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本研究は，２人の受刑者に対してエンプティチェア・テクニックにロールレタリングを導入した面接を行い，内

面の問題が整理されていく過程を追跡している。受刑者Ａは自分の犯罪は覚せい剤が原因であると思い込んでいた。

面接を進めるなかで，覚せい剤使用以前にシンナーの吸引，その前には喫煙，万引き，そしていじめ被害という過

程があることが明らかとなった。エンプティチェア・テクニックでいじめ被害を受けた子や母親とのやり取りを再

現し，自分の犯した事件が過去の親子関係の問題に原因があることに気づいたＡは，ロールレタリングで感情を解

放し，内面の問題への理解を進めた。受刑者Ｂは、ガンで亡くなった母親に対する「思い残している感情」が明ら

かとなったためロールレタリングを行い，さらにエンプティチェア・テクニックを用いて母親に対する「未完の問

題」を完結することができた。以上の２事例から，両技法は，クライエントに相手の気持ちを理解させたり反省を

求めたりするのではなく，自己の内面に押し止めていた感情に気づかせ抑圧していた感情を解放させることを目的

とすることによって，支援効果を発揮することが明らかとなった。 

  

キーワード：エンプティチェア・テクニック，ロールレタリング，受刑者支援 

 

Ⅰ はじめに 

 2006 年５月に「刑事施設及び受刑者の処遇等に

関する法律」が施行され，各刑事施設では受刑者

に対する改善指導の充実を図ることとなった。し

かし，これまで刑事施設は規律秩序と刑務作業を

二本柱として運営されてきただけに，効果的な処

遇方法としての矯正プログラムは存在しなかった。

藤岡は，「ようやく『被害者の視点を取り入れる』

教育の重要性が認識されはじめたとはいえ，実際

の働きかけの方法については，遺族の手記の読書，

ビデオ教材の視聴，被害者遺族の講話など，ごく

限られた手段により，ばらばらに実施されている」

１）と述べ，刑事施設における新しい処遇技法の開

発の必要性を強調している。  

一方，1977 年の矯正局長通達「少年院の運営」

によって，30 年以上も前から処遇の個別化を図っ

ている少年院では，これまで少年の矯正教育のた

めに数々の処遇技法が導入されてきた。吉川らは 
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「種々の技法が少年院教官の研鑽により会得され，

少年の処遇において効果を上げている」２）と少年

院における処遇技法の実効性を指摘している。ま

た，島田は，新法施行後に薬物依存離脱指導や性

犯罪再犯防止指導などの改善指導を行ってきた経

過を踏まえて，「受刑者処遇法下での矯正処遇の発

展に伴い，全国の少年施設が従来から持ち合わせ

ている各種処遇技法などについて各刑事施設が学

ぶべき機会は増える一方である」３）と述べている。

少年院で体系化された各種処遇技法は刑事施設に

おいても活用でき，今後は実践事例の研究を通し

て，その効果の検証が求められているのである。

それらの処遇技法の一つがロールレタリングであ

り，ロールレタリングを生み出したゲシュタルト

療法のエンプティチェア・テクニックとともに効

果的な導入が求められている。 
受刑者が更生するために，指導者は，受刑者自身

に内面の問題に気づかせ，罪の償いを促す必要があ 
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るのはいうまでもない。しかし，これまでの矯正教

