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自発的自己開示体験が初任セラピストの職業的
自己に及ぼす発達促進的影響に関する質的研究
草

岡

章

大*

【要旨】 本研究では，初任セラピスト（Th）の自発的自己開示経験が及ぼす職
業的自己の発達への影響を，質的研究法を用いて検討した。12名の初任Thへ
の回顧的半構造化インタビューから，
【もっと自分自身を前に出したい】
，
【セラ
ピストとしての一線を軽々しく越えてはいけない】，
【自ら一歩踏み出す】，
【わ
が身を省みる】
，
【新たなセラピスト像の探索】の5つのカテゴリーと，内的対立，
援助意欲の活性化，主体的挑戦，自己省察，反映，という過程が示された。自発
的自己開示へのためらいは，個人的自己と職業的自己との内的対立から生じる
が，主体的挑戦と自己省察により，個人的自己をセラピーの資源として活用で
きるようになり，徐々に「Thらしさ」から「自分らしいTh」へと職業的自己が
変容していく。自らの援助意欲の理解とコントロールが初任Thの課題として
浮上し，教育訓練改善へのいくつかの示唆が得られた。
【キーワード】初任セラピスト，自発的自己開示，職業的自己，援助意欲，質的
研究

Ⅰ
1

問題 1
セラピストの自己開示

セラピスト（以下，Th。治療者，臨床家とも表記）の自己開示は，Thがより良く機能す
るために，Th自身をセラピーの場に顕在化させる方法（Wosket, 1999）の一つである。北
米のPsychologistを対象にした研究では，対象者の93.3%にセラピーでの自己開示経験があ
り，72.2％が自己開示に倫理的問題はない又は概ね問題ないと回答した（Pope, Tabachnick,
& Keith-Spiegel, 1987）。Pinto-Coelho, Hill, & Kivlighan（2016）は，Thの自己開示を，クライ
エント（以下，Cl。患者とも表記）から求められた自己開示（client-initiated，以下，受身的
自己開示）と，Th主導による自己開示（therapist-initiated，以下，自発的自己開示）に大別し，
73%が自発的自己開示であったと報告している。しかし，自己開示は，時にセラピーにおけ
る境界侵犯（boundary violation）や有害で破壊的影響をもたらす可能性がある（Bloomgarden
& Mennuti, 2010）。日本臨床心理士会（2017）の倫理ガイドラインでも，過度の自己開示が
関係の変質やCl搾取などの重大な倫理的問題を引き起こしうるとして，自重を求めている。
臨床実践における自己開示について，遠藤（2000）は，ThとClの感情的な交流の中で，Th
の「伝えたい欲求」
（p.496）を出発点とすることが重要だとする。ワイナー（1983）も，自
己開示は「患者と分かち合いたいという治療者の願いから生まれたものであるべき」
（p.244）
だと述べており，両者とも，自己開示が治療的に作用するためには，その出発点であるThの
欲求や願望の性質を理解することの重要性を指摘する。高畠（2016）は，平均臨床経験年数
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17年の臨床心理士7名の自己開示体験について調査し，経験者であっても自己開示の直前は
葛藤に揺れ動く困難体験であることを示した。そして，臨床経験が比較的長いThであって
も，自己開示に伴う自らの感情や欲求，葛藤に気づくことが重要であると述べている。とこ
ろが，Thの教育訓練において自己開示が積極的に扱われることは稀であり，タブーですらあ
る（Bloomgarden & Mennuti, 2010）。「意図した自己開示は，機転，タイミング，忍耐，謙虚，
根気，感受性といった対人スキルを必要とし，マニュアルでは学べない」
（Geller, 2003, p.543）
という自己開示の性質も，教育訓練での扱いが難しい一因であろう。しかし，教育訓練がTh
の自己開示の問題を無視すれば，不用意な自己開示へとつながる可能性がある（Henretty &
Levitt, 2010）。特に訓練生には，ClとTh自身の問題が似通っているときに経験を共有したく
なって衝動的に自己開示する傾向があり，訓練段階では自分自身の抑制方法を学ぶ必要があ
るとされる（Hill, 2014）。同様にDavis（2002）も，若く熱心な駆け出しのThほど，逆転移の
誘惑（countertransference temptation）によって自己開示を用いたがる傾向を指摘しており，
患者との関係において生じる強力な感情に開かれていくことを学ぶことが，職業家としての
発達に重要であると述べている。
自己開示の教育訓練が欠如している状況においても，多くのThは臨床場面において様々な
リスクを伴う自己開示を用いており，さらには，臨床経験の増加に伴って自己開示の頻度が
高まる傾向も指摘されている（Andersen & Anderson, 1989; Rosie, 1980）。このような自己
開示についてのThの変化には，臨床家としての職業的発達過程の関与が想定される。
2

セラピストの職業的発達

Rønnestad & Skovholt（2013）は，職業的自己（professional self）と個人的自己（personal
self）の視点から，Thの職業的発達過程をモデル化した。このモデルは，①素人援助者期（Lay
Helper Phase：訓練開始前），②訓練期前期（Novice Student Phase：修士課程相当），③訓
練期後期（Advanced Student Phase：博士後期課程〜臨床経験2年程度），④初心期（Novice
Professional Phase：臨床経験2〜 5年程度），⑤熟練期（Experienced Professional Phase：臨
床経験5〜 25年程度），⑥円熟期（Senior Professional Phase：臨床経験概ね25年以上）の6
期で構成されるが，その内，③，④及び⑤の最初数年までを，初任期間のTh（以下，初任Th）
とみなしてよいだろう。
表1：Rønnestad & Skovholt（2013）による初任Thの特徴と職業的自己の発達課題
訓練期後期
（Advanced Student Phase）
臨床経験 博士課程後期〜臨床経験 2 年程度
・注意深い，防衛的態度，リス
クをとれず，非自発的で固い
特徴
・視点がTh自身に向かう
・Clとの関係性への視点は相対
的に弱い
・概念知識学習と基本技能習得
・職業的モデルの取捨選択
・多様な理論への開かれた態度
発達課題
と，依拠する理論の選択
・臨床への非現実的で完璧主義
的なイメージの修正
段階

初心期
熟練期
（Novice Professional Phase） （Experience Professional Phase）
臨床経験 2 年〜 5 年程度
臨床経験 5 年〜 25 年程度
・理論に従って自己評価する
・より自然で，安定し，不安や
・『文脈から離れた理論は適切
脅威を感じることが少なく，
なガイドではない』と知る
防衛的態度も弱い
・臨床や自身への失望や脱幻想 ・高い自信と謙虚さを備える
が生じる
・専門性との同一化
・専門性の成長と，燃え尽きや
・所属先への深い関与
停滞を回避する弾力性の維持
・学生時代からの心理的独立
・職業的自己に合致する個人的
・臨床行為から生じる，訓練，自
自己の統合
分，専門性への脱幻想を扱う ・職業的自己と一致する職業的
・職業役割の探索と継続的定義
役割の創出

（草岡・渡邊（2019）より著者の許諾を得て一部改変して転載）
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初任Thは，教育訓練で学習した考え方や理論的背景に沿って判断，行動し，基本に忠実で
堅実なセラピーとなるが，一方では，柔軟な態度選択の困難さが初任者に特有の固さとして
表れやすい。また，教育訓練の指導者，スーパーバイザーや職場の先輩などを模倣した， 熟
練者の複製（carbon copy of a master） や 熟練者の混成（composite of masters） になり
がちで，臨床場面では不自然な振舞いとなる。初任Thは，このような初任期特有の傾向と格
闘しながら，自身の職業的役割を継続的に定義し，長期的には，職業家としての生涯において，
職業的自己と個人的自己を次第に一致させていくことが課題になる。我が国では，割澤（2017）
が，初学者から初任者にかけての成長促進的学習過程の特徴についての，詳細な分析を試み，
主体的トライアル・アンド・エラーを繰り返しながら， 知識や助言に依拠する学び
身の感覚や判断に依拠する学び

