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Abstract: carl Ransom Rogers proposed three cond北ions required of counselors:(D genuineness or
Self・congruence,(2) uncond北ional positive regard, and (3) empathic understanding. only Jesus
Christ completely met a11these cond北ions. This study examined christian aspects of unconditional
Positive regard. unconditional positive regard, proposed by Rogers is identified as "A旦ape." Agape
is love of God, which is unconditional. on the other hand, Rogers's parents' faith was "conditional

10ve." characteristics of conditiona110ve are as f0110WS:(D people that are to be saved by God is
already decided by God.(2)、八le are the people selected by God. conditiona110ve and Agape are tota11y
Opposite concepts. conditiona110ve is passive love, whereas Agape is active love.1n counseling
Practice, Agape is obviously considered to be important.

要約:C.R.ロジャーズはカウンセラーの三条件を提唱している。それは①殊屯粋性」または「自己一致」、
②「無条件の肯定的尊重」、③「共感的理解」である。カウンセラーの三条件を完全に満たしているのは
イエス=キリスト唯一人である。このうち本稿では②の「無条件の肯定的尊重」のキリスト教的側面を
検討する。ロジャーズの「無条件の肯定的尊重」は「アガペ」とほぽ同定できる。「アガペ」とは神の愛
である。「アガペ」とは無償の愛である。一方、ロジャーズの両親の信仰は「条件付きの愛」であった。
その「条件付きの愛」の特徴の第一は「神によって救われる人間は、あらかじめ神によって決められて
いる」ということである。その「条件付きの愛」の特徴の第二は「自分たちは神によって選ばれた人間
である」ということである。「条件付きの愛」と「アガペ」は全く正反対の概念である。「条件付きの愛」
は「受け取る愛」である。「アガペ」は「与える愛」である。カウンセリング実践にあっては当然ながら
「アガペ」が重視されるのである。

キーワード(Key w'ords):イエス=キリストと力ーノレ・ランソム・ロジャーズ(Jesus christ and carl
Ransom Rogers)、キリスト教と来談者中心療法(christianity and client・centered Therapy)、カウン
セラーの三条イ牛(Three conditionsrequired ofcounselors)、無条イ牛の月定的尊重(unconditionalpositive
regard)、アガペ(A目ape)
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はじめに一問題の所在一
本稿では C.R.ロジャーズ(carlRansom Rogers,1902‑1987)[なおミドノレネームのランソ
し'くざいおよ̲

ム(Ransom)には唄買罪」という意味もある1及びその理論・実践とキリスト教の関係につ

いて検討してぃくために、彼の主張する「カウンセラーの三条件」(1.純粋性[genuinenessl
また1才自己一致[self・congruence]、 2.無条イ牛の肯正白勺尊重[unconditionalpositiveregard]、
3.共感的理解[empathicunderstandingl)について、それぞれキリスト教的背景を掘り下げ
て検討したい。ただし紙幅の関係から今回は三条件のうち「無条件の肯定的尊重」を取り
上げ考察を試みる。

ところで、ロジャーズの言う「カウンセラーの三条件」とは何であろうか。 1957年に発

表された「治療的人格変容の必要十分条件」(TheNecessaryandsufficientcond北ionsof
Therapeutic personality change)では次のように述べている。

建設的な人格変化を起こすためには、次に示すようないくつかの条件が存在し、またある程度の期間
継続することが必要である
1.二人の人問が心理的接触の中にいること。
2.我々がクライエントと名付けた第一の人物は、不一致の状態にあり、傷つきやすいか不安な状態で
あること。
3.我々がセラピストと名付けた第二の人物は、一致しているか、この関係の中で統合していること。
4.セラピストは、無条件の肯定的尊重を、クライエントに対して経験していること。
5.セラピストは、クライエントの内在的な参照枠について、共感的理解を経験していて、この経験を
クライェントに、どうに力岼云えようと真剣Nこ努力していること。
6.セラピストの共感的理解と無条件の肯定的尊重が、クライエントに対して、最低限度でも伝達され
ていること。
か

他の条件は一切必要ない。これらの 6つの条件が存在し、且つぁる程度の期間継続できれば、それ
で事足りる。建設的な人格変容のプロセスが、その結果として起こっているだろう。

(Rogers,C.R.1957,PP.95‑96 からの引用者訳)

For constructive personality change to occur, it is necessary that these conditions exist and
Continue over a period of time
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1. Two persons are in psych010gical contact.
2. The first, whom 訊7e sha11 term the client, is in a state of incongruence, being vulnerable or
anxlous.

3. The second person, whom we sha11term the therapist, is congruent or integrated in the
relationship.
4. The therapist experiences unconditional positive regard for the client.

5. The therapist experiences an empathic understandin容 of the client's internalframe of reference
and endeavors to communicate this experience to the client.
6. The communication to the client of the therapist's empathic understanding and unconditional
Positive regard is to a minimal degree achieved

No other conditions are necessary.1f these six conditions exist, and continue over a period of
time, this is sufficient. The process of constructive personality change wi11 f0110W.