育は，受刑者の偏った考え方を矯正しなければなら

ないという考え方が重視される傾向があり，ロール

レタリングもエンプティチェア・テクニックも相手

の気持ちを理解させようとしたり反省を求めたり

する方法として活用されてきた。竹下は「ロールレ

タリングは，矯正界で瞬く間に取り入れられ今も広

く活用されているが，十分に効果を発揮していない

ような気がする。それは，ロールレタリングの効果

を『相手の立場に立って物事を見ていけるようにな

る』ということにとらわれ過ぎて，『感情を思いき

り訴える』ということが，すっぽり抜け落ちてしま

っているからである」４）と重要な指摘をしている。

また，法務省矯正局が作成した「矯正教育テキスト 

ロールレタリング」では，内面の問題に対する深ま

りが見られない少年にエンプティチェア・テクニッ

クを導入した事例が報告されている５）。そこでは指

導者は，迷惑をかけた父親の心情を明確にするため，

少年を父親が座っていると仮定した空の椅子に座

らせ，父親のつらい思いを言うように指示するので

あるが，少年は黙ったままうつむいてしまうのであ

る。このワークにおいても，内面の問題に気づかせ

るより相手（父親）の気持ちを分からせようとして

少年に反省を強いる指導者の姿勢が垣間見える。 
これまで筆者は，教育相談や学生相談などにロ

ールレタリングを導入してきたが，いずれのクラ

イエントにも「自分から相手へ」で書き始めても

らい，相手への不満や怒りといった「感情の解放」

をさせている。そうやってクライエントの「書き

たい」気持ちに寄り添いながらロールレタリング

の効果を検証してきた６）７）。すなわち，相手の気

持ちを分からせようとするのでなく，心のなかに

抑圧されていた感情を表出させることによって，

内面の問題の気づきが生まれるようにクライエン

トを導いてきたのである。この方法は，「今，ここ」

での自己の内面への気づきを重視するエンプティ

チェア・テクニックの基本理念と同様である。ゲ

シュタルト療法を創始したパールズは，「我々の願

いは，クライエントがすべての領域において自分

自身の気づきの領域を広げることである」８）と述

べている。クライエントが，反省するためではな

く自然な形で自己を内省する方法としてロールレ 

タリングとエンプティチェア・テクニックを導入

することによって，はじめてそれらは有効な手法

となり得ると考えられる。以上を踏まえて，本研

究の目的は，受刑者に対してこれら二つの技法を

併用した方法を心理面接に導入し，矯正教育にお

ける新しい実践モデルを提示するところにある。 
 
Ⅱ 方法 

本事例では，受刑者への個人面接を行うなかで，

受刑者の問題特性と心理状態に応じて，ロールレ

タリングとエンプティチェア・テクニックの二つ

の技法の導入方法を変えている。事例１ではエン

プティチェア・テクニックを行ってからロールレ

タリングを，事例２ではロールレタリングを行っ

てからエンプティチェア・テクニックを導入し，

最後に両事例ともフォローアップの面接を実施し

ている。２事例の面接構造ならびに技法を導入す

る目的は表１の通りである。 
なお，本研究は両技法の効果を検証することが

目的であるので，２事例の受刑者の生育歴や犯罪

の経過などは省略してある。 
 

表１ ２事例の面接構造と目的 
               

 面接構造   目  的 
 
 
 
事例１ 

初回面接 
    ↓ 
エンプティチェア・

テクニック 
    ↓ 
ロールレタリング 

    ↓ 
   面接 

課題（葛藤）の明確化

 
気づきを促す 
 
 
気づきを深める 
 
フォローアップ 

 
 
 
事例２ 

初回面接 
       ↓ 
 ロールレタリング 
    ↓ 
エンプティチェア・

テクニック 
    ↓ 
    面接 

課題（葛藤）の明確化

 
気づきを促す 
 
抑圧していた感情

の解放 
 
フォローアップ 

               
Ⅲ 事例 

【事例１】受刑者：Ａ 罪名：殺人（40 歳代前半） 

（１）エンプティチェア・テクニックを実施する

前の面接 

筆者（以下，Co）の言葉は〈 〉，Ａの言葉は「 」 
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と表記する。 

