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1．問題と目的

1－1．本稿におけるポップカルチャーの定義
ポップカルチャー（ポピュラーカルチャー）とはいかなるものを指すのか。広辞苑によると、ポッ

プカルチャーとは「娯楽性を主とした大衆向けの文化」であるとされる（新村，2018）。片上（2017）
は欧米のカルチュラル・スタディーズの文脈で想定されてきた「popular culture」と、日本で使わ
れている「ポピュラーカルチャー」との間にあるずれに言及し、日常語である「ポピュラーカル
チャー」を「大衆文化・マスカルチャー」などの類似した用語との対比から捉えることを試みている。
それによると、ポピュラーカルチャーとは「権威を伴わないかたちで社会の中で共有され」、「メ
ディアが強い力を持った現代社会特有の」、「一部のひとではない『みんな』の中にある」文化を、「否
定的ではないかたちでとらえようとするための」言葉であり、「現代社会において“みんな”が“楽
しみながら”享受している文化」であるとされる。

ポップカルチャーと似た用語として、サブカルチャーがあげられる。山岡（2020）は、欧米にお
けるサブカルチャーが（民族的、性的）少数派の下位文化を示すのに対し、日本のサブカルチャー
は漫画やアニメ、ゲームといったいわゆる「オタク系文化」を指し、「高級な文化であるハイカル
チャーに対する大衆文化、低級文化」という意味を持つと指摘している。また前述の片上（2017）
は、サブカルチャーが個性や自己のアイデンティティと結びついた深い愛着を伴う文化であるのに
対し、ポップカルチャーは「みんなが好きだから」「なんとなく」といった漠然とした理由で愛好さ
れるものであるとしている。こうした背景を参考にすると、かつては一部の愛好家によって嗜まれ
ているものだったサブカルチャーが、一般化・大衆化されるなかでそのマニアックさや、ある種の
スティグマを薄められ、ポップカルチャーへと遷移しているのではないかと推測される。

ポップカルチャーを具体的に表したものとして、外務省ホームページ（2016）では「漫画、アニ
メ、映画、ゲーム、ライトノベル、ポピュラー音楽，テレビなど」が例として挙げられている。こ
のような言葉の用法を鑑みると、現代の日本社会におけるポップカルチャーとは、漫画やアニメ、
映画やゲーム、音楽やインターネットなど、多くの人が娯楽として楽しむメディア全般を指すと考
えられる。本稿ではポップカルチャーをこのように定義する。大衆に広く受け入れられる文化は、
その時代の人の心を映す鏡でもある。アニメ映画が国内を席捲するような人気を博す現代の日本社
会において、ポップカルチャーは非常に重要な文化であると考えられる。次節では、そのポップカ
ルチャーを心理支援に活用する可能性について検討したい。

1－2．心理支援とポップカルチャー
ポップカルチャーは心理支援に役立つのか。もし役立つのなら、それはどのような効果を持つの

か。臨床心理学の領域では、クライエント（心理支援を受ける人）の趣味や好きなものの話題に着
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目し、活用しようとする動きが古くからある。その先駆である山中（1978）は、多くは趣味という
形で開かれている思春期のクライエントの興味や指向性を「窓」と呼び、そこにクライエントの内
界や変容の状態が明瞭に表現されていると主張した。その後も、漫画やアニメ、ゲームの話題を共
有することがカウンセラーとクライエントの信頼関係の基盤となり、支援が展開した事例の報告や

（舛田，2009；笹倉，2018　他）、サブカルチャーを積極的に扱うことの治療的意味を主張する論考
が発表されるなど（松本，2017）、心理支援におけるポップカルチャーの話題について中心的に論
じた研究が散見される。海外でも同様に、文学・漫画・音楽・映画・ゲーム・アニメ・スポーツと
いった様々なポップカルチャーをカウンセリングや心理療法に取り入れた事例が複数紹介されてい
る（Rubin，2008）。Rubinは、ポップカルチャーが子どもや大人にとって複雑な問題に対処するた
めの貴重な治療資源であるとして、それらを既存のカウンセリングや心理療法に統合する意義や方
法論を提唱している。ただし、これらの先行研究に共通しているのは、ほとんどが個別的な事例研
究をもとにした考察であり、調査研究などの実証的な検討が少ないということである。