と 自

から，「現時点での自分」の感覚や判断の信頼と活用

へ

と学びが進んでいく過程を示した。
このように，初任期のThは比較的短期間のうちに専門家へと発達していく大きな変化の只
中におり，臨床実践経験や学びを通じて，臨床的態度，価値観，理論的背景や技法選択などに
大きな変化が生じると考えられる。その一つにThの自己開示が挙げられるだろう。
3

初任Thの職業的発達と自己開示

初任Thの職業的発達とThの自己開示の関係を扱った，主観的体験とそのプロセスに関す
る質的研究は極めて稀である。Bottrill, Pistrang, Barker, & Worrell（2010）は，14名の初任
Thに行ったインタビューから，初任Thにとって，自己開示はThとしてのルールに反する
との思いから，強い不安，居心地の悪さ，葛藤や緊張を伴う大きな挑戦となっている一方で，
Thとしての柔軟性の向上などにつながることを示した。また，草岡・渡邊（2019）は，10名
の初任Thに，臨床場面での受身的自己開示体験に関するインタビューを行った。初任Thは，
Clからの私的領域への侵襲的質問に不安を覚え，タブーとしてきた自己開示にためらいを抱
えながらも，なおThとして関与しようという積極的努力を通じて， Thらしさ

の追従傾向

から脱し，自らのThとしての方向性を探索する契機になっていたことを報告した。両研究は，
初任Thの，Thは自己開示すべきではないという理解が葛藤，不安やためらいを生じさせて
いるが，それらを越えて自己開示に至った自分自身を振り返ることで，初任Thの職業的側面
に変容が生じたことを示した。しかし，Bottrill et al.（2010）の研究は受身的自己開示と自発
的自己開示が混在しており，葛藤から自己開示へと至った過程にも触れていない。また，草
岡・渡邊（2019）は受身的自己開示を扱ったが，受身的自己開示と自発的自己開示には意図
や効果の評価にも差異が認められ（Pinto-Coelho et al., 2016），初任Thの職業的発達への影響
も異なる可能性を考慮すべきである。
これらを踏まえると，自発的自己開示に関する初任Thの体験は，その職業的側面に何らか
の発達促進的影響を与えると推測される。この一連の体験の過程を理解することは，教育訓
練プログラムの改善や，初任Thが自らの職業家としての発達を念頭に置いて臨床実践に従事
するための，基礎的資料としての意義を有するだろう。
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Ⅱ

本研究の目的及び諸定義

本研究は，自発的自己開示に関する初任Thの主観的体験の過程と，それが初任Thの職業
的発達に及ぼす影響を検討することを目的とした。本研究では，Knox & Hill（2003）の自己
開示の7分類（表2）を元に，Thの自発的自己開示を，
「Thが，自己に関する事柄を自発的に
言葉でClに伝える行為」と定義した。自己とは，
「客観的情報や，思考，感情，体験，記憶，心
象などの内的な事柄も含め，その人が自分自身であると主観的に感じる事柄」であり，その
内，職業的領域に関する事柄を職業的自己，個人的領域に関する事柄を個人的自己と定義し
た。そして，Thの職業的発達を，
「Th自身が現在，改善あるいは後退だと継続的に体験する
職業的自己の変容過程」と定義した。尚，本研究は，研究者の所属する大学内の研究倫理委
員会による審査と承認を経て実施した。
表2：Knox & Hill（2003）によるThの自己開示の7分類
種類

定義

例

事実（facts）

自身に関する主観性の無い 「自分は臨床心理士」，
「修士課程を修了している」，
「臨床歴
事実や情報
は○年」

気持ち（feelings）

Th自身の気持ち，感情に関 「もしあなたと同じような状況なら，何が起こるかわからな
する情報
いから私もこわくなると思います」

洞察（insight）

Th自身が過去に得た自己洞 「私が前にあなたと同じように葛藤したとき，相手が私の父
察についての情報
親と同じように私を拒否するかもと怖くて，誰も寄せ付け
なかったと気づいた」

戦略（strategy）

特定の状況や問題へのThな 「あなたと同じような状況に直面したら，できるだけたくさ
りの対処方法に関する情報
ん情報を集めて，その後に備えると思います」

元気づけ・支持
Thが自身の経験を踏まえて 「何かを話さなきゃいけないというのは私にも難しいから，
（reassurance/support） Clの感情を支持すること
あなたが不安になるのもわかります」
挑戦（challenge）

Thが自分の体験を元に，Cl 「私も離婚していて，自分の何が結婚生活の失敗に結びつい
の問題回避が適切ではない たかを考えなきゃいけないのは，辛いですね」
と暗に伝える

率直性（immediacy）

セッション内で生じたThの 「あなたが家族の冷え切った関係を説明した時，私は，あな
主観的感覚や感情そのもの
たがとても遠く，気持ちを閉ざしたように感じていると気
づいた。もしかしたらあなたは家族の中で同じように感じ
ているのではないですか？」
（草岡・渡邊（2019）より著者の許諾を得て一部改変して転載）

Ⅲ
1

方法
研究協力者

本 研 究 で は，臨 床 心 理 士 資 格 を 有 す る12名 の 初 任Thに イ ン タ ビ ュ ー を 行 っ た（ 表3）。
Rønnestad & Skovholt（2013）のモデルは，初心期と熟練期を臨床経験概ね5年で区切ってい
るが，その境界について，
「初心期の発達課題をどの程度早く，上手に乗り越えるかは個人に
よって異なり，正確には定義できない」
（p.98）としている。さらに，このモデルは博士課程
修了を前提とする北米のPsychologistを対象にした研究から導出されており，修士課程修了
を要件とする日本の臨床心理士との差異も考慮する必要がある。これらを勘案すると，熟練
期の最初期数年は初心期からの移行期間であり，初任期間の一部とみなすことが妥当と考え
られたため，本研究では臨床心理士資格取得後10年未満を初任期間とした。
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表3：研究協力者の属性及びインタビューで語った自己開示場面
Th
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

年齢
30代前半
30代前半
30代前半
30代前半
20代後半
30代前半
30代後半
20代後半
20代後半
20代後半
20代後半
30代前半

性別
女性
男性
女性
男性
男性
女性
男性
男性
男性
女性
女性
男性

経験年数 臨床実践領域
理論的背景
Clの属性
自己開示内容
6年7月
医療
未定
同年代・同性
価値観・生き方
7年6月
医療
精神分析学
年下・同性
生活歴
6年0月
医療
精神分析学
年下・同性 面接中の個人的感情
9年9月
医療
統合的立場
（※1）
（※1）
2年11月
医療・福祉
特定の理論はない 年下・同性
家族背景
9年0月
私設・医療
認知行動療法
年下・同性
家族背景
7年0月
医療
精神分析学
年下・同性
趣味・嗜好
2年0月 研究機関・医療
認知行動療法
（※2）
過去の体験
1年3月
医療・福祉
認知行動療法
年下・同性
過去の体験
1年3月
医療
認知行動療法
同年代・同性 面接中の個人的感情
2年6月
福祉
認知行動療法
年上・同性
特徴・特性
6年7月
医療
認知行動療法
年上・異性 面接中の個人的感情
※1：自己開示経験なしと回答

※2：Clの属性は回答せず

主な属性は，性別：男性7名，女性5名，平均年齢：30.2歳（SD=3.57），平均臨床経験年数：5.48
年（SD=3.01）。主たる理論的背景は，認知行動療法，精神分析学，統合的立場で，2名が未定
又は特定の理論はないと回答した。現在の活動領域は，医療・福祉，私設，研究機関であった。
インタビューで語られた自己開示の内容は，価値観，家族背景，過去の体験，面接中の個人的
感情などであった。尚，教育訓練で自己開示について十分に扱われたと回答した研究協力者
はいなかった。
2