〈事件を起こしたことを今どう思っています

か〉と問うと，「性格が弱かったから」と切り出し，

「（自分の犯罪は）覚せい剤をやっていたことが関

係している」と続ける。そこで〈覚せい剤に手を

出したきっかけは〉と尋ねると，Ａは「シンナー

を吸っていたから」と答える。さらに質問を続け

ると，シンナーの前にはタバコを吸っていたこと

が分かった。そこで〈なぜタバコを吸うようにな

ったのですか〉と問うと，Ａは中学生の頃に集団

でいじめられていたことを告白する。「いじめを受

けていたグループに金を渡すといじめられなくな

ったので，家の金を盗むようになった。それが母

親にばれて，ひどく叱られた。いじめのことを話

しても，母親はただ叱るだけだった。タバコを吸

うようになったのは，いじめられた仲間に入るた

めだった」と淡々と話す。 

（２）エンプティチェア・テクニック 

Co：（Ａの前に椅子を置く。いじめた子が今，目

の前に座っていると想像してもらって）いじめ

た子に対して，今何を言いたいですか。  

Ａ：（しばらく考えてから）……なんで僕をいじめ 

たんだ！ （いじめた子の椅子に座って）お前

はきたない服を着ていた。名前も変だったから。  

Co：目の前の椅子にいじめた子がいるとしたら，

今どうしたいですか。  

Ａ：殴ってやりたいです。  

Co：それでは，ここに（いじめた子が座っている

椅子を指差して）いじめた子がいるとして，思

いっきり怒りをぶつけてください。  

Ａ：（最初は躊躇していたが，次第に怒りの感情が

出てきて）この野郎！ なんでいじめたんだ！

（椅子の上に座っている架空の相手を何度も思

い切り殴りつける）  

Co：（しばらく時間を置いて）今，何を感じてい

ますか。  

Ａ：すごくスッキリしました。  

Co：では次に，家のお金を持ち出して，お母さん

にバレて叱られたときのことを見てみましょう。

そのときの自分に戻って，お母さんに話しかけ

てください。  

Ａ：……お母さん，俺，いじめられてたんだ……。

（母親の椅子に座って）なんでお金を盗んだ

の！ （自分の椅子に戻って）いじめた相手にお

金を渡さないといけなかったから（拳を強く握

り締めている）。 

Co：今，両手の拳に力が入っていますね。その手

が何かを語るとしたら，何と言いますか。  

Ａ：自分の気持ちを分かってもらえなくて，悲し

い……（表情が歪む）。  

Co：もう１回言葉にして言ってみてください。  

Ａ：自分の気持ちを分かってもらえなくて，悲し

い……。  

Co：今，どんな気持ちですか。  

Ａ：寂しいです。  

Co：もう１回言ってみてください。  

Ａ：寂しい……。  

Co：ゆっくりと何回かくり返して言ってみてくだ

さい。  

Ａ：寂しい……。寂しい……。寂しい……。 

Co：では，母親の椅子に座ってください。今，お

母さんは何と言っていますか。  

Ａ：我慢しなさい……ですね。【Co：他には？】（少

し考えて）……何も思い浮かびません。  

Co：自分の椅子に戻ってください（Ａは自分の椅

子に座る）。今，どんな気持ちですか。  

Ａ：寂しくても我慢しないといけないと思います。  

Co：本当はお母さんにどう言って欲しかったです

か。  

Ａ：（考え込んで）ちょっと分からないですね。  

Co：あなたには子どもがいますか。【Ａ：はい】 

わが子が「寂しい」と言ったら，あなたはどう

しますか。  

Ａ：抱きしめてあげます（ハッとした表情に変わ

り，自ら納得したかのように何度もうなずく）。 

（３）ロールレタリング 

第１信「私から私をいじめた子へ」 

「私をいじめて面白かったですか？ 人を苦し

めて楽しい？ 私がいじめる側になっても全く楽

しくも面白くもなかった。いじめられていた時の

自分を見てる様で，心が空しくなったよ。人の苦

しみ，悲しみをもて遊んで楽しいなんて，それは

人間じゃないと私は思うよ。 

傷つけられる立場，傷つける立場をそれぞれ体
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験して，自分の苦しみ，人の苦しみを共感して，