(Roge玲,C.R.1957,PP.95'96)

上は、 1960年代以降、徐々に、「カウンセラーの中核三条件」として、①殊僻孕陛」ま
たは「自己一致」、②「無条件の肯定的尊重」、③「共感的理解」と捉えられていく。筆
者などは長い間、この三条件を満たす「人間」は、どれくらいいるだろうかと芳えるうち、
ロジャーズ本人も例外ではなく、やはり「人間」には無理なのではないかと考えるように
なった。すなわち、三条件を完壁に満たすのはイエス=キリスト唯一人ではないかと考え
るようになった。これが、本研究の出発点であった。

ところで、カウンセラーの三条件と「愛」概念の関係を考察したスーザン・キーズ[susan

Keyes]は、上の六条件と「愛」概念の関係をまとめ、次のように述べている。

英語では、愛には'10ve'というーつの単語しかありませんが、実際は、愛は多面的な概念です。 Rogers
の六条件は人間関係においての愛情の特性を明らかにするのに役立ちます。無条件の積極的関心[無条
件の肯定的尊重一引用者、以下同じ](条件 4,1959, P.213 [Rogers,C.R.1959,P.213])は神聖な次元

{Agape]であり、接触と理解(条件 1,6,1959, P.213{Rogers,C.R.1959,P.213])は親の次元[storge]、共
=,弌,

感(条件 5,1959:213 [Rogers,C.R.1959,P.213])は友情の次元[philia]、一致(条件 4,1959年, P.213
[Rogers,C.R.1959,P.213]は性愛の次元[eros]です(キーズ,S.[三國・中鉢(監訳)、梶原(訳)]2015、 P.87)。
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上の引用では「無条件の肯定的尊重」を神聖な次元[A今ape]と呼んでいるが、ロジャーズ
本人は前掲論文(Rogers,C.R.1957)では「無条件の肯定的尊重」を次のように解説している。

それ[無条件の肯定的尊重一引用者、以下同じ]はクライエントの表現が首尾一貫したものである場合
よ

も、反対に表現が矛盾に満ちたものであろうとも受容すること、クライエントの"善い"、肯定的な、
成熟している、信頼に満ちた、社交的な感情の表現と同様に、クライエントの否定的で、"悪い"、苦
しみに満ちた、防衛的で異常な感情の表現も受容するといった姿勢を必然的に伴うものなのである。
それはクライェントを思う気持ちを意味するが、クライエントに対して、わけ知り顔でものを言うわ
けでなく、単にセラピスト[カウンセラー1自身の欲求を満たそうとするものでもない。それはクライ

エントを自分とは別個の存在である一人の人間として、また自分自身の感情、自分自身の経験を持つ
ことが許された人間として、思う気持ちを指す(Rogers,C.R.1957,PP.97‑98 からの引用者訳)。

It involves as much feeHng of acceptance for the client's expression of negative,"bad," painful,
fearful, defensive, abnormal feelings as for his expression of " good," positive, mature, confident,

Social feelings, as much acceptance of ways in which he is inconsistent as of ways in which he is
Consistent.1t means a caring for the client, but not in a possessive way or in such a way as simply

to satisfy the therapist's own needs.1t means a caring for the client as a separate person, with
Permission to have his own feelin今S, his own experiences (Rogers,C.R.1957,PP.97‑98).

方、「無条件の肯定的尊重」の源泉がキリスト教思想における神聖な次元、神の愛
たゼ

(Agape)に辿れるものであるなら、当然、聖書から、その例を引く必要がある。その例とい

うのは次に引用する「於蕩息、子の帰還」として知られるものである(なお、以下、聖書か
らの引用は日本聖書協会 1982 による)。
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汝の兄弟は死にて復生き、失せて復得られたれぱ、我らの樂しみ

ぶは當然なり」』(ノレカ傳福音書

第 15 章第 11節一第 32 節)。

通常のキリスト教の解釈では、この放蕩息、子の讐えは、父を「父なる神」、弟を「罪びと」、
兄を「律法学者・パリサイ人」として次のように説明されることが多い。

弟は、父に財産をねだり、それをお金に換えて、遠い国で放蕩の限りを尽くした上、無
一文になって、受け容れてもらえないことを承知で、罪の赦しを乞うため、帰京する。父

は、そんな息、子(弟)を見ると、走り寄って、頸を抱き、接吻した。「罪びと」である息、子(弟)
は「お父さん、わたしは天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。もう息、

子と呼ぱれる資格はありません」と言った。しかし父は僕たちに命じて、よい衣服を着さ
ほふ

せ、手に指輪をはめさせ、履物をはかせ、肥えた子牛を屠らせ、祝宴を開いた。心から罪

を悔い改める弟は父すなわち「父なる神」に蔽され、さらに祝福されるのである。
一方、兄は、そうした父の態度が気に食わない。兄は父に対して「このとおり、わたし
そむ

つか

は何年もお父さんに仕えています。言いつけに背いたことは一度もありません。それなの
に、わたしが友達と祝宴をするために、子山羊一匹すらくれなかったではありませんか」
いきどお

と憤る。この兄を、イエス=キリストから偽善者と呼ばれた「律法学者・パリサイ人」に
見立てると、父すなわち「父なる神」の本当の愛を理解しておらず、悔い改めないので救
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いを得られないことになる。

しかし、兄・弟ともに「罪びと」だと考えると、この讐えの本当の意味が分かる。キリ
スト教で示される人間を罪に導く可能性があるとみなされてきた欲望や感情である「七つ
の罪源[大罪]」(sevendeadlysins)で言えぱ、弟の罪[罪源1は、「貪欲(greed)」「法外かつ不
めいてい