研究者情報

研究者は，研究協力者と同じ臨床心理士であること，研究者自身の理論的背景や自験例の
影響を受け，インタビューやデータへの見方の偏り，見落としが生じる可能性を加味して研
究を進めるべきであると考え，研究開始時に研究者情報を記述し，随時確認を行った。以下
の研究者情報は本研究開始時点のものである。
研究者は，臨床心理士資格を有する大学院博士後期課程に在籍する男性で，医療及び産業
領域で計12年の臨床経験を有する。人間性心理学及び心理療法統合を主たる理論的背景とし
ている。Thの自己開示に関する集中的な教育訓練を受けた経験はない。次に，本研究では研
究全体の適切性を評価するため，監査者（auditor）を設置した。監査者は，主に研究全体の
過程や分析結果の適切性を確認する役割であり（Hill, Thompson, & Williams, 1997），研究プ
ロジェクトの内部と外部に設置することができる（Hill, Knox, Thompson, Williams, Hess, &
Ladany, 2005）。本研究の監査者は研究者の指導教員である。臨床心理士資格を有する男性
の大学教員で，医療及び教育領域において30年近くの臨床経験を有し，力動的心理学を主た
る理論的背景としている。本研究では監査者を研究プロジェクト内部に設置し，研究計画の
立案，インタビューデータ全件の確認，データ解釈に関する研究者との議論，データ分析結
果についての監査などを行った。これにより，データとの密接性を高め，見方の偏りの確認
や研究全体の整合をとることができた。
3

インタビュー

12名の研究協力者は無償での参加とした。研究者の知己が4名，紹介や公募による初対面
が8名であった。インタビューは研究者が行い，所属する大学の一室にて，概ね60分を目安と
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した。研究協力者には事前に，研究趣旨，研究方法，プライバシー保護，研究結果の公表等の
説明文を送付した。インタビュー開始前に，上記を再度口頭で確認し，研究協力同意書を相
互に交わした。次に，自発的自己開示の定義を説明し，上述のKnox & Hill（2003）を参考に
自己開示の分類及び具体例を確認した。
そして，Flanagan（1954）の臨界事象法（Critical Incident Technique）を参考に，研究協
力者が自発的自己開示を意図した臨床場面について，回顧的，半構造化インタビューを実施
した。インタビューでは，自発的自己開示の意図や狙い，自発的自己開示へのためらいの有
無とその理由，自発的自己開示へのClの反応，自発的自己開示へのためらいの変化，自発的
自己開示経験が自分に与えた影響，の5つを主質問とした。自己開示内容は，開示者の個人
的事柄と深く関わる敏感な問題であることから，研究倫理における研究協力者の保護を優先
し，インタビューの展開上，扱うことが適切であると判断された場合には尋ねた。結果として，
自己開示経験なしと回答したD氏を除く11名の研究協力者が，自らの自己開示内容について
語った。研究協力者及びClの個人情報保護や，進行中のセラピーへの影響などの倫理的配慮
から，既に終結，中断した事例に限定し，Clの情報は研究協力者の任意で改変可能とした。
4

データ分析

本研究では，研究協力者の主観的体験の過程を重視することから，修正版グラウンデッド・
セオリー・アプローチ（木下, 2003, 2007；以下，M-GTA）に基づいて分析を行った。M-GTAは，
人間と人間が直接的にやりとりをする社会的相互作用に関わる研究，ヒューマンサービス領
域，研究対象とする現象がプロセス的性格を持っていること，の三点を適合要件とする。自
発的自己開示は，臨床場面においてClとの相互作用によって生じるものであり，また，前後
の文脈において何らかの体験的過程を経ることから，上記三要件を満たしていると考えられ
る。本研究の分析テーマを「自発的自己開示へのためらいから自己開示へと至る過程の主観
的体験とその後の職業面への影響を明らかにすること」とし，分析焦点者を「臨床場面での
自発的自己開示にためらいを感じた初任Th」と設定した。
インタビューにおいて自発的自己開示経験なしと回答したD氏は，当初はデータ分析対象
から除外していたが，研究の進行に伴いデータを再確認したところ，自己開示へのためらい
や，その後の学びの進展など，職業的発達につながる体験が確認され，分析焦点者の範囲に
入ることから，後にデータとして加えることとした。尚，全ての研究協力者が分析焦点者と
なった。
主データとなる逐語録の作成では，研究協力者及びCl情報を削除，又は記号に置き換え，
研究協力者に送付して二重確認を行い，プライバシーの保護に努めた。データ分析は，始め
に逐語録を数回読み込み，気づいた事柄を都度書き込んだ。次に，概念の生成では，概念名，
定義，逐語からの引用，理論的メモを記載した分析ワークシートを概念ごとに作成し，他の
データと照合，抜粋して概念に厚みを持たせた。データを追加しても新たな概念が出現しな
くなったところで概念同士の関係を検討し，カテゴリーの生成と統合を行った。この過程全
体において，上述の研究者情報を随時参照するとともに，研究者と監査者間で逐語録の確認，
データ解釈の偏向や飛躍，自験例の影響などの確認と議論を行い，恣意的な解釈に陥らない
よう努めた。
質的研究においては，新規データを追加しても新たな概念が出現しない状態である，理論
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的飽和化（ストラウス・コービン，1999）をもって分析の終了を判断するが，実際には理論
的飽和に至ったか否かの判断は非常に難しい。本研究では，11人目のデータを加えたところ
で新たな概念は生成されず，12人目のデータは既存の概念の厚みを持たせるにとどまったこ
とから，概ねの飽和を迎えたと判断し，分析の終結点とした。

Ⅳ
1

結果
概念及びカテゴリー

12名の初任Thへのインタビューから29の概念が得られ，修正と統合を繰り返して最終的に
5つの上位カテゴリーにまとめられた（表4）。以下に，全てのカテゴリー及び概念の説明を記
述し，概念の内容をよく表している逐語抜粋を付した。【】，＜＞，
〔〕は，それぞれ表4の上位，
下位カテゴリー及び概念に対応している。ゴシック斜体 は逐語からの抜粋であり，
（）内は
補足を， … は逐語の一部省略を指す。尚，内容の理解に支障ない範囲で逐語の一部を修正し，
研究協力者の一人称は 自分

に統一している。〔概念名〕の後に付した（＊）は，研究協力

者がインタビューで用いた言葉の一部を概念名に用いたことを指す。
【もっと自分自身を前に出したい】
このカテゴリーが示す体験の中核は，一個人としてClの役に立ちたいという援助への意欲
である。Clの課題や苦労と共通するTh自身の個人的事柄が刺激され，Thとしてだけでなく
一個人としてもClに関わり，役に立ちたいという姿勢や態度として具体化される。この際，
Thの個人的事柄は，Clの安心の醸成や気づきの促進，あるいは治療的関係の構築や強化のた
めの材料，資源として活用される。
＜自分の気持ちや経験を伝えたい＞
このカテゴリーは，初任Thが自分の個人的側面を用いようとする姿勢や意図を示す。Clの
役に立ちたい，応援したいという思いから，自分の個人的事柄を伝えることで，Clに安心を
提供したり，勇気づけたり，気づきを得てもらおうとする。
〔自分の経験を聞いて楽になってほしい〕
（＊） Clの抱える苦悩が少しでも軽くなり，安心し
てほしいとの願いから，自分の個人的事柄を伝えようとする。
（B氏）
（Clは）自分は頑張れてないみたいなこと言ってたので…よくやってるよってい

うのを伝えたくて，
（Clと同年代）の時こうだったよっていうのを言った
（E氏）言いたい気持ちが自分の中にどこかにあって，聞いて欲しいっていう気持ちとか，

…ちょっとは楽になって欲しいなっていう気持ちももちろんあります
〔自分の体験を教えることで背中を押したい〕 Clに自分の個人的な体験を伝え，Clの不安や
迷いを和らげ，Clが次の一歩を踏み出せるよう後押しをしようとする。
（L氏）これってどうなんだろうって（就労に躊躇するClに）こういう仕事した時はこう