実際の心理支援の場ではポップカルチャーの話題への着目や活用が行われているにも関わらず、
こうしたアプローチについて体系だった研究がなされていない背景には、以下のような理由が考え
られる。まず、ポップカルチャーへの傾倒は「ゲーム障害Gaming Disorder」iに代表されるような
精神・行動上の問題につながるというネガティブなイメージから、心理支援の資源として着目され
づらかったことがあげられる。それと関連して、精神分析をはじめとする伝統的な心理支援では、
症状や障害といった問題に焦点をあて、その解決や回復を図るという意識が根強くある。そうした
精神病理ベースのモデルでは、ポップカルチャーの話題は「雑談」、もしくは苦悩への直面を避け
るための「防衛」の類と見なされ、積極的にとりあげる向きがなかったものと考えられる。

一方で、1990年代後半以降のアメリカでは、ポジティブな感情を育てることで人のレジリエンス
やウェルビーイングを促進する「ポジティブ心理学」が注目を集めている（Seligman, M.，2011／
2014）。ポジティブ心理学では、創造性や知的柔軟性に加え、好奇心や興味関心、審美眼（芸術等
のすばらしさに心躍る体験）などを個人の強みとしてとらえ、苦悩に対処していくための資源と考
える。すなわち、ネガティブな体験と同等にポジティブな体験を重視するのである。臨床的には、
ポジティブな体験をしっかり味わうことでレジリエンスが育ち、それまで対処できなかったストレ
スを扱いやすくなるという見解もある（花川，2020）。

筆者はこれまで、思春期・青年期のクライエントが趣味や好きなものについて語るという現象に
ついて理解を深め、それらを心理支援に活用する方法について研究を行ってきた。近年では、学生
相談においてカウンセラーが趣味の話題を扱うプロセスに焦点をあて、現役の学生相談カウンセ
ラー11名にインタビュー調査を行った。その結果、多くのカウンセラーが学生の趣味の話題を関係
作りやエンパワメントのためのリソースとしてとらえ、活用していることが明らかとなった。（笹
倉，2020）。本稿では、学生相談カウンセラーに加え、学校現場や教育センターなど、より様々な
領域で働くカウンセラーにアンケート調査を実施し、心理支援におけるポップカルチャーの話題の
活用方法について検討を行う。具体的には、ポップカルチャーの話題が生じる文脈や、そのメリッ
ト・デメリットを明らかにすることで、ポップカルチャーの話題を心理支援に役立てる方法を考察
する。
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2．調査の方法

2－1．調査期間
2020年6月〜7月、2020年8月〜10月の2回に分けて、アンケート調査を実施した。

2－2．調査協力者
思春期や青年期を対象とした心理支援の経験があるカウンセラー98名から回答を得た。資格につ

いては、公認心理師と臨床心理士の両方を所持する人が82名（84％）、臨床心理士のみを所持する
人が11名（11％）、公認心理師のみを所持する人が5名（5％）であった。

平均年齢は42.55歳（SD＝10.15）、主な職域は、教育領域が89名（91％）、医療領域が6名（6％）、
開業臨床が2名（2名）、産業領域が1名（1％）であった。臨床経験年数は5年以下が16名（16％）、5
年〜10年が20名（20％）、10年〜15年が19名（19％）、15年〜20年が20名（20％）、20年以上が23名