義なる色欲(1Ust)」「暴食および醜可(今Iuttony)」「怠惰(sloth)」である。一方、兄の罪は「虚
栄あるいは尊大(pride)」「憤り(wrath)」「嫉妬(envy)」である。この兄に対して父すなわち
「父なる神」は「お前はいつもわたしと一緒にいる。わたしのものは全部お前のものだ」
と「無条件の肯定的尊重」=「無償の愛」(アガペ)を示す。
つまり、兄も弟も、父すなわち「父なる神」から赦される「罪びと」、もっと言えば「最
も小さき者」(theleast)なのである。神は「最も小さき者」を最優先して救ってくださる。
それは弟が悔い改めたから弟だけが救われるのではなく、まず神が「最も小さき者」であ
る彼ら兄弟二人を共に赦すことで、必然的に兄も悔い改めるであろうという神の「最も小
さき者」への絶対の信頼が基礎にあるのである。これを「無条件の肯定的尊重」すなわち
「神の無償の愛」(アガペ)と呼ぶのである。
以上を受けて、本稿では、次節(第Ⅱ節)にて「無条件の肯定的尊重」=「無償の愛」(ア
ガペ)と対極にあるロジャーズの両親の信仰に基づく「条件付きの愛」について検討する。
第Ⅲ節では、神の無償の愛である「アガペ」概念と、ロジャーズが提唱するカウンセラー
の三条件のうちのーつである「無条件の肯定的尊重」の関係を探る。そして最後の第Ⅳ節
においては本稿全体のまとめを試みる。

Ⅱ

ロジャーズの両親のキリスト教信仰一「条件付きの愛」

本節ではロジャーズの両親の「ピューリタニズム」(puritanism)の特徴を明確にするた
め、次にマックス・ヴェーバーの『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』から
引用する[なお、本節は、発想の端緒を久能(1988)から得ている]。

さて、十六、七世紀に資本主義がもっとも高度だった文明諸国、すなわちオランダ、イギリス、フラ
ンスで大規模な政治的・文化的な闘争の争点となっていた、したがってわれわれが最初に立ち向かわ
、、、、、、、

ねばならない信仰は、カルヴィニズムだ。当時この信仰のもっとも特徴的な教義とされ、また一般に、
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、

、

、

、

、

,、

、

今日でもそう考えられているのが恩恵による選びの教説〔予定説〕である(ヴェーバー,M.[大塚
(訳)] 1989,P.144)。

Der Glaube nun, um welchen in den kapitalistisch h6Chst entwickelten KU北Urlandern: den
Niederlanden, England, Frank reich im 16. und 17. Jahrhundert die gr0βen politischen und
Kulturkampfe gefa worden sind und dem wir uns deshalb zuerst zuwenden, war der ca/V1力ismus.
Als sein am meisten charakteristisches Dogma gaH damals und gilt im a11gemeinen auch heute

die Lehre von der ehadehwahl.(weber,M.2013, S.141).

新約聖書では、一枚の銀貨を見つけた女のように罪人の帰還をよろこび給う、人間的に理解しやすい
「天の父」である神が、

^^
、^、^

では、永遠の昔から究めがたい決断によって各人の運命を決定し、宇宙

のもっとも微細なものにいたるまですでにその処理を終え給うた、人間の理解を絶する超越的存在と
なってしまっている。神の決断は絶対不変であるがゆえに、その恩恵はこれが神からうけた者には喪

失不可能であるとともに、これを拒絶された者にもまた獲得不可能なのだ(ヴェーバー,M.[大塚
(訳)] 1989,PP.153‑154)。

Aus dem menschlich verstandlichen 《vaterim Himmmel》 des Neuen Testaments, der sich uber
die wiederkehr des sunders freut, wie ein lNeib uber den wiedergefundenen Groschen,ist hier ein
jedem menschlichen verstandnis entzogenes transzendentes wesen geworden, welches von
Ewigkeit her nach g註nzlich unerforschlichen Ratschlassen jedem einzelnen sein Geschick
Zugeteilt und aber aⅡes Kleinste im Kosmos verfugt hat. Gottes Gnade ist, da seine Ratschlasse
Unwandelbar feststehen, ebenso unverlierbar far die, welchen er sie zuwendet, wie unerreichbar

fur die, welchen er sie versagt (weber,M.2013, S.145).

この兎則士な非人間性をおびる教説が、その壮大な帰結に身をゆだねた世代の心に与えずにはおかなか
、

、

、

、

、

、

、

つた結果は、何よりもまず、個々人のかつて見ない内面的孤独化の感情だった。宗教改革時代の人々
にとっては人生の決定的なことがらだった永遠の至福という問題について、人間は永遠の昔から定め
られている運命に向かって孤独の道を辿らなければならなくなったのだ。誰も彼を助けることはでき
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ない(ヴェーバー,M.[大塚(訳)]1989,P.156)。

In ihrer pathetischen unmenschlichkeit mUβte diese Lehre

nun

far die stimmung

elner

Generation, die sich ihrer grandiosen Konsequenz ergab, vor a11em eine Folge haben: ein Gefuhl
einer unerh6rten inneren Vをrei刀Saa2Ung des ei刀Zelne刀 lndividuums.1n der far die 八lenschen der
Reformationszeit entscheidendsten Angelegenhe北 des Lebens: der ewigen seligkeit, war der
Mensch darauf verwiesen, seine straβe einsam zu ziehen, einem von Ewigke北 her feststehenden

Schicksal entgegen. Niemand konnte ihm helfen (weber,M.2013, S.145).