いう内容だったと言うことはありました…自分の実際体験してきたことで，案外適当に
言ってるわけじゃないよって
〔自分の体験を知って気づいてほしい〕 Clの課題と共通する自分の個人的事柄を示すことで，
Clの気づきにつなげたいという思いが湧く。
（F氏）
（長子の）患者さんに…自分も（長子）だけど，しっかりしてない部分はしっかりし

てないと思うし…そこにそんなにとらわれなくていい…そういうことじゃないよねって
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表4：カテゴリー及び概念と出現頻度一覧
【上位カテゴリー】／＜下位カテゴリー＞／概念
【もっと自分自身を前に出したい】
＜自分の経験や気持ちを伝えたい＞
自分の経験を聞いて楽になってほしい（＊）
自分の体験を教えることで背中を押したい
自分の体験を知って気づいてほしい
自分を前に出して活路を開きたい（＊）
自分の生き方をモデルとして示したい（＊）
＜似た者同士としてつながりたい＞
共通点でつながりたい
同じ苦労を知る同士として接したい
【セラピストとしての一線を軽々しく越えてはいけない】
＜自己開示はセラピストとしてやってはいけないこと＞
自己開示しないことが治療的だと習った（＊）
セラピストの基本を踏み外しそう
クライエントを傷つけてしまうかもしれない
関係性が変わってしまうかもしれない
＜セラピストなのだからもっと慎重になるべき＞
自分の力の無さを露呈するんじゃないか（＊）
自分の意図はセラピストとして適切なのだろうか
本当にクライエントの役に立つのだろうか（＊）
【自ら一歩踏み出す】
＜準備を進めて気持ちを整える＞
自己開示すべき理由を探す
今この場だったら響くかも（＊）
周りの人に背中を押してもらった
＜自分の直感を信じる＞
とりあえずやってみるか（＊）
「あ，これだ」とピンときた（＊）
【わが身を省みる】
自分の思いが伝わった喜びや安堵を味わう
自分を出してしまったことに思い悩む
【新たなセラピスト像の探索】
＜「自分らしさ」の模索＞
「自分らしく」やっていこう
教育訓練と距離を置く
自分の傾向に気づいた
＜セラピストとしての広がりと深まり＞
引き出しが増えた
セラピストとしての自由度が増した
今の自分のThとしての限界・至らなさを知った
セラピストとしての覚悟が増した（＊）
失敗から慎重さを学んだ（＊）

A

B

C

●
●
●
●
●

●
● ●
●

D

● ●

●
●

研究協力者
E F G H

● ●

I

J

● ●

●
● ●
●
●
● ● ● ● ●
●

K

L

● ●
●
●

● ● ● ● ● ●
● ●
●
●

● ● ● ●
● ● ● ● ●
● ●
● ●
● ● ●
● ●
●
● ●
● ●
●
● ●
● ●
● ●
●
● ●
●

● ● ●
● ● ●
●
●

●

●
●

● ●
● ●
●
● ● ●

● ● ● ● ●
● ● ●
● ●

●

● ● ●
● ● ● ●
●

● ● ●
● ●

● ● ● ● ● ●
● ●
●
●

● ● ● ● ●
● ●
●

● ●

●

●
●
● ●
●
●

● ● ●
●
● ● ● ● ● ●
● ● ● ●
●
● ●
● ●
●
● ●
●
●
● ●
●

〔自分を前に出して活路を開きたい〕
（＊） 自分の個人的事柄をセラピーで表現することで，
停滞し，行き詰っているセラピーを動かそうとする。
（A氏）言おうかなと思ったときにはわりとイライラしているときが多かった…行き詰

まりというか…活路を見出したかったのかもしれない…もう少しこの関係性だったり治
療を展開させるために，自己開示を使えたのかもしれない。
（J氏）3回くらい同じような面接が続いて，なんで同じこと繰り返しているのだろうっ
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て思ったときに…自分も焦ってるんだなって気づいて…違う何か流れを作るんだったら，
ここで入れてみたらいいんじゃないかなって
〔自分の生き方をモデルとして示したい〕
（＊） Clの年齢や性別などの属性，抱えている苦労
などに親近さを感じ，Th自身の生き方，考え方や価値観を示して，Clの生きづらさの変化を
図る。
（A氏）その歳だからこその苦労だったりとか…同年代の同性としてのモデルというか，

そういう生き方だったりやり方もあるんですよっていう，同じことで考えて悩んでいる
けど，自分はこんなふうにやっているよっていう
＜似た者同士としてつながりたい＞
Clの属性や体験，苦労などと共通，類似するTh自身の個人的事柄が刺激され，あたかも同
じ苦労を知る者同士や仲間として，職業的側面だけでなく個人的側面でもClとつながりを作
ろうとする。
〔共通点でつながりたい〕 Clの属性や，家族背景，過去の体験，価値観や考え方などにTh自
身との共通点，類似点を見出し，それを手掛かりとしてClとのつながりを作りたいとの思い
から自己開示を思いつく。
（E氏）今自分が関わっている人たちも（Thと似た家族背景）があったりする人たちな

ので…自分も家族の立場だっていうことを…相手にとって有益だなって思うタイミング
がきたら言います
（H氏）自分も（症状）起きたことがあるので，同じような状況で起きた患者さんには，

自分もそういうような状況で前に起きたんですけど，すごい怖いですよね，みたいな
〔同じ苦労を知る同士として接したい〕 自分の個人的背景との類似点や共通点を感じるClに，
共通する悩みや苦労を抱える者同士として関わりたい，共有したいとの思いを表現しようと
する。
（A氏）同年代の同性の人だったので，共通する部分が多い方だったので，その歳だから

こその苦労だったりとかっていうので，
（自己開示）した
（K氏）Clが自分に問題があるんじゃないかって過剰に心配されて…みんなそういう課

題があったりするんだよっていうのを説明する時に…自分の例を挙げて
【セラピストとしての一線を軽々しく越えてはいけない】
この上位カテゴリーが示す体験は，自己開示によって，Thとして越えてはいけない境界を
越えかねないこと，あるいは，自己開示によって初任Th自身が「Thらしさ」から逸脱しかね
ないことへの不安から，自己開示を押しとどめようとすることである。「Thらしさ」とは，主
に教育訓練や理論的背景などによって形成されるThとしてのあるべき姿，とるべき態度な
ど，初任Thに内在する理想的なThのイメージである。
＜自己開示はセラピストとしてやってはいけないこと＞
この下位カテゴリーが示す体験の中心は，Thとしての職業的倫理との葛藤である。自己開
示をタブーとする教育訓練の影響から，自己開示によって，Th，Cl，両者の関係というセラ
ピー全体への否定的影響を想像したり，Thの倫理に反することへの不安や罪悪感が，自己開
示をおしとどめるよう働く。
〔自己開示しないことが治療的だと習った〕
（＊） 主に教育訓練において自己開示を控える
よう教えられ，強調されたことで，自己開示がThのタブーや背反行為であるかのように感じ
る。
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（C氏）最初は全く知らないで，安易にClさんに近づきたくてとか，自分の気持ちで自己

開示を使って，スーパーバイズに持っていってものすごく怒られたりして，いけないん
だって学びますよね
（G氏）なにかこうタブーなんじゃないかっていう感覚…精神分析だったらね，基本的に

そういうの表現しないことが治療的だみたいな
〔セラピストの基本を踏み外しそう〕 自己開示は「Thらしく」ないやり方であるとの思いか
ら，自己開示がセラピー本来の目的やThとしての基本的態度から逸脱することであるかのよ
うに感じる。先の概念〔自己開示しないことが治療的だと習った〕が，タブーに対する罪悪
感的意味合いであるのに対し，この概念は自己批判的な不安である。
（D氏）基本は患者さんの話を聴くというか…特に訊かれてないのにこっちから言って