（23％）であった。
臨床上のオリエンテーションは「折衷派」が33名（34％）と最も多く、「ロジャース派／PCA」15

名（15％）、「統合的」11名（11％）と続いた。それ以外は、「ユング派／分析心理学」10名（10％）、
「精神力動的」8名（8％）、「認知行動療法」7名（7％）、「精神分析」5名（5％）、「ブリーフセラピー
／解決志向アプローチ」4名（4％）、その他5名（5％）であった。

2－3．アンケートの概要
オンラインによるアンケート調査を実施した。アンケートの質問項目は以下のような構成であっ

た。アンケート前半では、年齢や性別などカウンセラーの属性を選択する6つの質問に加え、心理
支援の場面でポップカルチャーの話題を聞いた経験の有無、話題となったポップカルチャーの内容
を選択する項目を設定した。さらに、（1）どのようなときにクライエントからポップカルチャーの
話題が出てくるか、（2）心理支援におけるポップカルチャーの話題について、メリットだと思うと
ころ、（3）心理支援におけるポップカルチャーの話題について、デメリットだと思うところ、以上
の3点について自由記述で回答を求めた。後半では、臨床場面でのカウンセラーの体験・態度につ
いて尋ねる20項目を設定したが、本稿ではアンケート前半の自由記述部分を分析の対象とする。

2－4．分析手続き
アンケートの自由記述欄の回答について、KJ法（川喜田，1970）に準じて分析を行った。まず、

自由記述によって得られた回答を、回答者の意図が消えない範囲で切片化し、具体例とした。次に、
全ての具体例から内容が質的に類似しているものをまとめてグループを編成し、それぞれのグルー
プの内容を表す「下位カテゴリー」を作成した。さらに、内容が類似している「下位カテゴリー」を
まとめて「カテゴリー」を編成した。これらのカテゴリーの関係を検討し、文章化を行った。

2－5．倫理的配慮
本研究は県立広島大学研究倫理審査による承認を受けて行われた。アンケートにおける個人や組

織を特定可能な情報については、削除もしくは匿名化・一般化を行った。
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3．結果

以下、カテゴリーを【　】、下位カテゴリーを《　》で表記する。

3－1．心理支援においてポップカルチャーが話題となるとき
心理支援において、どのようなときにクライエントからポップカルチャーの話題が出てくるかに

ついて、134の具体例が見出された。それらから12の下位カテゴリーと5つのカテゴリーが抽出され
た。いずれのカテゴリーにもあてはまらない具体例については、【その他】とした（表1）。

まず、【生活状況の聴き取り】という文脈からポップカルチャーの話題が出てくるという意見が多
く見られた。《普段の生活を聞いたとき》や《人間関係の話題から》、あるいはそうした質問がなさ
れやすい《導入時》に、ポップカルチャーの話題が出てきやすいことが明らかとなった。

次に、【リソースの探索・拡大】として、《好きなもの・好きなことを尋ねたとき》、《趣味を尋ね
たとき》、《息抜き・気分転換を尋ねたとき》、《やってみたいことを話しているとき》など、カウン
セラーがクライエントの持つポジティブな部分を発掘しようと試みた結果、ポップカルチャーの話
題が出てくるという意見も見られた。

このように、カウンセラーからの問いかけをきっかけにポップカルチャーの話題が出てくること
が多くある一方で、クライエントが【自己表現の手段として】そうした話題を用いる場合があるこ
とも明らかとなった。カウンセラーに自分の好きなものを伝えようと《自発的に語り出す》、ある
いはポップカルチャーの内容と重ねて自身の経験を語るなど、《自分の内面を表現しようとすると
き》にもそうした話題が使われていた。また、《自由な空気のとき》や《雑談の中で》など、カウンセ
ラーとクライエントが互いに【リラックスしているとき】、さらには互いの【関係が近くなるとき】
にも、ポップカルチャーの話題が出てくるということが示された。

いずれのカテゴリーにもあてはまらなかった例として、「描画などの表現療法をしているとき」、
「登校支援教室での活動時間など」といった特定のケースや環境に基づくものが挙げられた。