、

、

、

、

かならずや信徒の一人びとりの胸には、私はいったい選ばれているのか、私はどうしたらこの選びの
確信がえられるのか、というような疑問がすぐさま生じてきて、他の一切の利害関心を背後に押しや
つてしまったにちがいない。^カノレヴァン自身にとっては、このことは少しも問題とならなかった。

彼は、自分は神の「武器」だと感じ、自分の救われていることに確信をもっていた(ヴェーバー,M.[大
塚(訳)] 1989,PP.172‑173)。

Die eine Frage mUβte ja alsbaid fnr jeden einzelnen Glaubigen entsteben und a11e anderen

Interessen in den Hintergrund drangen: Bin ich den erwahlt ? und wie kann ich dieser ErW註hlung
Sicher werden ?‑ Fur calvin selbst war dies kein problem. Er fnhlte sich als 《 Rastzeug》 und

War seines Gnadenstandes sicher (weber,M.2013, S.149)

、、

、

,、

自分が救われているか否かという問いが前面に現われてきた限り、少なくとも、カルヴァン自身のよ
うに、恩恵が人間のうちに生み出す堅忍な信仰がみずからそれを確証するということを指示するだけ
ですますことは、もはや不可能となってきた。もっとも、この点は正統的な教理のうえでは、少なく
とも原理上正式に放棄されることはなかったけれども、とりわけ牧会の実践が予定説から生じてくる
内心の苦悶を絶えず問題にしなければならなくなったために、カルヴァンそのままの立場を固守する
ことなどできなくなったのだ。こうした困難に対処するため、さまざまな方法がとられた。そのさい、
恩恵による選びの解釈を変更し、穏健化し、結局はそれを放棄するというのでない限り、とくに牧会
上の、相互に関連しあう二つの類型の勧告が特徴的なものとして現われてきた。そのーつは、誰もが
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、

、

、

自分は選ばれているのだとあくまでも考えて、すべての疑惑を悪魔の誘惑として斥ける、そうしたこ

とを無条件に義務づけることだった。自己確信のないことは信仰の不足の結果であり、したがって恩
恵の働きの不足に由来すると見られるからだ。このように、己の召命に「堅く立て」との使徒の勧め
が、ここでは、日ごとの闘いによって自己の選びと義認の主観的確信を獲得する義務の意味に解され
ている。こうして、ルッターが説いたような、悔い改めて信仰により神に依り頼むとき必ず恩恵が与
えられる謙虚な罪人の代わりに、あの資本主義の英雄時代の鋼鉄のようなビュウリタン商人のうちに

見られる、また個々の事例ならぱ今日でもなお見られるような、あの自己確信にみちた「聖徒」が錬
、

、

、

、

成されてくることになる。いまーつは、そうした自己確信を獲得するための最もすぐれた方法として、
、

、

、

、

、

、

、

、

、

絶えまない職業労働をきびしく教えこむということだった。つまり、職業労働によって、むしろ職業
労働によってのみ宗教上の疑惑は追放され、救われているとの確信が与えられる、というのだ(ヴェー

バー,M.[大塚(訳)11989,PP.178・179)。

Es war zum mindesten, soweit die Fra牙e des el:g'eheh Gnadenstandes auftauchte, unm6glich, bei
Calvins von der orthodoxen Doktrin wenigstens im prinzip nie f6rmHch aufgegebenen verweisung
auf das selbstzeugnis des beharrenden G]aubens, den die Gnade im Menschen wirkt,
Stehenzubleiben. vor a11em die praxis der seelsor牙e, welche auf schri此 Und Tritt mit den durch
die Lehre geschaffenen Qualen

ZU

tun hatte, konnte es nicht. sie fand sich mit diesen

Schwierigkeiten in verschiedener Art ab. soweit dabei nicht die Gnadenwahl uminterpretiert,
gemildert und im Grunde aufgegeben wurde, treten namentlich zwei miteinander verknapfte
Typen seelsorgerischer Ratsch1註ge als charakteristisch hervor. Es wird einerseits schlechthin zur
Pnicht gemacht, sich fur erwahlt zu ha/ten, und jeden zweifel als Anfechtung des Teufels
abzuweisen, da ja mangelnde selbstgewiβhe北 Folge unzU1註n目lichen Glaubens, also
Unzulanglicher wirkun牙 der Gnade sei. Die Mahnung des Apostels zum 《Festmachen》 der
eigenen Berufung wird hier als paicht, im taglichen Kampf sicb die subjective Gewiβheit der
eigenen Erwahltheit und Rechtfertigung zu erringen, gedeutet. An ste11e der demutigen sander,
denen Luther, wenn sie in reuigem Glauben sich Gott anvertrauen, die Gnade verheiβt, werden
So jene selbstgewissen 《 Heiligen》 gezuchtet, die

訊11r

In

den stahlharten puritanischen

Kauaeuten jenes heroischen zeitalters des Kapitalismus und in einzelnen Exemplaren bis in die
Gegenwart wiederfinden. und andererseits wurde, um jene selbstgewiβheit zu er/angen, als
hervorragendstes Mittel rasuose Berufsarbeit eingescha.rft. sie und sie a11ein verscheuche den
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reHgi6Sen zweifel und gebe die sicherheit des Gnadenstandes (weber,M.2013, S.150‑151)

上の引用からもわかる通り、ロジャーズの両親のキリスト教信仰の特徴は「予定説

(predestination)」「選民,思想(Elitism)」「特殊な勤労観(peculiar attitude toward work)」
にまとめられるだろう。「予定説」とは、そもそも救われる人間は神によって決められてい
る。より正確には、天国で「永遠の生命」を得る人と、地獄で「永遠の死滅」に至る人と
は、あらかじめ神によって定められている、ということである。当然、ロジャーズの両親
は自分たちは神によって救われる選ばれた民であると確信していた。これが「選民思1釣
みこころ

である。その「確信」を更に深めるためには、禁欲的な生活態度、つまり神の御心に完全
に沿った善行を弛まなく生活の中で実行しなければならない。これが「特殊な勤労観」で
あるが、これが更に高められると、ロジャーズの両親のように「労働がすべてを癒す」と
いう考えが生じる。