もっていうところがあります
（K氏）結構おしゃべりなほうなので，一回しゃべりだしたら何でもしゃべりだすんじゃ

ないかっていうおそれがあるので，つとめて言わないようにしている
〔クライエントを傷つけてしまうかもしれない〕 自己開示がClの重荷になり，傷つけてしま
うのではないか，悪影響が生じるのではないかという不安を体験する。
（E氏）
（自己開示によって）指摘される，非難されるように受け取られたらClが折れちゃ

うんじゃないか…責めてるように聞こえるんじゃないかって
〔関係性が変わってしまうかもしれない〕 自己開示によってTh-Cl関係が変容し，Thとして
本来維持すべき関係から逸脱してしまうのではないかという不安を抱える。
（J氏）思いがすごく似ていて，ああわかるわかると思ったけど…自分もそうだって言っ

たところで…言い過ぎると友達みたいになっちゃうんじゃないかなって
＜セラピストなのだからもっと慎重になるべき＞
自己開示による否定的事態を想像して不安が生じ，Thなのだから慎重に自己開示の適否を
判断するべきだと自分を押しとどめる。自己開示の意図や内容が自らの個人的側面に強く影
響されているのではないかとの懸念や自己懐疑，自身が担うThという役割と個人的側面の葛
藤が体験の中心となる。
〔自分の力の無さを露呈するんじゃないか〕
（＊） 自分の個人的事柄を示すことで，Clから，
Thとしても一個人としても至らない人間であるとみなされたり，Thとしての能力や価値を
疑われるのではないかとの不安を抱く。
（J氏）こっちの力の無さを露呈するので，向こう（Cl）が不安になったり怒りに変わっ

たり…何か言われるんじゃないかなっていうのは感じた
〔自分の意図はセラピストとして適切なのだろうか〕 自己開示を意図する背景に自らの個人
的な欲求を疑い，それがThとして不適切なのではないかとの疑念を抱く。
（A氏）
（Clを）結果的に操作することになるというよりは，操作したくって自己開示を

したがってるんじゃないかって
〔本当にクライエントの役に立つのだろうか〕
（＊） 自分の個人的事柄に，Clに伝えるだけの
価値があるのか，どれほどClの役に立つのか，目の前のClに通用するのか，といった確証の
持てなさである。
（B氏）自分自身の体験なので，それが果たして一般的かどうかって若干自信が無い…そ

れが本当にClの役に立つのだろうかみたいな
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【自ら一歩踏み出す】

この上位カテゴリーの中心は，初任Thが自らの意思と判断によって自己開示にチャレンジ
することである。着実に準備することもあれば，その場の文脈や流れに沿った直感的判断に
よることもあるが，いずれにおいても，不安を抱えながら自己開示という未知の領域に踏み
出していく。
＜準備を進めて気持ちを整える＞
自己開示というチャレンジに向けて，判断材料を集めたり相談したりしながら準備を整え
る。自己開示への不安を抱えつつも準備を進める中で，初任Thは自分自身の自己開示への意
思や意図をより明確に把握し，自己開示に踏み出す機会をうかがうようになる。この下位カ
テゴリーのみ出現した3名の研究協力者は，Clとの面接開始から，数か月から数年という比較
的長期間を経て自己開示へと至っており，インタビューではその間の様々な葛藤を語ってい
た。
〔自己開示すべき理由を探す〕 Clの情報を集めたり，関係性を推しはかるなどしながら，自
己開示が適切で合理的だと判断するための材料を探す。
（A氏）そのClと，言う準備を二人の中で作っていって，本人が本当にモデルを必要とし

ているのかとか，この人にとって意味があるのかなっていう情報収集をして
〔周りの人に背中を押してもらった〕 自分ひとりでは自己開示適否の判断がつかず，同僚や
スーパーバイザーなどに相談し，時には自己開示を促される。
（A氏）心理職じゃない人に相談して，そういうやりかたもあるんじゃないのって
〔今この場だったら響くかも〕
（＊） 自己開示の準備を整え，今まさにこの時という瞬間を迎
えて自己開示へと踏み出す。自己開示に至るまでの時間の長短は様々だが，その間，自己開
示の適否に逡巡したり，悩んだり，不安やもどかしさを抱えながら時機をうかがう。
（C氏）これは今自分が抱える感情なんだと思って，ずーっとためて，数年後，この時期

かなって思うときに言った
（K氏）ちょっとまだそれを言うのは早いかなっていう時期はあまり触れなかったんで

すけど，今この場だったら，自分のことを言う事が響くかなって
＜自分の直感を信じる＞
セッションの流れや文脈の中で，自らの直感的判断を頼りに勢いや弾みをつけて自己開示
への決心を固める。先の下位カテゴリー＜準備を進めて気持ちを整える＞との両体験が出現
していた研究協力者6名は，自己開示の発案から実行までの時間の幅は様々だったが，その間
の熟慮した体験を語った一方で，このカテゴリーのみが出現した2名の研究協力者は，比較的
気軽なニュアンスで，面接早期に自己開示に至った体験を語った。
〔とりあえずやってみるか〕
（＊） 自己開示に多少の不安は抱えつつも，セッションの流れや
文脈に合わせて自己開示へと弾みをつける。
（H氏）
（自己開示）のほうが可能性高いからやってみて，だめだったらまた他の方法考

えようっていうふうに
（I氏）ClとThの関係の中に自分自身の話が入ってくることで，よくない影響とかって無

いのかなって考えたりして，よしまあ，とりあえずやってみるかみたいな感じで
〔『あ，これだ』とピンときた〕
（＊） 自己開示後の展開や結果を予想したり，事後の対応など
を検討するよりも前に，その瞬間の直感的判断によって自己開示へと至る。
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（G氏）似たような（趣味の同性Cl）だったとしたら…別に聴かれてもいないのに，スッ

と言っている…転移逆転移みたいことを意識せずに，ライトにやっている
（J氏）
『あ，これだ』みたいな。もっと迷って色々リスク考えるべきなんでしょうけど。

…これはやるしかないと思って
【わが身を省みる】
このカテゴリーは，自己開示にまつわる自分の体験に目を向け，振り返ることである。自
己開示を巡る様々な感情，自己開示に至った自身の判断や内容の適切さなど，自分自身の様々
な面を味わう。
〔自分の思いが伝わった喜びや安堵を味わう〕 自己開示に対するClの反応から，チャレンジ
が成功したことや，Clに伝えたいメッセージが伝わったことを実感し，喜びや安堵感を味わう。
（B氏）初期の頃から…伝えたいなっていう思いはあった…実際に言ったのは2，3ヶ月

とか関係してからだと思いますね。…ちょっと驚いてたようには見えましたよ。…ちょっ
と距離も縮まったかなって気がしましたけど。
（J氏）
今まで自分（の提案をClに）全部否定されてきたんです。もう打つ手が無いと思って，

（自分の感情）言ったら自分で考えてくださって。…（Clには）自分で考えることをもっ
と大事にして欲しかったので…やってよかったなってちょっと安心と喜びです
〔自分を出してしまったことに思い悩む〕 自己開示の是非やClの受け取り方への不安，ある
いは自分自身の個人的事柄を出してしまったことへの後悔などを抱く。自己開示の適否の評
価や否定的な感情が入り混じった状態である。
（B氏）自分自身の体験が果たして一般的かどうか若干自信が無いな…言ってよかった

のかどうかって，その後も，あれでよかったのかなみたいな思いはあった
（E氏）自分のことを言う前は言うかどうかって悩みがあって，言ったら言ったで，変に

意識されてないかなっていう，別な悩みが出てきた
（L氏）意図したわけじゃないですけど，患者さんにとって何か直面化されていたような

イメージなのかな。図らずも何かぶつけちゃったのかな
【新たなセラピスト像の探索】
このカテゴリーは，自身のThとしての変化の実感や，次の段階へと進もうとする意欲，時
には困惑を示す。自己開示をきっかけとして，教育訓練や理論的背景によって形成された
「Thらしさ」から離れ，より自由で，自分らしさが反映された新しいTh像を探し始める。
＜「自分らしさ」の模索＞
教育訓練によって形成された「Thらしさ」の一部である，自己開示をタブーとする姿勢に
反するチャレンジを経て，個人的事柄をセラピーの場に出すことに自信が持てたり，教育訓
練や理論的背景と距離をとったりして，自分らしさが反映されたTh像を探し始める。
〔「自分らしく」やっていこう〕 自己開示を通じて，Thであっても自分らしさを出してよい
のだと体験的に理解し，過剰に背負っていた「Thらしさ」から離れて，自分らしい態度や姿
勢でClと接しようと意を新たにする。
（B氏）もちろん患者さんであり，こっちは治療する側だと思うんですけど，でもそうは