3－2．ポップカルチャーの話題のメリット
心理支援におけるポップカルチャーの話題のメリットについて、153の具体例が見出された。そ

れらから20の下位カテゴリーと6つのカテゴリーが抽出された。いずれのカテゴリーにもあてはま
らない具体例については、【その他】とした（表2）。

まず、《話しやすい》、《侵襲性が少ない》、《緊張や抵抗を和らげる》など【クライエントにとって
話しやすい】というメリットが示された。クライエントが警戒・緊張していたり、来談意欲が薄い
場合に、ポップカルチャーの話題がアイスブレイクとして機能していることが明らかとなった。次
に、ポップカルチャーの話題が出てくることによって、《現実の生活状況がよくわかる》、《現実の
対人関係がよくわかる》など、クライエントの【現実的・具体的な情報が得られる】というメリット
も見出された。こうした話題を通してクライエントの《意外な一面を知ることができる》のに加え、
カウンセラーが知らない内容を《説明する力を測れる》といった意見も挙げられた。

このように現実的・具体的な情報が得られることに加え、《理解が深まる》、《興味・関心がよく
わかる》、《世界観や価値観がよくわかる》、《感情がよく伝わる》といったように、語られたポッ
プカルチャーの話題の内容からクライエントの【内的世界への理解が深まる】というのも大きなメ
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リットとして示された。
さらには、ポップカルチャーの話題が【良好な関係作りに役立つ】という意見も多く見られた。

《関係作りに役立つ》という全般的な意見のほか、《共有する体験ができる》、《親近感を持ってもら
える》、またクライエントからカウンセラーに《教える体験ができる》など、ポップカルチャーの話
題がカウンセラーとクライエントとの信頼関係の構築に役立つことが明らかとなった。

他にも、ポップカルチャーの話題によってクライエントが《生き生きとする》、あるいは《自由
に話せる空気が生まれる》、《自分らしい表現が可能になる》など、クライエントの【表現が活性化
する】こともメリットとして挙げられた。さらにはそうした話題が本人の活力や心の支え、すなわ
ち《リソースになる》という意見や、《内省・洞察の素材となる》という見解など、【問題解決や自己
理解に役立つ】という利点が見出された。

いずれのカテゴリーにもあてはまらなかった例として、ポップカルチャーの話題から「世界を広
げていくこともできる。オフ会に参加して、行動範囲を広げられることも（ある）」といった、面接
外での肯定的な変化に言及するものなどが挙げられた。

表1．どのようなときにクライエントからポップカルチャーの話題が出てくるか
カテゴリー 下位カテゴリ―（具体例の数） 具体例

生活状況の聴き取り

普段の生活を聞いたとき（38） 日常の生活について尋ねたとき

人間関係の話題から（8） 仲間との人間関係についての話題になっ
たとき

導入時（4） インテーク時に

リソースの探索・拡大

好きなもの・好きなことを尋ねたとき（27） こちらが好きなことは何か聞くときに語
られる

趣味を尋ねたとき（17） こちらから趣味の話題などを振ったとき
に

息抜き・気分転換を尋ねたとき（15） リラックスできるとき、楽しみを聞いた
とき

やってみたいことを話しているとき（2） やってみたいことを質問したとき

自己表現の手段として
自分の内面を表現しようとするとき（4）

アニメや漫画などに出てくる台詞や一場
面などに自分の心情を重ねて語られるこ
とがある

自発的に話し出す（3） クライエント本人から話の流れで出てく
る

リラックスしているとき
自由な空気のとき（4） 自由に会話しているとき

雑談のなかで（2） 雑談めいた会話の中で

関係が近くなるとき 関係が近くなるとき（2） クライエントがカウンセラーに接近しよ
うと距離を縮めようとしているとき

その他 その他（8）
描画などの表現療法をしているとき

登校支援教室の活動時間など
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3－3．ポップカルチャーの話題のデメリット
心理支援におけるポップカルチャーの話題のデメリットについて、122の具体例が見出された。