このような考えから、ロジャーズー家は、映画やダンス・ホーノレなどの反ピューリタン
的な娯楽を遠ざけ、周囲の「悪」に染まるぐらいなら、周囲からの「孤立」も辞さない覚
悟を持って生活していた。それによってロジャーズは子ども時代、家族以外に親しい友人
が皆無だった。病気になっても退院後は、ロジャーズ自身もそれをある程度納得した上で、
「仕事で治す」を実行していた。そのことが後の青年期に葛藤を呼び、両親の信仰から口
ジャーズは完全に離脱するのだった。

ロジャーズの「無条件の肯定的尊重」は、両親の信仰観の真逆の考え方である。つまり、
救われる人は前もって神によって決められているのではなく、万人は神によって救われる。
なぜなら、すべての人間は万能の神によって皆等しく創造された「大切な生命」であるか
らである。したがって「選ぱれた民」という考え方もしない。そして、人間にとって生産
はぱ

的に「仕事」に励むことは大切なことだが、さまざまな事情から生産的に励むことが阻ま
ただ

れた人もいるが、それらの人々も救われる。また「義しき者」のみ救われるのではなく、
「罪ある者」も救われる。「罪ある者」は、まず神により赦されることで、次に悔い改め、
そして救われる。以上から、「無条件の肯定的尊重」はキリスト教信仰で言う「神の愛」

「無償の愛」=「アガペ」(Agape)に相当するのではないかという道筋は見えてきたが、さ
らにこの点を次節で検討する。
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Ⅲ

■

「アガペ」と「無条件の肯定的尊重」

ロジャーズのシカゴ大学時代の指導生の一人、心理学者で牧師であった口ーガン・J・フ

オックス[LoganJ. FO×]が、ロジャーズの「受容」(acceptance)と、キリスト教における「愛」
(10ve)の概念の関係を考察して次のように述べている。

授業[ロジャーズの授業一引用者、以下同じ]では深く入らなかったけれども,私[フォックス]にとって
、

、

個人的に重要であったひとつの考えは,キリスト教における愛(10ve)の概念と口ージアズの受容

(acceptance){「無条件の肯定的尊重」と読み替えることができる]という老えを,どのように関連づけ
ることができるかということであった。ロージアズが,受容という概念が彼にとってどういう意味を
もつかについて述べたとき,私は"それはいったい愛というものなのであろうか?"とみずからに問
い力斗ナたのであった。それについて考えれぱ考えるほど,そしてまたカウンセリングの録音のなかで
実証されているのを見れば見るほど,私はますます,受容が愛の主要な要素のひとつであることを確
信するようになった。私が最も深く感銘したことは,受容の態度は人間関係における不変の,信頼で
きる道であり,その具体的な応答がどういう形をとろうと,つねに保持することのできるものである,
,

ということであった。なぜならばこの受容の態度は,人鳥予性についてのひとつの信念に根ざすもので
あり,この信念にもとづいて行動しようという決意を表すものなのであるから
,

。それから,いろ

いろのことが私にはっきりしてきた。愛はひとつの情動なのではなくて,人問と関係をもつひとつの

道(a way ofrelating to person)であるということ;愛する理由は,他人のな力斗こあるのではなくて,
自分自身のなかにあるのだということ;人びとを愛するためには,人びとがどぅあるか(whatpeople
are)ということに盲目であってはならない,というのは,人びとを愛するということは,人びとが現
,

実にそうであるがままに(astheyreaⅡyare)彼らを見,そしてこれを受容することなのだから;とい
うようなことが私にわかってきた。おもしろいことに,聖書を読み返してみたとき,愛についてのこ

の見解を支持するところがたくさん見つかったのである(フォックス,L.J.[伊東(訳)]1968,PP.393・394)。

上の文章からわかるのは、「無条件の肯定的尊重」=「受容」は、受け取る愛ではなく、

与える愛(Agape)であるということである。この点についてロジャーズは以下のように述
べている。

Ⅱ

鶴田:rc.R.ロジャーズのカウンセラーの中核三条件におけるキリスト教的側面一(2)「無条件の肯定的尊重」にっいてー」

私{ロジャーズー引用者、以下同じ]は、クライエントの中に疹左ブ、るものに向かって、カウンセラー
が温かく、肯定的で、受容的な姿勢を崩さない限り、成長や変化が更に起こりやすいであろうという
仮説を立ててぃる。それは、カウンセラーがクライエントを一人の人間として尊重していることを意
味してぃるのであり、親が我が子に向かって、その時の奇妙な行動にも関わりなしに一人の人間とし

て意識せずに尊重するのと同様の感情であろう。カウンセラーがクライエントを潜在可育昌性の大きい
人間として、非支配的な方向で関心をもっことを意味する。その時のクライエントの感情が一敵意か
好意か、反逆か従順か、厚かましさか自己卑下かーのどれであっても積極的に快く受け容れるという
、^

とである。それはクライエントのあるがままに対する、ある種の愛と言えるのだが、この際の愛と

いう言葉は神学者が用いる"アガペ"という言葉と同意語であり、通常のロマンティックで独占欲を
伴った意味での愛[eroS エロス]ではない。私が表現しているのは、父親が温情を持って干渉するよう
なものでもなく、感傷的なものでもなく、世間で表面的に人当たりが良いというのとも異なる。それ

は他者を独立した個人として尊重することであり、その人を支配することではない。それは一種の好
意であり、その好意は力強さをもっているが、過酷な要求を突き付けるようなものではない。私たち

は、それを肯定的尊重と呼んでいる(Rogers,C.R.1962,P.420 からの引用者訳)。

I hypothesize that growth and change are more likely to occur the more that the counselor is
experiencing a warm, positive, acceptance attitude toward what is in the client.1t means that he
Prizes his client, as a person, with somewhat the same quality of feeling that a parent feels for
his child, prizin套 him as a person regardless of his particular behavior at the moment.1t means
that he cares for his client in a non'possessive way, as a person with potentialities.1t involves an

Open wi11ingness for the client to be whatever feelings are realin him at the moment‑hostility
Or tenderness, rebeⅡion or submissiveness, assurance or self、depreciation.1t means a kind oflove

for the client as he is, providing we understand the word love as equivalent to the the010gian'S
term "agape," and not in its usual romantic and possessive meanings. X入lhat l am describing is a
feelin今 Which is not paternalistic, nor sentimental, nor superficia11y social and agreeable.1t
respects the other person as a separate individual, and does not possess him.1t is a kind of liking
Which has strength, and which is not demanding. we have termed it positive regard

(Rogers,C.R.1962,P.420).