言っても人と人とが会うことなんで，自分はThだからみたいな，過剰に背負わなくなっ
た気がします。自分という人間として会いにいこうっていうような
（J氏）自分はこの人（Cl）と，Thっていうよりも，自分自身として行こうって思っていて，
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それでいいんだっていう確信になった
〔教育訓練と距離を置く〕 自己開示へのチャレンジを通じて，教育訓練の内容を自分に合っ
た形に修正したり，自身の理論的背景の客観的評価や見直しを行う。先の概念〔「自分らし
く」やっていこう〕が，初任Thの個人的側面を前景化させることへの肯定的な意欲や姿勢で
あるのに対し，この概念は，臨床上の拠りどころとしていた教育訓練や理論的背景との距離
感の変化である。
（D氏）
（自己開示を）言っちゃいけないとかではなくて，言ってもいいし，言わなくても

いいっていうことの自由を自分自身が持っているって
（H氏）
（自己開示を控えるよう）教えてもらったって言うことはそれはやっぱり正しい

部分もあるな，一理あるかなっていう部分で。言ってもいいのかなってためらうところ
があった…でも自分としてはそれよりもその，Clさんに上手く（Thの個人的）情報を伝
えてよくなる部分はよくなったほうがいいはずなので。
〔自分の傾向に気づいた〕 自己開示に至った過程や，自分に生じた感情などを振り返り，Th
としてだけでなく，時には一個人としての自分の性格，対人関係や価値観などの特徴や傾向
に気づき，理解が進む。
（E氏）自分自身ネガティブな感情扱うのがすごい苦手なので，
（自分の感情を）伝える

のも一つだったんだろうなって思って，…そこに気づけたっていうのは…プラスになっ
てる部分あるかなっていうふうに思って。
（J氏）このClとは上手くいかないなっていう面接をしているなかで，このClに…陰性感

情があるんだなっていうのに気づいて…普通の対人的なコミュニケーションの中でも，
嫌だなって思っても結構抑えて表面上は上手く取り繕ってきたんだなっていうのに気づ
いて
＜セラピストとしての広がりと深まり＞
自己開示へのためらいが減少して新たな介入スキルを得たと感じると同時に，
「Thらし
さ」の束縛から解放されて，以前よりも自由さを感じる。その一方で，Thとしての責任や現
時点での限界を自覚することもある。
〔引き出しが増えた〕 自己開示の技法としての有用さや効果的な使い方，さらには自分の個
人的事柄がセラピーの資源になりうることを体験的に理解し，自己開示へのためらいや抵抗
感が減少する。この概念は，主にThとしての技術面の拡大に関する実感を示す。
（C氏）ためらいなく，誰だって（Clと同様の経験）ありますよっていう話ができて，Clも，

あ，そうなのみたいに，ちょっと楽になれるっていう。そんなふうに，ここでは良いなっ
て思って気軽に使えてる
（K氏）ちゃんと意図を持ってやれば実際に響くというか，ある程度効果があって，自分

の狙いもわりと外れないんだってわかった
〔セラピストとしての自由度が増した〕「Thらしさ」の縛りが緩み，Thとしての振舞いや態
度の幅が広がったように感じ，自己開示へのためらいや抵抗感が薄らぐが，一方では，それ
によって自己統制への不安を感じることもある。先の概念〔引き出しが増えた〕が技術面の
拡大の実感であるのに対して，この概念は自らの職業家としての態度や姿勢の変化の感覚を
示す。
（A氏）自分の使えるツールが増えるっていうので，自由になってる感じがする。ただ，
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自由，自由なのかなぁ。コントロールがつきにくくなっている気もする
（K氏）ある程度自分を含めて使うっていうことに，抵抗が無くなったのかな
〔今の自分のThとしての限界・至らなさを知った〕 自己開示体験を通じて自らを省み，現時
点における自分のThとしての姿勢や技術的な課題に気づく。
（E氏）嫌われたくないなみたいなのもきっとあったんだろうと思いますし…自分が言っ

たとして…（Clが）落ちこんだり，逆になんだよって反抗してきたりとかしたときに，
対応できる自信が無かったっていうのもありますね
（F氏）こちらのアセスメント力の足りなさ，至らなさとか，こっちに責任は多い…核心

に触れると嫌がるというか，避けられている感じがするというか，それも何回か伝えた
んですけど…Clの問題の核心の部分に，自分も上手く触れられなかったんでしょうね。
〔セラピストとしての覚悟が増した〕
（＊） 自己開示するか否かの判断を含め，セラピーの責
任主体は自分なのだ，目の前のClと接しているのはThとしての自分なのだ，という覚悟や自
覚が高まる。
（C氏）
（自分の感情を伝えることで）目の前のClさんが同じ重みを抱えるので，例えば

それを聴いて愕然とした表情してるClがいたら，その重みをわかりつつ，そのClを支え
ていくぞみたいな，何て言うんでしょう，覚悟がもてたかな，と思います。
（K氏）結局責任は自分で取ることになるので，ある程度自分の考えで動いてもいいだろ

うっていう
〔失敗から慎重さを学んだ〕
（＊） 個人的な意欲に動かされた自己開示の失敗体験から，慎重
さの必要性を理解する。
（E氏）自分のことを言う前は，言うかどうかって悩みがあって，言ったら言ったで，変

に意識されてないかなっていう，悩みって程じゃないですけど出てきたのが，逆に今慎
重にさせてる部分もあるのかな
（F氏）やりすぎて失敗した経験もあります…同じように私も悩んだことがあるよって

感じで言ったことが，患者さん傷ついてきているみたいで，重かったみたいで，ちょっ
と耐えられないですみたいなこと言われたことありました。気をつけなきゃなって思い
ました。
2

上位カテゴリーの結合関係と全体の過程

上記の結果が得られた後，各研究協力者の逐語録とカテゴリー及び概念一覧表を用いて，
各研究協力者の個別の体験の過程を確認し，それらを研究協力者間で比較して，上位カテゴ
リーを中心とする結合関係及び全体の過程を検討し，図式化する作業を行った。図中の【】
は上位カテゴリーを，＜＞は下位カテゴリーを指している。
最初に，自発的自己開示へのためらいが生じた過程に注目した。一個人として眼前のClの
役に立ちたいという援助への意欲が，自分の個人的事柄をセラピーの場に出したいという体
験として表面化した【もっと自分自身を前に出したい】と，自己開示は自らが求めてきた「Th
らしさ」に反するとの考えから生じる【セラピストとしての一線を軽々しく越えてはいけな
い】という，二つの体験の拮抗状態が自己開示へのためらいを生じさせており，これを「①
内的対立」と名付けた。次に，ためらいから自発的自己開示へと進んだのは，眼前のClによっ
て援助への意欲が活性化した結果，
【もっと自分自身を前に出したい】という体験が強まっ
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たことによると考えられ，これを「②援助意欲の活性化」と名付けた。三番目に，Clの役に立
ちたいとの意欲に後押しされて，教育訓練では扱われなかった自発的自己開示に【自ら一歩
踏み出す】過程が見出され，これを「③主体的挑戦」と名付けた。さらに，研究協力者12名中
11名が自己開示していたことから， 自己開示