それらから16の下位カテゴリーと7つのカテゴリーが抽出された。いずれのカテゴリーにもあては
まらない具体例については、【その他】とした（表3）。

まず、心理支援におけるポップカルチャーの話題のデメリットについて【特にない】という意見
が最も多く見られた。一方で、【その話題ばかりになる】という懸念が示されるとともに、《問題を
扱いづらくなる》、《回避的・逃避的になる》、《防衛として用いられる》といったように、クライエ
ントの抱える【課題や問題に取り組みづらくなる】という側面があることも明らかとなった。さら
には《話題が逸れる》、《話が深まらない》、《面接が停滞する》、《表面的になる》など、【内省や洞察

表2．心理支援におけるポップカルチャーの話題のメリット
カテゴリー 下位カテゴリ―（具体例の数） 具体例

ク ラ イ エ ン ト に
とって話しやすい

話しやすい（7） 好きなことなので、クライエントが話しやすい

侵襲性が少ない（2）
自分の話を直接しなくても、クライエントが好き
なキャラクターや好みの話をしていきながら、自
己理解を深めることができる

緊張や抵抗を和らげる（4） クライエントの警戒心や緊張を解きほぐしやすい

現実的・具体的な
情報が得られる

現実の生活状況がよくわかる（7） 生活の一部なので、生活を知れる点
現実の対人関係がよくわかる（3） 交友関係もわかる場合がある
意外な一面を知ることができる（3） ポジティブな一面や世界観が見えやすい

説明する力を測れる（2） カウンセラーの知らないことを、どんな風に説明
してくれるのかが分かる

内的世界への理解
が深まる

理解が深まる（36）
クライエントの人格傾向に加えて、現在の心的エ
ネルギーの流れや空想の有様など、彼らの内界へ
の理解を深めてくれる

興味・関心がよくわかる（10） クライエントの興味関心がわかる

世界観や価値観がよくわかる（9） クライエントの世界観やものの見方が、透けて見
えてくる

感情がよく伝わる（4）
クライエントの思い入れ、感じていることなど
を、間接的ではあるものの、リアルにvividに感
じることが出来る

良好な関係作りに
役立つ

関係作りに役立つ（27） ラポールを築くきっかけになる
共有する体験ができる（10） 話題を共有できる
親近感を持ってもらえる（3） こちらに親近感を持ってもらえる

教える体験ができる（2） 自分が人（カウンセラー）に教えてあげられるこ
とがある、というふうに思ってもらえる

表現が活性化する

生き生きとする（6） その人自身の生き生きとした表情が見られる
自由に話せる空気が生まれる（3） クライエントが興味のあることを自由に話せる

自分らしい表現が可能になる（2） クライエント自身が自分らしさを感じられる一つ
の機会になると感じる

問題解決や自己理
解に役立つ

リソースになる（4） 本人の活力や心の支えの源になり、変容につな
がっていく

内省・洞察の素材となる（4） ポップカルチャーを自己洞察の素材にできる人だ
と、より、内省の展開を助けてくれる

その他 その他（5） そこから世界を広げていくこともできる。オフ会
に参加して、行動範囲を広げられることも
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が生じにくく面接が深まらない】という問題点が挙げられた。
また、カウンセラーがポップカルチャーについて《知らない・詳しくない》ことにより、クライ