松

広島国際大学基盤教育センター紀要(「総合教育センター紀要」改題)第6号(改題第1号) 2021

上のようにロジャーズは「無条件の肯定的尊重」と「アガペ」を同義語としているが、
スーザン・キーズは更に明確に次のように述べている。

パーソンセンタードの理論では'10ve'は、 RogerS がセラピーのなかで話す「暖かく、積極的な」
セラピスト[カウンセラーー引用者、以下同じ]の感覚である妥当な方法であり、それより科学的に
《無条件の積極的関心[無条件の肯定的尊重]υ'P究》(RogerS 1951)としました。セラピストによるこ
れらの強い感情は、セラピー[カウンセリング]関係のなかで不適当で圧倒的な恐ろしいものとして体
験されることがあります。

RogerS はまた、ギリシャ語のアガペー(R0今erS 1962)という言葉を用いています。アガペーとはユ
ダヤキリスト教の神学用語であり、他者に対する無条件の、利他的な、哀れみ深い、惜しみない感情
のほとぱしりのことをいい、神聖なるものの顕現のことをいいます。この愛の次元がセラピーのなか
で具体的に現われると、それは、温かさ、心のうずき、心が感覚に開かれていくこととして私はとら
えています。そして、私にとってそれは、腕をひらいている動作であり、そこには限界やエッジやコ
ストと同時に率直さと受容が同居しています。
キリスト教の宗教物語のなかのキリストの復活の隠喩についてここで考えてみたいと思います。つ
まり、両手を開いたエンブレムには、生と死の両方があるのです。この種の愛情の超個人的な次元(あ
なたと私を越えて、今ここで)は、 Thorne がセラピスト'double vision 畠1件見(Thorne 2012)と呼ん
でいるものです。これはセラピストが他者と会い受容するときに、他者の目に見えない部分にも同時
に会い受容するということです。あるいは、潜在的にはより十分に生きることができるだろう部分に
触れるということです。イム陛もしくはネ申性などはこれと同種のものとして考えられるでしょう。
このセラピストの姿勢は、他者にたいして、彼ら自身そのものがまったく完全に独自陛をもつ人間
であるという、畏敬の念と尊敬の気持ちで、会い認めるという力に由来しています。

それは、他者をその人の存在の中で肯定し確認する(Buber1970, TiⅡich 2000)、ある種の愛です。
祈り、腹想、マインドフルネスおよび他の訓練は、セラピストが無条件の積極的関心である愛の技術
の開発を可能にします。

この種の愛は、受身的なものではなく、マノレティン・ノレーサー・キング'anythinggoes'[直訳すれ
ば「あらゆることが可能である」、意訳すれば「神の愛はすべてを突破する」、したがって「汝の敵を
愛せよ」も可能である]という言葉でそのスタンスを表現しています。

彼は Agape という種類の愛佶を、「活動的な愛」、「コミュニティを回復するためにどんなことでも
やる意欲」、差別と圧迫に対する彼の非暴力抵抗の倫理の根拠であると書いています(King1963)。そ
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れは平等と多様性に関しての政治的・革命的な構えです。一種の「公平の暴政」(Fromm 1956,Thorne
2012)と同様に、皆と同じとみなすことではなく、むしろ皆を同じ価値があるが異なるものだと認め
ることです。

その革命的な性質は、例えば制度化や専門家養成の人ル予性喪失の過程(Me釘ns&Thorne200のへの
挑戦でもあります。人間らしい種類の愛情です。このような愛情が欠けていて、セラピーの実践が非
倫理的なときは、無関心や無視が存在します(キーズ,S.[三國・中鉢(監訳)、梶原(訳)]2015,PP.87・89)。

以上の考察では、ロジャーズの「来談者中心療法」すなわち個人のレベルのみならず、
ロジャーズの「パーソン・センタード・アプローチ」すなわちグノレープやコミュニティ、
もっと大きい領域のレベルにおいても、「無条件の肯定的尊重」=「神の愛」「無償の愛」
「与える愛」「アガペ」が重要であることが強調されているのである。

ところで、ハビエノレ・ガラノレダ[JavierGarralda]は、アガぺの特徴を、(D 「アガペーは
実践である」、(2)「アガペーは痛みを感じるまで愛する」、(3)「アガペーは自由である」、
(4)「アガペーは対等である」、(5)「アガペーは問題の原因を探る」、(6)「アガペーはさしあ

げる」、(フ)「アガペーは献身する」と七つにまとめている(ガラルダ,J.1995,PP.18‑26)。
これら七つの特徴を、カウンセリングの視点から考察すれば、次のようになるだろう。

(1)「思いやり」の心をもつことは大切だが、一歩進んで、その人の「思い」を実際に傾聴す
ること。それと同時に自身の「こころ」もカウンセラーは傾聴すること
0

(Rogers,C.R.1968,P.78)。
(2)共に苦しみを背負うこと(compassion)。
(3)クライエントが自由に語るのと同じく、カウンセラーも、その関係の中で自由に振る舞
0