を加えた。四番目に，自発的自己開示後の過

程において，自己開示した自分やその際の感情，あるいは自己開示の適否など【わが身を省
みる】ことが【新たなセラピスト像の探索】につながっていたことから，これを「④自己省察」
と名付けた。そして，
【新たなセラピスト像の探索】が，自らが求めてきた「Thらしさ」に影
響し，個人的側面が反映された「自分らしいTh」へと，Thとしてのあり方の変化が確認され，
これを「⑤反映」と名付けた。最後に，
「自分らしいTh」というThとしてのあり方の変化が
自己開示への態度や捉え方にも影響し，自己開示へのためらいの減少につながっていたこと
から，両者を結び，以上をもって全体過程図とした。
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全体過程図

Ⅵ
1

考察
ためらいから自己開示へと至る過程

本研究の焦点の一つ目であった，初任Thの自発的自己開示へのためらいは，
【もっと自分
自身を前に出したい】と【セラピストとしての一線を軽々しく越えてはいけない】という二
つの体験，さらにはそれぞれが根差す個人的自己と職業的自己の内的対立から生じていた。
【もっと自分自身を前に出したい】という体験は，Clによって初任Thの個人的自己が刺激
され，一個人としてClの役に立ちたいという，援助への意欲がその源になっていた。援助意
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欲とは，対人援助を学ぶ原点（Hill, 2014）であり，臨床家を志した主たる動機（金沢・岩壁，
2013）でもあることから，Thという職業的自己の成立以前の，初任Thの個人的自己に由来
すると考えられる。つまり，自発的自己開示の出発点もまた，Thの個人的自己に求めること
ができる。ワイナー（1983），遠藤（2000），高畠（2016）など，自己開示の出発点であるTh
の欲求や願望の性質を重視すべきだとするいくつかの指摘があるが，それらの源である初任
Th自身の個人的自己に目を向けることの必要性は，訓練段階から臨床家としての初期段階
にいる初任Thにおいては，なおのこと強調される。
次に，
【セラピストとしての一線を軽々しく越えてはいけない】という体験は，Thという
職業的側面において自己開示を禁忌とする姿勢や態度が自己開示への不安を生じさせ，押し
とどめようとする働きを示す。この初任Thの自己開示に対する姿勢や態度は，教育訓練や
理論的背景によって形成された「Thらしさ」，ひいては職業的自己の一部であり，Thとして
の自らの態度や判断の拠り所となっていた。初任Thが「Thらしさ」を求め，拠り所とするこ
とは，理想的臨床家イメージを希求，模倣し， 熟練者の複製

や 熟練者の混成 （Rønnestad

& Skovholt, 2013）になりがちな傾向との共通点が指摘できる。一方で，下位カテゴリー＜
セラピストなのだからもっと慎重になるべき＞を構成する3つの概念には，Thとしての自信
の低さや寄る辺なさによる不安が見られた。高畠（2016）は，経験者であっても自己開示が
困難体験に位置づけられることを示したが，本研究の研究協力者も，自己開示に関する強い
ためらいや葛藤を報告しており，自信の低さや不安を抱える初任Thにとって，自己開示はよ
り大きな困難体験であったと言える。しかし，これらの不安は，Clの役に立ちたいという思い，
つまり，援助意欲と表裏の関係にあると考えられる。換言するならば，
【セラピストとしての
一線を軽々しく越えてはいけない】という体験は，初任Thが，臨床家として「Thらしく」振
る舞うことで，未熟ながらもClと関わろうとする積極的姿勢や努力がゆえに生じるとも言え
よう。
では，初任Thはどのようにして内的対立を乗り越えて自己開示へと踏み出したのか。初任
Thが自己開示へと踏み出した過程においても，やはり援助意欲が重要な役割を果たしてい
ると考えられる。眼前のClによって初任Thの個人的自己が刺激され，これに根ざす援助意欲
が活性化する。この援助意欲は，＜自分の経験や気持ちを伝えたい＞，＜似た者同士として
つながりたい＞といった思いのさらなる高まりとして体験され，内的対立を越えて，自発的
自己開示への主体的挑戦に至ったと考えられる。
2

初任Thの自発的自己開示体験が職業的発達に及ぼす影響

前項では，初任Thが自己開示にためらい，それでもなお自発的自己開示へと至った過程の
主観的体験を検討した。次に，このような過程が初任Thの職業的発達に及ぼした影響につい
て検討する。
初任Thは，自らの個人的自己に由来する援助意欲に後押しされ，Thとしてのタブーを越
えて主体的に自発的自己開示に挑戦していた。そして，
【わが身を省みる】作業を通じて，
【新
たなセラピスト像の模索】という，職業的自己の再構築作業に結実した。これが，
「Thらしさ」
の追従，模倣から，
「自分らしいTh」へと，職業的自己が変化し始めた過程であると考えられ
る。Rønnestad & Skovholt（2013）は，初任期の早期には，職業的モデルへの依存から自律へ
と向かい，その具体的作業として，職業的モデルの取捨選択がなされることを指摘している。
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本研究における【新たなセラピスト像の模索】は，教育訓練や理論的背景によって形成され，
拠り所としてきた「Thらしさ」からの脱却と自律という，職業的発達課題に着手したことを
示唆する。
さらに，自己開示がClに受け入れられ，あるいは，自己開示というタブーに主体的に挑戦
した経験から自信を得て，
「自分を含めて使うっていうことに抵抗がなくなった 」
（K氏：概
念〔セラピストとしての自由度が増した〕）と，初任Thが抱いてきた「Thらしさ」，あるいは
Thとしてのあるべき姿から徐々に離れ，個人的自己をセラピーの場に顕在化させ（Wosket,
1999），資源として活用する方法を体験的に学んでいた。これは，初心期における，
「自信が
高まるにつれて，臨床家は自分の個人的側面（personalities）が自分の仕事に表現できるこ
とに気づくようになる」
（Rønnestad & Skovholt, 2013, p.91）という職業的発達過程との共通
点を指摘できる。そして，B氏が「身構えなくなった 」
（概念：〔「自分らしく」やっていこう〕）
と語ったように，初任Th特有の固さはやわらぎ，より自然にセラピーの場に存在できるTh
へと変化していった。初心期の次の段階である熟練期のThには，より自然で，安定し，不安
や脅威を感じることが少なく，防衛的態度も弱いという特徴がみられるとされ，本研究の結
果との類似点が多い。つまり，
〔「自分らしく」やっていこう〕という体験は，初任期から熟
練期へと移行する過渡期の特徴の一つであると考えられる。
また，この一連の体験には学びの変化も見られた。J氏は，＜自分の直感を信じる＞ことで
の自己開示体験を通じて，
「自分はこの人（Cl）と，Thというよりも自分自身としていこうっ

て思って，それでいいんだっていう確信になった 」
（概念：〔「自分らしく」やっていこう〕）と，
「自分らしいTh」の探索へと進んだ体験を語った。このJ氏の体験には，割澤（2017）の，「現
時点での自分」の感覚や判断の信頼と活用

という初任者の学びの特徴との類似点が多く，

職業的発達の一側面を示していると考えられる。
本研究では，5つの上位カテゴリーの結合関係から，①内的対立，②援助意欲の活性化，③
主体的挑戦，④自己省察，⑤反映，の5つの過程が見出された。「自分らしいTh」像の探索に
よって，
「自分らしさ」，つまり個人的自己の一部が職業的自己に反映され，職業的自己と個
人的自己は以前よりも親和性をもつ。その結果，両者の内的対立は緩和し，自己開示へのた
めらいが弱まると同時に，個人的自己をセラピーの資源としても活用できるようになって
いくと考えられる。臨床経験の増加に伴う自己開示頻度の高まり（Andersen & Anderson,
1989; Rosie,1980）は，上記過程が繰り返され，職業的自己が発達していく過程に伴う変化
であると言える。さらに，職業的側面と個人的側面が次第に一致していく（Rønnestad &
Skovholt, 2013）という，臨床家としての長期的変化の出発点を見出すこともできよう。
ところで，自己開示経験なしと回答したD氏は，以前は教育訓練や理論的背景の影響によ
り自己開示に消極的であったが，職場の後輩との議論や文献学習等を通じて，
「言っちゃいけ