エントの話に《ついていけない》、面接で《何をしているのかわからなくなる》など、【話題につい
ていけずカウンセラーが戸惑う】という問題点が挙げられた。さらにはカウンセラーがクライエン
トの語るポップカルチャーの話題をうまく受け止められないことにより、《理解されない・共有で
きない体験になりうる》というリスクについても言及があった。また逆に、カウンセラーがそうし
た話題に詳しいことにより、クライエントとの距離が近づきすぎて友人のようになってしまい、《面
接の枠を逸脱する》という難しさも指摘された。このように、ポップカルチャーの話題によって【面
接関係が脅かされる】ことに加え、ポップカルチャーの話題に終始することでクライエントの《興
味・関心が狭くなる》、作品の展開によってはクライエントが《ネガティブな感情にひきずられる》
など、【クライエントの問題を助長する】という点もデメリットとして挙げられた。

いずれのカテゴリーにもあてはまらなかったものして、ポップカルチャーの話題によって「脳の
疲労が進み意欲減退につながる」といった見解や、「グループワークなどで好き嫌いで少し雰囲気が
悪くなることが多い気がする」といった所感が見受けられた。

4．考察

4－1．話しやすく、多くの情報を含むポップカルチャーの話題
心理支援、とりわけ個人カウンセリングの場面において、カウンセラーはクライエントの語りに

耳を傾けながら、様々に思考を巡らせている。クライエントの困りごとを把握するのと並行して、
彼らの置かれている現実的な状況を確認するとともに、内面の状態を推し量りながら、彼らと信頼
関係を築くことを試みている。そのようなプロセスのなかで、ポップカルチャーの話題は出てくる。

アンケートの結果、【生活状況の聴き取り】からポップカルチャーの話題が出てくるケースが多く
あることが明らかとなった。心理支援の導入時、カウンセラーは「普段は何をしているの」といっ
た問いからクライエントの生活状況を探ろうとする。一部のクライエントは「何もしていない」
などと答えがちであるが、カウンセラーが根気強く聞いていくと、「ゲームをしていて昼夜逆転し
ている」「動画の配信を見ていたら時間が経っていた」など、ポップカルチャーと関連した行動を
とっていることが多々ある。また、友人関係や家族関係といった人間関係について尋ねていく過程
で、「最近友人とこんなゲームをしている」「ゲームをすることを家族によく思われていない」など、
ポップカルチャーにまつわる話題が出てくることもしばしばである。

ポップカルチャーの話題の大きなメリットとして、【クライエントにとって話しやすい】というこ
とがあげられる。心理支援の導入時、クライエントの多くは緊張しており、初対面のカウンセラー
に自分の困りごとについてスムーズに語れないことがある。ある程度緊張が解けてきた頃であって
も、つらい経験や恥の記憶をさらけ出すことへの抵抗感は容易にはなくならない。また、家族や教
員の勧めで来談に至った場合など、クライエントがカウンセラーを警戒し、頑なな態度を見せるこ
とも少なくない。そんなときにカウンセラーがポップカルチャーの話題を積極的に聞こうとするこ
とで、相談に来たつもりのクライエントが「なぜそんなことを聞くのか」と戸惑うこともあるだろ
う。しかしながら、カウンセラーがあえて雑談めいた話題に関心を示すことにより、心理支援の場
がクライエントの想像よりも自由な空間であると暗に伝えることができる。そうしたカウンセラー
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の関わりを通じてクライエントの緊張が和らぎ、【表現が活性化する】ことも生じるのだろう。ある
いは逆に、カウンセラーとクライエントの双方が【リラックスしているとき】にこそ、ポップカル
チャーの話題が出てきやすくなるのかもしれない。

このような効果の他に、ポップカルチャーの話題からクライエントの【現実的・具体的な情報が
得られる】ことは、カウンセラーにとって大きなメリットである。食事や睡眠を含む日々の過ごし
方、家族関係・友人関係を早期に把握しておくことは、クライエントの状況を理解し、困りごとへ
の具体的な対応を考えるうえで重要である。また、クライエントが自分の好きなポップカルチャー
についてカウンセラーに説明するときに、その伝え方に着目することによって、言語表現の能力や
他者への共感能力をある程度推測することもできるかもしれない。さらには作品やキャラクターと
自分自身の経験を重ねて語るなど、クライエントが【自己表現の手段として】ポップカルチャーの
話題を用いる場合には、彼らの体験している感情や世界観、ものの見方など、より深い水準で【内
的世界への理解が深まる】場合もある。このように、クライエントが語るポップカルチャーの話題
をカウンセラーが積極的に聞いていくことで、現実的な情報を集めつつ内的世界への理解を深め、
クライエントの見立てやアセスメントに役立てることが可能になると考えられる。