うこと

(4)クライエントとカウンセラーは、治療される立場・治療する立場といった上下関係には
ないこと。クライエントとカウンセラーは究極的には共に自己創造を目指して互いの人
生を歩んでいる存在であること。
(5)表面的な原因(伊上ただ怠けていて学校に行かないように見える)ではなく、もっと根本
よ

的な原因(伊上外からはわからないが、「善く生きる」ことが妨げられている、どう生き
て行ったら良いかわからない、など)を探ること。
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こ

(6)カウンセラーはクライエントが「善く生きる」ことに志向し始めたことを心から喜ぶこ
と。そしてカウンセラー自身も「善く生きる」ことに志向すること。
(フ)カウンセラーは自分でやっていることを誇らない・吹聴しない、黙ってクライエントの
ために「祈り」つつ耳を傾けることである。

Ⅳ.

おわりにーまとめに代えてー

以上、ロジャーズのカウンセラーの三条件の内のーつ「無条件の肯定的尊重」とキリス
ト教における「アガペ」概念の関係を検討してきた。その結果、「無条件の肯定的尊重」
と「アガペ」概念は、ほぽ同定できることが明らかになった。

ところで「アガペ」をどう考えるかは「キリスト教」をどう見るかに関わってくる。そ
れには様々な観点があるが、そのーつに「イエス=キリスト」をどう見るかがある。本稿
のまとめとして、最後に「イエス=キリスト」をどう見るかの三つの立場を紹介する。

しんじん

(1)「神人イエス」と見る立場
これはキリスト教の一般的考え方である。ーつの神は「父と子と聖霊」という三つの顔

をもつという三位一体論(The T亘n北y)の肯定である。イエス=キリストは神であり人であ
る。イエス=キリストは神と人間との仲介者である。イエス=キリストの仲介者としての

力をスピリチュアリティ(spirituality)という。スピリチュアリティとはスピリット(spirit)
の力、すなわち聖霊なる神(Holy spirit)の力である。聖霊なる神の力とは、すべてを結び
つける力である。つまり、イエス=キリストは神と人間を結びつける力をもつ。したがっ

て人間はイェス=キリストに倣い神へ祈る。しかし、その「祈り」が現代では形骸化して
いないかという指摘もある。

(2)「神の子イエス」
そもそも聖書は現実の史実であり、その記述には一点の誤りも誇張もないとするのが、

ロジャーズが育った家庭の信仰であり、ロジャーズの両親は自分たちは神によって救われ
る「選ばれた民」だと思っていた。「選ばれた民」であるからこそ、完全なる信仰、簡素
・純潔・勤労を目指し、生活の中から極力「悪」を排除することが神の御意思にかなって
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いると考える。ロジャーズの子ども時代は労働と勉学が第一であり、一部の例外を除いて
同年代の友人とは遊ぱせてもらえなかった。

青年期になり、ロジャーズが、イェスを「人の子」と見る立場をもつ比較的「りべラノレ」
な「ユ;ニオンネ申学校」(union The010gical seminary in the city ofNew York)1こ入学の希
望があると、父に告げると、イエスを父なる神ヤハウェと融合した「神の子」と強調する
、

「プリンストン神学校」(princeton The010gical seminary)にゆくのなら学費を出すとい
う。これに反抗しロジャーズは、1924年ウィスコンシン大学卒業後、すぐにニューヨーク
の「ユニオン神学校」に入学する。

「少数の者が神に選ばれ救われる」という神の絶文ナ性と人間の受動性を強調しているの
が「プリンストン神学校」であった。しかし「プリンストン神学校」は 1920年代に改革が
なされ、1930年代からは聖書の無謬性を強調する「原理主義的で保守的に偏った神学的立

場を矯正して、より開かれた神学的立場の多様化を実現した」(堀内 2010,P.58)のであるが、
イェスを父なる神ヤハウェと融合した「神の子」と見る立場は堅持された。
ロジャーズが「ユニオン神学校」に入学した 1924年は「プリンストン神学校」は改革
の真っ最中であった。それによりロジャーズは「プリンストン神学校」を選択しなかった
のである

(注)
0

ロジャーズは後年、勤労・勉学に徹した子ども時代を懐かしく回想していたりもするが、
青年ロジャーズにとっては「ユニオン神学校」入学は子ども時代の息、苦しさから逃れたい
一心であったろう。しかし、その「ユニオン神学校」をも去り、心理学者の道を歩き始め
るのだが、それは、その後 60年余り続く「キリスト教信仰への沈黙」の始まりだった。そ
れが解かれるのは死の前年である。最晩年のロジャーズはスピリチュアリティに言及した
りするなど、「三位一体の神」に回帰しているのである。

(3)「人の子イエス」と見る立場
この立場では三位一体論を否定し、第一位格(父なる神ヤハウェ)のみを真の神と認め
る。したがって「イェスは一人の人間である」であると強調する。その際、イエスは「普
通の人間」なのではなく、高度に倫理的な人間であると捉える。すなわち「人はみな神の
子」であると捉え、その「人の子』の卓越した筆頭者としてイエスを見るのである。そう
して人間は卓越した筆頭者であるイエスのように一人の独立した存在として神と向き合う。
しかし神の圧伊伯勺な力に押し潰されない「普通の人間」は、イエスを除いて、一人として
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存在しないであろう。現にロジャーズは「ユニオン神学校」に入ったものの、と言うか、
0