泣き，笑い，心を分かりあって過ごすのが友達だ

ろ？ 

今私はいじめたお前達に言いたい。人を傷つけ

るということは自分を傷つけ，自分を汚すことだ

と気づいてほしい。 

今私は，あの日より道をはずれて，人を傷つけ

てばかりいたから，無期という刑を背負うことに

なり，もう人を傷つけて楽しいなんて思うことな

く，人の痛みを分け合って生きることこそ人であ

ると気付いてほしいから，私は切にそう思ってそ

の過去を償って生きています。 

いじめが人の人生を変えたんじゃないか。あな

た達は実感してほしいです」  

第２信「私から母親へ」 

「母さんへ 僕を生んで育ててくれてありがと

う。母さんは僕が４回も犯罪を犯し，あっちこっ

ちに借金をつくり，それをずっと死ぬまぎわまで

払ってくれたよネ。そのやさしさをなぜ僕が少年

だった頃，してくれなかったの？ 貧乏だったか

ら，今だから言えることだけど，僕はあの頃苦し

く悲しい毎日だったんだよ。 

僕が言っていることを心に受けとめ，なぜ抱き

しめてくれなかったの？ いじめられ苦しくもが

き，母さん達に助けを求めたのに……。そのため

に僕は万引きをしたり，不良仲間に救いを求め，

一緒に悪いことをして染まり，自分を守っていっ

たんです。いじめられ辛いことを誰よりも自分が

知っているのに，今度はいじめる側になり，悪い

道を突っ走り，そんな時母さん達はどんな風に僕

のことを見ていたんですか？ あの時もう少し僕

の話を聞いていてくれたら，人をいじめたり犯罪

に染まったりしなかったかもしれないよ。 

でも最後はやっぱり自分が弱かったんだし，す

べて非は自分にあるのはちゃんと分かっているよ。

ただ手を差しのべ抱きしめやさしくしてくれてい

たら，ちがった人生があったんじゃないかと思う

んです。母さんを責めているんじゃなく，僕の

SOS を受け止めてほしかったんです」 

（４）ロールレタリング後の面接  

 〈ロールレタリングを書いてみて，どんな気持

ちになりましたか〉と問うと，「あのときはこうだ

った，このときはこうだったというように，いろ

いろなことを思い出しました」と語る。さらに「自

分の犯罪が過去のことと関係しているなんて，思

いもしなかった。幼い頃受けたいじめがなかった

ら，違う人生になっていたかもしれません」と言

い，「母にはよく叩かれて，父が助けてくれた。き

ょうだいが４人いて，うち３人が姉だった。姉と

比較されて，『なんで僕だけが』とよく思った。母

親にもっと自分の話を聴いてもらいたかった。母

親に自分の気持ちを受けとめてもらいたかった」

と続ける。Co は，Ａが今回のロールレタリングを

書いて自分の内面に向き合ったことをねぎらう。 
 
【事例２】受刑者：B 罪名：強盗致傷（40 歳代

前半） 
（１）ロールレタリングを実施する前の面接 

筆者（以下，Co と略記）の言葉は〈 〉，Ｂの

言葉は「 」と表記する。 

 Ｂは「私はトランスパーソナル心理学に興味が

ある。刑務所で，それを勉強したい」と語り，自

らが学んできた心理学の知識を Co に披露する。

その後，日常生活のことに話題が移り，「実は，（雑

居房にいる）他の受刑者が暴力団関係の人なので，

話が合わない。自分で自分の気持ちをコントロー

ルしようとするが，どうバランスをとっていいの

か分からない」と言って，言葉をつまらせる。Co
が〈ここでの生活はとてもしんどいのではないで

すか〉と伝えると，B はうなずきながら「（刑務所

に入ったのは）自分が事件を起こしたことなので

仕方がない」と言って，事件のことを話し始める。

やがて母親のことが話題になり，Ｂは「10 年前に

ガンで亡くなった母親に対して思い残しているこ

とがある」と言って涙ぐむ。ここで Co が〈自分

の思いを一度手紙の形で書いてみませんか〉と提

案すると，Ｂも「やってみたい」と同意する。 
（２）ロールレタリング 
「私から母親へ」  

「自分のことばかりやっていて，お母さんを一

人ぼっちにして，淋しい思いをさせて，すみませ

ん。気がついた時はガンになっていて，とてもシ

ョックでした。お母さんを助けてあげられなくて，

ごめんなさい。  
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 もう仕事も何も無くなっても良かったのに……。  
 どうしても助けられなくて，本当にごめんなさい。 
  ずっと家族一緒に暮らしたかったです。  
  きっとお母さんがガンになってしまったのも，