表3．心理支援におけるポップカルチャーの話題のデメリット
カテゴリー 下位カテゴリ―（具体例の数） 具体例

特にない 特にない（18） 特にデメリットがあるとは思えない
その話題ばかりに
なる その話題ばかりになる（15） 気をつけないとその話ばかりになってしまう

課題や問題に取り
組みづらくなる

問題を扱いづらくなる（13） 問題をあつかいにくくなる

回避的・逃避的になる（10） 現実的な状況を直視しないことや回避として語ら
れる場合がある

防衛として用いられる（3） 自分を語らないカモフラージュにも用いられうる

内省や洞察が生じ
にくく面接が深ま
らない

話題が逸れる（11） 本人の面接中の主題から逸れる

話が深まらない（5） カウンセラーがその子の心の背景に気づかない
と、本当に浅いところで終わってしまう

面接が停滞する（6） その話題に多くの時間が割かれ、面接が進まない
表面的になる（4） 会話が表層的になる傾向がある

話題についていけ
ずカウンセラーが
戸惑う

知らない・詳しくない（9） 話だけでは分からないところが他のメディアより
多い

ついていけない（6） 相手の話がどんどん展開していくのにこちらが全
くついていけないことがある

何をしているのかわからなくなる
（2） 雑談なのかセラピーなのかよく分からなくなる

面接関係が脅かさ
れる

理解されない・共有できない体験に
なりうる（4）

クライエントが期待するような共感や話の広がり
が叶わず、理解されない感覚を助長し得る

面接の枠を逸脱する（3） 距離が縮まりすぎる

クライエントの問
題を助長する

興味・関心が狭くなる（2） 興味関心が広がらず、社会参加を困難にする場合
がある

ネガティブな感情にひきずられる
（2） ネガティブな面を引き出されやすい

その他 その他（9）
脳の疲労が進み意欲減退につながる
グループワークなどで好き嫌いで少し雰囲気が悪
くなることが他の話題と違い多い気がする
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4－2．関係作りの基盤、または治療資源としてのポップカルチャーの話題
漫画やアニメ、ゲームや音楽といったポップカルチャーは多くの場合、クライエントにとって自

発的かつ肯定的な体験・行為である。そのため、こうした話題を共有することが【良好な関係作り
に役立つ】ということを、アンケートに回答した多くのカウンセラーが実感していた。

まず、ポップカルチャーの話題を通じて、クライエントが他者と何かを共有する喜びを感じたり、
カウンセラーに親近感を抱くといったことが生じうる。また、カウンセラーに何かを教えてあげる
という体験が、クライエントの自信や自己肯定感を育むこともあるだろう。さらにはカウンセラー
とクライエントの【関係が近くなるとき】にもこうした話題が出てくる。クライエントがカウンセ
ラーに好意を抱くと、カウンセラーについてもっと知りたいという思いから、個人的な質問をする
場合がある。しかしながら、心理支援において中立性を保とうとするカウンセラーは自己開示に慎
重であることが多く、クライエントは拒絶されたような不全感を抱くことになりがちである。その
点、ポップカルチャーの話題を扱う際には、作品という第三項を間に挟んでいるため、カウンセ
ラーは間接的かつ侵襲性の少ないかたちで自己開示をすることができる。ポップカルチャーの話題
を介すことにより、「あの漫画、先生はどう思いましたか」「私はこう感じたけど、あなたはどう？」
といったように、同じものを見て一緒に笑い、驚き、感想を語り合うといった情緒を含んだ自己開
示が、より自然なかたちで可能になるのである。このような理由からも、ポップカルチャーの話題
がカウンセラーとクライエントとの関係作りの基盤になりうるのだと考えられる。