ないとかではなくて（略）決められる自由を自分自身がもっている 」
（概念：〔教育訓練と距
離を置く〕）と，自らが主体的に判断することの重要性を理解するに至った。この過程にお
いて， 知識や助言に依拠する学び

から，「現時点での自分」の感覚や判断の信頼と活用

（割澤，2017）へと学びのステージが移行し，臨床家としての変化が生じていたと推測される。
このような非自己開示事例における変化の過程は，今後より深めていくべき課題となる。
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初任Thが学ぶべきこと・指導者が扱うべきこと

セラピーの安全な進め方を学ぶ訓練段階において自己開示を禁止することは，問題発生の
予防策としての意義は認められる。一方で，Henretty & Levitt（2010）は，指導者の補助と
保護的環境下での自己開示を用いたロールプレイと，自己開示の適切性についての考え方が
教えられるべきだと，教育訓練において積極的に扱う必要性を主張する。本研究の結果を踏
まえれば，教育訓練段階及び初任期においては，自己開示の背景にある自らの援助意欲の理
解と適切なコントロール方法こそが本来扱われるべき課題であろう。では，この課題を，初
任Thと指導者はそれぞれどのように扱うべきか。
本研究における【わが身を省みる】という体験は，初任Thの職業的発達を促す重要な機会
であった。Bennett-Levy（2006）は，自己省察（self-reﬂection）を，
「自分自身の思考，感情
及びその結果への観察，解釈，評価を含むメタ認知的スキル」
（p.60）と定義し，Thの技能発
達の中心的役割を果たすとした。割澤（2017）も，特に初学者の成長において省察が重要な
役割を果たすと指摘する。Bottrill et al.（2010）は， reﬂection-on-action （セッション後の省
察）から

reﬂection-in-action （セッション中の省察）への移行が，熟練へと至る鍵になると

述べている。しかし，Davis（2002）は，
「自己開示の判断が注意深い省察と実行，あるいは反
射的反応であるとしても，その判断が治療過程に与える究極的な影響は，時に事後において
のみ評価と理解が可能となることがある」
（p.452）と述べており，自身の否定的側面に注目
しがちな初任Thがセッション中に自らを省察することは，殊更に困難な作業であろう。教育
訓練や初任期においては，まずは録音・録画素材など，セッション中の自分自身の生きた体
験に接近できるような視聴覚素材を用いて，指導者やスーパーバイザーと共に振り返ること
が有効であろう。本研究で，研究協力者が語った自己開示体験には，
『このClだからこそ，今，
これを伝えたい』という，自己開示の対象，時機，そして内容の限定的性質がうかがえた。初
任Thは，このような自己開示の限定的性質を手掛かりにして，
『なぜ自分はこの時，このClに，
この内容を伝えたくなったのか』，
『それは自分自身のどのような側面に由来するのか』，
『な
ぜ自分は自己開示をためらったのか』といった視点でセラピーと自分自身の振り返りを重ね
ることが，自らの援助意欲の理解や，臨床家としての適切なコントロールにつながるだろう。
次に，指導者やスーパーバイザーは，訓練生や初任Thと自己開示について十分に議論し，
彼らが「自分らしいTh」の探索過程で抱く不安や迷いを支えていくことになる。そして，上
記のような自己開示への振り返りの視点を訓練生や初任Thと共有し，彼らが自らの援助意欲
や個人的自己に安心して目を向けられるような関わりが求められる。Davis（2002）は，Th
とClの関係において生じる感情に開かれていくことを学ぶ必要性を説いている。指導者や
スーパーバイザーは，訓練生や初任Thとの振り返りの作業を有意義な機会とするために，自
己開示やその背景にある個人的自己についてオープンに話し合える関係性の構築が重要であ
る。ある研究協力者は，過去のスーパービジョンで自己開示をひどく叱責された経験を語っ
た。指導者の叱責は，初任Thを萎縮させ，主体性や自律性の伸長を阻害し，個人を傷つけか
ねない。自己開示を扱うことは，初任Thの個人的側面を扱うことと同義であり，臨床家とし
ての基本的倫理であるプライバシー保護や支持的関わりが必須であることは改めて強調した
い。
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本研究の意義，限界と今後の課題

従来，Thの自己開示は，治療者の倫理と介入技法という主に二つの視点から論じられてき
た。しかし，本研究では，Thの職業的発達という新たな視点を導入し，自己開示への取り組
みが初任Thの職業的発達を促進する可能性を示すことができた。より具体的には，初任Th
の自発的自己開示体験が，
「Thらしさ」から「自分らしいTh」へと，職業家としてのあり方の
変化を促進しうること，自らの援助意欲の理解とコントロールが初任Thの重要な課題である
ことを示し，教育訓練への多くの示唆が得られた。
次，本研究の課題として，研究協力者の範囲，方法，結果の三点を検討する。第一に研究協
力者の範囲について，本研究では臨床心理士資格取得から10年未満と，従来の研究よりも初
任期をやや広く設定した。これにより，初任期間全体の職業的発達過程と自己開示との関連
を検討することができた。一方で，10年の中でも大きな変化が生じている可能性があること，
他の発達促進的要因との相互作用などが起きている可能性なども考慮される。また，本研究
に参加した研究協力者は医療臨床領域に偏っており，臨床領域の違いによって職業的発達過
程や自己開示への態度は異なると考えられる。次に，方法上の課題であるが，まず，インタ
ビューに関して，過去の終結，中断事例に限定したことによる記憶の不鮮明さや感情的要素
の影響も考慮すべきであろう。自己開示を扱うことは研究協力者の個人的側面について扱う
ことでもある。インタビューには慎重を期したが，踏み込んだ質問が難しい場面もあり，聴
取内容の十分さについて検討の余地がある。また，本研究ではM-GTAを採用したことで，自
己開示にまつわる体験の詳細を検討することができた。一方，初任Thはどのようにして自己
開示に至るのかという，意思決定や判断過程の詳細を検討することができる他の研究方法の
適用も今後の検討課題となるだろう。三点目に，結果について，M-GTAの特徴と関連するが，
本研究で得られた結果はあくまでも本研究における分析焦点者に関する説明であり，現時点
での暫定的結果として位置づける必要があるだろう。
今後の発展的課題として，研究協力者を増やして属性や臨床領域を拡大すること，セッショ
ンの録画・録音素材を用いて，より生きた体験への接近を図ること，本研究で示された，援
助意欲や「Thらしさ」と自己開示経験の関連の具体詳細化，自己開示経験の有無による差の
検討や，熟練Thを対象とした同様の研究などの展開も検討される。
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A Qualitative Study of Facilitative Impacts
on the Development of Novice Therapists' Professional Self
by Experiences of Therapist-initiated Self-Disclosure.
Akihiro KUSAOKA

Keyword
novice therapist, therapist-initiated self-disclosure, professional self, willingness to help
others, qualitative study
Abstract
This study investigated how novice therapists experiences to use therapist-initiated selfdisclosure facilitates the development of their professional self. Twelve novice therapists
participated in retrospective, semi-structured interviews; the transcripts were analyzed
by the qualitative research method. In all, 29 concepts emerged from data, and these
were integrated into the following ﬁve categories, namely; wanting to show more personal
aspects, should not crossing boundary lightly as a therapist, stepping into the unknown zone
voluntarily, reﬂecting on oneself, and exploring a new therapist image. So, these categories
indicated developmental process of the professional self, namely; conflict, activation, challenge, reﬂection, and feedback. Hesitation to using self-disclosure has its root in the internal
conﬂict between their personal and professional self. However, voluntary challenging and
self-reﬂection make them available for utilizing their personal self as resources in therapy.
These processes facilitate changing their professional self from imitating master therapists
to establishing a unique self-image as a therapist. Certain implications for education and
training were discussed.