淋しい思いをさせた私のせいです。私がお母さん

を殺してしまったようなものです。本当にごめん

なさい」 
（３）エンプティチェア・テクニック 
Ｂ：他の受刑者が周りにいると思うと，落ち着い

て書けなかった。いろいろなことを思い出して

泣きそうになったが，（他の）受刑者がいるので

必死で気持ちを押し殺していた。 
Co：それでは，ちょっとワークをやってみましょ

う。目の前の椅子にお母さんが座っていると思

ってください。今，お母さんに言いたいことは

何ですか。 
Ｂ：（静かに目をつぶる。母親が目の前にいる状況

を感じ取っている様子で，しばらく沈黙が続く。

次第に大粒の涙がこぼれ始め，タオルを取り出

して数分間号泣する。やがて嗚咽しながら）お

母さん，ずっと寂しい思いをさせてきて本当に

ごめんなさい。お母さんがガンになったとき，

仕事ばかりしていてそばにいてやれなくて，本

当に後悔しています（この後，母親に何もして

やれなかった思いを泣きながら語る）。 
Co：（B の感情が静まってきたところで）それで

は，今度はお母さんの椅子に座ってください。

お母さんの気持ちになって，自分の椅子に話し

掛けてください。 
Ｂ：（椅子を変わる。目をつぶり，しばらくしてか

ら）あなたが一生懸命に頑張っていたことは分

かっていたよ。これからも自分の考えた通り，

自分なりに頑張っていけばいいよ。（自分の椅子

に戻って）お母さんにそう言ってもらってうれ

しいよ。お母さんありがとう （左手を固く握り

締めている）。  
Co：左手の拳にすごく力が入っていますね。その

手が言葉を発するとしたら，何を言いますか。 
Ｂ：決意を表したときに，こんな風になるんです。

癖みたいなものです。 
Co：分かりました。では，その決意をお母さんに

言ってください。 

Ｂ：お母さん，私は刑務所のなかで考えたいこと

があります。それをやっていきたいと思います。

お母さん，見守っていてください。  
Co：お母さんの椅子に座り，語りかけてください。 
Ｂ：（母親の椅子に座って）あなたの好きなように

やりなさい。お母さんはあなたが元気でやって

くれるだけでうれしいよ。頑張ってください。

（自分の椅子に戻って）お母さん，本当にあり

がとう。 
Co：ここで終わっていいですか。 
Ｂ：はい，ありがとうございました（表情が明る

くなっている）。 
（４）エンプティチェア・テクニック後の面接  
 ワークの感想を問うと，「ものすごくすっきりし

た。すごく前向きな気持ちになった」と言い，さ

らに「毎日の生活で神経質になり，嫌なことがあ

ると何でも母親の問題と結び付けて，自分を責め

ることで自分の気持ちをごまかしていたことに気

づきました」と明るい表情で話す。最後に，「自分

が起こした犯罪について，自分の問題を過去から

考えていきたい」と語るＢに対して，Co は B が

懸命に課題に取り組んだことをねぎらう。 
 
Ⅳ 考察 
１．エンプティチェア・テクニックをきっかけに

ロールレタリングで気づきを深めたＡ 
 事例１をみると，殺人という重罪はいきなり起

きるものではなく，人間関係における幼少期から

のさまざまな問題を引きずって起こることが理解

できる。A の場合，殺人の前には覚せい剤の使用

があり，その前にはシンナーの吸引とタバコの喫

煙があった。タバコの喫煙は不良仲間に入るため

に行った不良行為であり，その仲間に入るために

万引きもしていた。その万引きのきっかけは，中

学時代に受けたいじめが原因であった。万引きが

発覚したとき母親は，A が受けたいじめによる心

の傷を受けとめようとはしなかった。母親の A に

対するそうした態度によって，A は感情を押し殺

し「我慢する生き方」を身に付けていったことが

容易に理解できる。殺人に至るまでにこうした長

い経過があったことに対して，A 自身はまったく

無自覚であり，「（自分の犯罪は）覚せい剤をやっ
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ていたことが関係している」としか考えていなか

