初めて回復への先行きが見えてくるだろう。 

図3･1 ケン・ウイルバー四象限の図



第4章 悪い感情なんてない、感情は重要なメッセージ

＜イライラ、不安、怒りって何？＞



第5章 激ストレスを予防する

＜ストレスと友達になるための基本　４K１H＝気づく、声かけ、感じる、距離をとる、
表現する＞



第6章 ストレスと程よい距離をとる

距離＝間をとる



第7章 強いストレス（イライラ・怒り）との付き合い方
（いても立ってもいられない程の強い感情）

＜基本＝調身によりさらに距離をとる・表現する＞



第8章 中程度のストレス（イライラ・怒り）との上手な
付き合い方（時々いても立ってもいられない程度）

＜基本＝調息＋調身によりさらに距離をとる・表現する＞

 

 

 

呼吸法



第9章 弱いストレスは成長へとつなげる

＜基本＝調心（＋調息）により、人格の成長・変容が生じる＞



第10章 心の病気がある場合のイライラ・怒りとの上手
な付き合い方



第11章 うつと上手に付き合う



第12章 ストレス理論とストレス・マネジメント

＜心理的ストレス研究＞

 

 

＜ストレスへのコーピングには順番がある＞



第13章 「やさぐれイライラ症候群」の時代

何が起きているのか？



第14章 「私とは何か」テーマ別セラピー

「本当の自分＝観察者」セラピー

 

 

＜観察者セラピー＞青空篇
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あとがき

　筆者がカウンセリングを勉強するきっかけとなったのは、カウンセリングの神様とも呼ばれるロジャーズが、

この本で述べているような哲学、人間観を展開している文章をたまたま読んだからだ。以下に引用してみ

る。

　“私は経験や自分自身のほんの小さな面をも大切にしてきた。私は、怒り、優しさ、恥ずかしさ、傷つくこ

と、愛、心配、与えること、おそれ―あらゆる湧き上がってくる反応を、肯定的、否定的ということにこだわり

なく―貯えてゆきたい。湧き上がってくる考え～ばかげていること、創造～当を得たもの、気狂いじみたも

の、達成できそうなもの、性的なもの、凶悪なもの～が好きである。これらの感情、考え、そして衝動を、豊

かになりつつあるものとして受けとめたい。それらすべてに従って行動したいとまでは思わないが、それらを

受け入れると、より本物の自分になれる。そうしていけば状況にふさわしい行動が即座に取れるようになると

思う。”

　ロジャ－ズの人間観、カウンセリング理論・技法の本質となるものが、この文章によく表現されている。善も

悪も、光も影も、自分の中にあるすべてのものをあるがままに受け入れることで、より本物の自分になれ、そ

のことでかえって自由になり、衝動に振り回されない、柔軟な思考や行動が可能になる。 

　自由とは、外部の束縛からの解放という面だけでなく、むしろ自分の内部の荒れ狂う欲望、激しい感情か

らの解放という側面もある。そのためには、むしろ、荒れ狂う欲望、激しい感情をなくそうと戦うのではなく、

まずはあるがままに認めることが解放への第一歩となる。このような人間観、哲学、実践法を身につけること

で、なんとか筆者はストレスと友達になり、気持ちよく生き生きと生きることが多少なりとも可能になった。 

　この本では、筆者自身の体験を踏まえて、「激ストレスと友達のように上手に付き合えば、やさぐれイライラ

症候群でさえも、むしろ自分を成長させる絶好の機会となる」ことを説明してきた。あるがままの思考や感情

に気づき、ジャッジしないで認めること、距離を置いた上で表現すること、過去や未来にとらわれず今ここで

の行動に意識を集中すること。これら４Ｋ1Ｈを実践することにより、過剰ストレスを適正ストレスに変えストレ

スを楽しむ余裕が出てきて、人生をクリエイティブに生きることが少しでも可能になるだろう。 
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