さらに、カウンセラーがクライエントの【リソースの探索・拡大】をしようと、「趣味とか好きな
ものはある？」「気分転換に何かしている？」などと尋ね、その流れでポップカルチャーの話題が出
てくる場合があることも明らかとなった。先にも述べたように、ポップカルチャーの話題はクライ
エントにとって自発的かつ肯定的な体験・行為であることが多い。そのため、好きなものについて
話し、カウンセラーがそれを熱心に聴いてくれるというプロセス自体が、クライエントにとって自
身の大切な部分を受け入れてもらえたというポジティブな体験となる可能性が高い。加えて、そう
した話題にはクライエントの健康的な面や本人が気づいていない成功体験、長所が隠されているこ
ともある。そのため、困りごとの話だけでは行き詰ってしまうような場面でも、ポップカルチャー
の話題が素材となり、【問題解決や自己理解に役立つ】ということが生じるのだと考えられる。

4－3．心理支援におけるポップカルチャーの話題のデメリット
心理支援におけるポップカルチャーの話題について、特にデメリットを感じていないカウンセ

ラーも少なくなかった。しかしながら、他の話題よりも話しやすいという反面、【その話題ばかり
になる】といった問題点も見出された。心理支援の場でポップカルチャーの話題がメインになると、
回避的、逃避的、防衛的になってしまうことがあるため、【課題や問題に取り組みづらくなる】ので
ある。同様の理由から、【内省や洞察が生じにくく面接が深まらない】といった弊害も生じうる。

また、面接関係についてもデメリットがいくつか見出された。前節で述べたように、ポップカル
チャーの話題は関係作りに役立つ一方で、カウンセラーの側がそういった話題に疎いことで関係が
うまく築けなかったり、クライエントがカウンセラーに作品の共有を強く要求するなど、【面接関
係が脅かされる】ということも起こりうる。またクライエントの興味・関心が制限されたり、作品
の展開にクライエントの気分が左右されるなど、【クライエントの問題を助長する】点も懸念され
る。
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しかしながら、こうしたデメリットはポップカルチャーの話題の活用の可能性を否定するもの
ではない。たとえばWachtel（2011／2014）は、クライエントが話題を逸らそうとするとき、「一時
的に防衛の肩を持つ」、すなわちクライエントの防衛を尊重するという技術を紹介している。杉原

（2012）はWachtelを引用しつつ、「安心感を保証することが、探求のための基礎となる」として、ク
ライエントの防衛を緩めるために防衛を支持することを勧めている。ポップカルチャーの話題が防
衛として使われていると感じられる場合であっても、一時的にそうした話題に付き合い、クライエ
ントの安心感を保証することが、つらく苦しい問題へと向き合うための心の準備となる可能性もあ
る。花川（2020）も述べるように、ポジティブな体験をしっかり味わいレジリエンスを育むことが、
結果として課題や問題に向き合う近道となる場合もあるだろう。

5．まとめと今後の課題

アンケート結果から、心理支援におけるポップカルチャーの話題が、クライエントにとっては話
しやすく、またカウンセラーにとっては重要な情報源であること、さらには関係作りや問題解決の
ためのリソースとなりうる可能性が示唆された。一方で、ポップカルチャーの話題ばかりを扱うこ
とで、問題や課題に取り組みづらくなるという問題点も見出された。こうした問題点への具体的な
対処法について、カウンセラーへのインタビュー調査を通じて明らかにし、ポップカルチャーの話
題を心理支援に活用する方法をより精査していくことが今後の課題である。

付記

本研究はJSPS科研費（JP19K14422）の助成を受けて行われた。
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