ったのである。 
 Co は，以上に述べた経過を A に言葉で説明す

るのではなく，A 自らが再体験して気づく必要が

あると考え，まずエンプティチェア・テクニック

を用いて，A をいじめた子に対する気持ちを吐き

出すワークを行った。A をいじめた子に対する怒

りを吐き出したことによって，A は「すごくスッ

キリしました」と述べ，カタルシス効果を得てい

る。その後，母親に，いじめを受けていたことを

告白する中学時代の場面をワークで設定すると，

A は「いじめた相手にお金を渡さないといけなか

ったから」と語りながら拳を強く握り締めること

があった。ゲシュタルト療法では身体感覚を重視

するので，Co はクライエントの強く握り締めた拳

に注目し，それに言葉を発するように指示してい

る。百武が「『からだ』の症状に問いかけるのです。

全身に漠然と聞く代わりに，からだの『部位』に

声を与えるのです」９）と述べるように，強く握り

締めた拳にこそ，表現できなかった A の本心が込

められているのである。したがって，A にそれを

言語化させる必要があった。「自分の気持ちを分か

ってもらえなくて，悲しい」と語る A に，Co は

「寂しい」という言葉を何度も表現させ，感情体

験を深めさせている。しかしながら，A は母親の

椅子に戻ったとき「我慢しないといけないと思い

ます」と幼少期の取り入れ（イントロジェクショ

ン）に起因する思考パターンに戻ってしまう。こ

こで Co が A 自身の子どもが「寂しい」と言って

目の前に座っている場面を設定すると，A は自分

の子どもを「抱きしめてあげます」と言う。その

瞬間，A 自らが「母親に抱きしめてもらいたかっ

た」ということに気づいたのである。そのことは，

自らの最も奥底にある感情に気づくことになり，

根深い問題を深く洞察することにもなったのであ

る。 
 この後，エンプティチェア・テクニックで行っ

たワークをロールレタリングの課題にし，A は内

省を深めることになる。まず，「私から私をいじめ

た子へ」のロールレタリングにおいて，書き出し

から「私をいじめて面白かったですか？ 人を苦

しめて楽しい？」と A をいじめた子に対して問い

詰め，怒りの感情を吐き出している。その後，「私

がいじめる側になっても全く楽しくも面白くもな

かった。いじめられていた時の自分を見る様で，

心が空しくなったよ」と過去の自分自身を振り返

っている。そして「人の苦しみ，悲しみをもて遊

んで楽しいなんて，それは人間じゃないよ」と批

判し，「人を傷つけるということは自分を傷つけ，

自分を汚すことだと気づいてほしい」と相手への

願いを書いている。現在の心境を綴りつつ，最後

も「いじめが人の人生を変えたんじゃないか。あ

なた達は実感してほしいです」と相手への批判で

文面を締め括っている。次に，「私から母親へ」の

ロールレタリングでは，最初に「母さんへ 僕を

生んで育ててくれてありがとう」と感謝の気持ち

から書き出し，「母さんは僕が４回も犯罪を犯し，

あっちこっちに借金をつくり，それをずっと死ぬ

まぎわまで払ってくれたよネ。そのやさしさをな

ぜ僕が少年だった頃，してくれなかったの？」と

母親をやんわりと批判している。そして「貧乏だ

ったから，今だから言えることだけど，僕はあの

頃苦しく悲しい毎日だったんだよ」と過去の辛さ

を訴えている。その後も過去の自分自身を振り返

りながら，最後は「母さんを責めているんじゃな

く，僕の SOS を受け止めてほしかったんです」

と母親に素直に愛情を求める気持ちを書いている。 
 フォローアップの面接で「自分の犯罪が過去の

ことと関係しているなんて，思いもしなかった。

幼い頃受けたいじめがなかったら，違う人生にな

っていたかもしれません」と語っていることから， 
A は自分の犯した殺人の経過を深く洞察している

ことが理解できる。さらに「母親に自分の気持ち

を受け止めてもらいたかった」と母親への愛着心

さえ回復している。エンプティチェア・テクニッ

クで大きな気づきを得た後で，さらにロールレタ

リングで Aをいじめた子と母親に対する思いを吐

き出したことによって，A の内省が深まっている

ことが理解できる。 
 
２．ロールレタリングで出せなかった感情をエン

プティチェア・テクニックで解放したＢ 
 事例２で，B は刑務所内の生活において，ガン

で亡くなった母親との間にあった「未解決の問題
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（unfinished business）」をみつめることを避け，