入ったが故に、牧師の道を諦めることになる。
「ユニオン神学校」は自由主義(LiberaⅡSm)に基づくと言うが、それはあくまでも支持者

の側から「自由」と見做されてぃるのにすぎず、一般に人々が思い描く「自由」とは遠く
隔たっており、むしろ、イエスを「人の子」であり「信仰の模範」と見ることによって、
いうそう

同じ人間である以上、一層イエスに近づかなければならないと強迫的になるとも言える。

それは人間の主体的判断により信仰の論理を探究するという人間の能動性を強調するもの
ではあるが、イエスと較べ遥かに脆弱な自己しか有しない我々にとって、イエスとは次元
.生、ー,',、'緑'

の異なる意味において、文字通り「刑の道」を現世で歩むこととなろう。

つまり、後にロジャーズが確立するカウンセラーの三条件(①殊僻孕陛」あるいは「自己
一致」、②「無条件の肯定的尊重」、③「共感的理解」)を完壁に満たす人はイエス唯一人で
ある。ロジャーズは「人の子イエス」に学び、自分の「普通の人間」としての限界はわき
まえつつも、それをカウンセリングの実践・研究・教育という仕事の中で、パーソンセン
タードな生き方の中で、生かしていく道を選んだと思われる。

(注) Kirschenbaum,H.(1979, P.5)によれぱ、ロジャーズの父は「会衆派」(congNga'
tionaHsts)に属していたとされる。「会衆派」(曽根 1974, PP.53・70)とは「イギリス国
教会」(Thechurch ofEngland)とは全く考えを異にする、いわゆる「ピューリタン」
(puritan)の一派である。しかし、それならば父は息、子であるロジャーズに「会衆派」
設立の神学校、例えば 1816年に「ハーバード大学」に併設された「ハーバード神学

校」(森本 2019,P.112)を勧めるのが自然な流れであるのに、なぜ「長老派」(pres・
byterians)が設立した「プリンストン神学校」[ニュージャージー州プリンストン](梅根
1952,PP.68)を父はロジャーズに勧めたのであろうか。以下、本文の補足として考察を
試みる。
まず、そもそも「会衆派」の「教会としての統合力は弱く、ユニテリアン[unitar・
ians一引用者、以下同じ1に流れたり、近年は[ロジャーズが神学校に入学する 1920年

代でも1他教派(とくに長老派)と合併する動きが見られる」(八木谷 2012,P.113)とす
る見解がある。ロジャーズの父が勧めた「プリンストン神学校」も、ロジャーズが実

際に入学する「ユニオン神学校」[ニューヨーク艸にユーヨーク1(P"entiss,G.L.1889,
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PP.5・8)も、共に「長老派」が設立した神学校であるが、 1920年代の「プリンストン神
学校」は伝統的な「長老派」の考えを踏襲している一方、「ユニオン神学校」は「ユニ
テリアン」の考え方が濃厚であった。二者の決定的な相違は、「長老派」が「予定説」

(predestination)を採るのに対して、「ユニテリアン」が究極の師である人間イエスを
模範として一人一人が生きるのだ、という点を強調する点にある。
「長老派」の「予定説」は次のような特徴をもつ。

全知全能の神は、最初の人間アダムをも含めて、あらかじめすべての人間を、ある者は救いに、ある者
は滅びに予定した。人が天国に行く力寸也獄に行くかは、その人間の意志や行動には無関係で、すべては
一方的に神が決定する、という「(二重)予定説」の立場を取る。この教理は、神がこの世に定めた職
業生活に励み、かつ禁欲的な生活を送ることが、救いに選ぱれた者の確かなしるしだ、とする考えを導

いた。[ロジャーズの生家のような一引用者、以下同じ]中産階級の形成と近代資本主義の発展[例:ヴ
エーバー,M.『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』を参照]に関わりが深いU＼木谷 2012,
PP.101'102)。

これにより、なぜロジャーズの父が「プリンストン神学校」を強硬に勧めたかが分
、

かる。つまり「禁欲と勤労」を生活のモットーとして日常生活を送ることが「神によ
る選び」に近づくことだという父の信念からであろう。
方、「ユニテリアン」は、究極の師である人間イエスを模範として一人一人が生き
るのだという点を強調するのだが、具体的には次のような考え方を指す。

むびゅう

聖書は、数々の優れた書のひとっとして真価を認める、という立場。聖書の無謬や逐語霊感説[聖書は
一字一句すべて神の霊感によって書かれたとする説一引用者、以下伺じ]をはじめ、人の原罪や代替曠
罪説(イェスのあがない)、地獄における永遠の罰、処女降誕を含む奇跡、悪魔の存在も認めない。イエ
スの復活も、肉の復活ではなく、キリスト教信仰の出発点としてとらえる。彼ら[ユニテリアン]にと
、

、

、

、

、

、

、

、

つて、イェスは神ではない。わたしたち神の子(ガラテャ三・26)のなかでもっとも神に近い人間
であり、われわれに神聖な生活の仕方を模範的に示した究極の師として信じ、従っていこうとする U＼

木谷 2012,PP.175‑176)。

既に、 1922年の中国への旅を通じて、「イエスは人間である。ただし高度に倫理

18

広島国際大学基盤教育センター紀要(「総合教育センター紀要」改題)第6号(改題第1号) 2021

的な人間である」という老えに至っていたロジャーズは、我々「神の子」の筆頭であ
る人間イエスを「究極の師」とする考えに従って「ユニオン神学校」に入学するので
ある。

因みに先述した「ハーバード神学校」も、開設は「会衆派」によるものであった

が、後に「ユニテリアン神学の牙城」(八木谷 2012,P.175)になるのである。従って、
ロジャーズの父は当然のことながら「ハーバード神学校」も息、子であるロジャーズに
勧めるわけにはいかなかったのである。
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