自分の好きな心理学に熱中することによって自己

防衛していたと考えられる。面接で，他の受刑者

との生活に対する不満を語る B は，事件の経過を

話すなかで「母親に思い残している感情」がある

ことを語り始める。初めて悲しみの感情を表出し

た B に対して，Co は「私から母親へ」のロール

レタリングの課題を提示した。しかし B は，雑居

房にいる他の受刑者が気になり，謝罪の文面を書

くものの分量は短く，思いのたけを手紙に書くこ

とはできなかった。そこで他の受刑者がいない安

全な面接の場で，B が思い切り感情表現ができる

ことを目的に，エンプティチェア・テクニックを

実施したのである。 
 エンプティチェア・テクニックのワークで B は

嗚咽しながら「本当にごめんなさい」「本当に後悔

しています」と母親への思いを吐き出している。

そして，深い悲しみを心から体験することによっ

て，「未解決な問題」を「今，ここ」で完結させた

のである。それから，空椅子で母親側に座った B
は「これからも自分の考えた通り，自分なりに頑

張っていけばいいよ」と言い，自分の椅子に戻り

「お母さんにそう言ってもらってうれしいよ」と

語る。母親からの「許し」の言葉を自ら発するこ

とによって，B は安心感を得たものと考えられる。

そして，事例１の A と同様，B も左手を固く握り

締めて，身体に自分の思いを表現させた。Co が言

語化を促すと，B は自らの決意の表れとして，「刑

務所のなかで考えたいことがあります」「お母さん，

見守っていてください」と語り，長年の間自責の

念で苦しんできた思いを解消させたのである。 
 B は面接で，「ものすごくすっきりした」と語っ

ているように，事例１の A と同様，B にもカタル

シス効果がみられた。さらに「すごく前向きな気

持ちになった」「自分が起こした犯罪について，自

分の問題を過去から考えていきたい」と語ってい

ることから，母親との間で精神的な和解ができた

ことによって，内省へと向かう意欲が向上したと

考えられる。 
 
３．総合考察：エンプティチェア・テクニックと

ロールレタリングの併用の効果 

 エンプティチェア・テクニックは二つの椅子に

交互に座って相手との間で「話すこと」によって

気持ちを伝え合う方法であり，ロールレタリング

はペンと紙を用いて「書くこと」によって相手と

の間で気持ちを伝え合う方法である。すでに述べ

たように，両技法は，やり方の違いはあれども，

「相手」の立場から｢自分｣を考えさせる効果の方

が強調されたため，結果的にクライエントを反省

させる方法として使われる場合が多かった。しか

し２つの事例をみても分かるように，両技法とも

「自分」から「相手」に対して感情を表出する技

法として用いられたとき，より効果を発揮するの

である。両技法とも効果的な処遇技法として活用

するためには，「相手の立場に立って考えさせよう

とすること」ではなく，「自分の心のなかに押し止

めていた気持ちを表出させること」が大切なので

ある。そのことによって，自分の心のなかに押し

止めていた気持ちに気づくことができる。そのこ

とは，ひいては相手の気持ちに気づき内省が深ま

ることになるのである。 
 ここで，事例１と事例２とでは，両技法の導入

の仕方が異なっている点に言及したい。事例１の

A は，面接の前は，「自分の犯した事件が幼少期か

らの問題と関係しているなどとは思いもしなかっ

た」ということを述べていた。自分が犯した殺人

という罪に対して「申し訳なかった」と反省する

ものの，自分の過去に遡って自らの問題の根を考

えることなどなかったのである。こういった場合，

いきなりロールレタリングの課題を設定すること

は難しい。自分の内面の問題に無自覚になってい

る A に対して，心のなかの葛藤をエンプティチェ

ア・テクニックで明らかにする必要があったので

ある。そのためには，倉戸が「対話を十分に促進

させ，そのときの感情やエネルギーの強さに注目

しなければならない」10）と指摘しているように，

過去の問題場面における他者との対話を促進させ，

A が過去においてどのような感情を心のなかに押

し止め，そのエネルギーがどれだけ強いものであ

ったのかを再体験させる必要があったのである。

A には，A をいじめた子への怒りの感情を実感す

ることと，母親からいかに愛情を与えてもらいた

かったかということを実感することが必要だった
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のである。エンプティチェア・テクニックによっ

て，A はそういった実感を持つことができたので

ある。A は，エンプティチェア・テクニックで気

づきを得たことによって，ロールレタリングを自

分の内面とじっくり向き合える技法としてスムー

ズに取り入れることができたのである。 
 一方，事例２の B の場合，B の心のなかに母親

に対する思い残しという「未解決の問題」がある

ことが，面接で明らかとなった。B 自身の自己内

の葛藤が明確になったので，ゆっくり時間をかけ

てロールレタリングに取り組ませることも考えた

が，周囲の受刑者の存在が B の内省を妨げている

ことが分かったので，面接においてエンプティチ

ェア・テクニックを導入し，安全な場で感情を解

放させたのである。この場合，あらかじめロール

レタリングを課題にしておいたことは有効であっ

た。なぜなら，ロールレタリングを書くことは，

それまで頭の片隅に追いやっていた母親への未解

決の思いを明瞭にするきっかけとなり，母親との

問題を振り返る機会になったと考えられるからで

ある。結果として，「書くこと」で母親への思いを

十分に表現できなかったからこそ，エンプティチ

ェア・テクニックで感情の解放をスムーズに行う

ことができたと思われる。 
 以上のように，面接内容や受刑者の心理状況に

応じて，エンプティチェア・テクニックとロール

レタリングをタイミングよく導入することが必要

なのである。つまり，「書くこと」が有効な場面と

「対話すること」が有効な場面とを的確に見極め

る能力が指導者には求められるのである。 
  
Ⅴ おわりに 

ロールレタリングは矯正教育で長く活用されて

いるとはいえ，繰り返し述べているように「反省」

させる方法として活用されてきた感がある。本研

究で指摘したように，「感情の解放」を促し「気づ

き」を与える方法として本技法の効果を発揮する

ためには，指導者は書き手である受刑者の「書き

たい」気持ちに寄り添った支援を行う必要がある。

そのためには，指導者が心理面接の技量を高めて

いく必要があるのはいうまでもない。一方，エン

プティチェア・テクニックは矯正界に広がってい

るとは言いがたい。しかし，本技法も受刑者に自

己の内面の問題と向き合わせる方法として有効で

あるだけに，積極的に導入されることが望まれる。 
留意すべきこととして，両技法とも自己の内面

の問題に直面化する技法であるだけに，指導者と

受刑者との間での信頼関係を構築したうえで，受

刑者の心の傷をいたずらに深めることがないよう

に十分な配慮をして導入する必要があるというこ

とである。また，本研究では，エンプティチェア・

テクニックとロールレタリングの導入の順序が２

事例によって異なっている。この点に関して，２

事例ということもあって，現時点では両技法の導

入方法の原則といったものを明らかにすることは

できなかった。今後の課題として，さらに事例研

究を積み重ねることによって，そうした原則を明

確にしていきたい。 
最後になりましたが，事例の公表を許可してい

ただいた受刑者ならびに刑務所に深謝いたします。 
 
〈付記〉本論文は日本ゲシュタルト療法学会第１

回大会の発表論文を加筆修正したものであります。

当日，ご意見をいただいたフロアの皆様に深謝い

たします。 
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