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2011年に出た二冊の翻訳書の紹介・専門
書の翻訳作業に関する短い雑考・その後
の猫通信等を収めた雑文

松木　邦裕　

　2011年には二冊の監訳書を岩崎学術
出版社から出版していただいた。
　一冊は，キャロライン・ガーランド編
『トラウマを理解する――対象関係論に
基づくアプローチ』である。訳者の田中
健夫氏，梅本園乃氏と翻訳稿のやり取り
を繰り返し，また編集者の長谷川純さん
の丁寧な校正を受け，その開始から数年
を経てようやく出版したときがまさに東
日本大震災に見舞われたときであった。
出版が随分遅れてしまったと私たちは
思っていたのだが，巡りあわせとは不思

議なものである。
　もう一冊は，ロバート・ケイパー著
『米国クライン派の臨床――自分自身の
こころ』である。訳者の別所さん，池田
さん，久保田さん，坂井さん，藤巻さん，
古川さんが丹念に訳出した翻訳稿に目
を通してきた。完訳後から出版までは編
集者唐沢礼子さんの手腕で素早かったが，
この翻訳作業も数年かかった。私が最初
にひとりで取り組んだ翻訳書はハンナ・
スィーガルの第一論文集『クライン派の
臨床』だったが，奇しくもそのスィーガ
ルが逝去した８月に『米国クライン派の
臨床』は出版された。
　しかし，本質的には巡りあわせなどは
どうでもよい。それぞれの訳書が読むに
値するものかどうかである。
　前者『トラウマを理解する』は，トラ
ウマ，PTSDの用語を店頭で商品を扱
うようにたちまちに安易に並べ立て，成
果を急ぐ簡便な対処法を大量消費的に唱

まつき・くにひろ＝精神分析，精神医学
京都大学大学院教育学研究科教授。著書に 「対
象関係論を学ぶ」（岩崎学術出版社），「分析空
間での出会い」（人文書院），「分析臨床での発
見」（岩崎学術出版社），「分析実践での進展」
（創元社），「私説対象関係論的心理療法入門」
（金剛出版），「精神分析体験 :ビオンの宇宙」
（岩崎学術出版社）など多数。このほど，ガー
ランド編『トラウマを理解する』，ケイパー著
『米国クライン派の臨床』を刊行。
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和している人たちが目立つ今日のわが国
の風潮への疑問を正直に抱いている多く
の人にぜひ読んでもらいたい。外傷的体
験をしたその個人のパーソナルな在り方
にしっかりと目を向け続けるという，当
たり前のことながら見失われやすい視点
を確実に保持する助けになろう。ほんと
うは大量消費的発想の人たちにこそ読ん
でもらいたいのだが，こころという概念
すら真剣に考えられないからそんな人で
あるのだろうからどうしようもない。
　後者『米国クライン派の臨床』は，ケ
イパーの本気が伝わってくる精神分析の
真髄に触れたい人には大きな価値のある
論文集である。ケイパーがオリジナルな
精神分析的思考に到達しようと苦闘する
ところも垣間見え，こころの深みへと向
かおうとする彼ならではの姿は，精神分
析に関心を抱く人には批判的評価の対象
として対話するに値する。こうした本に
がっぷりと取り組むことから精神分析の
実体を感知できる。それは磁石のような
作用をする，ぐぐっと惹きつけられるか，
強い反撥が生じるかといった。

＊　　　　＊
　専門書の翻訳は実に時間を要する作業
である。また，ひとつの単語，ひとつの
文章の理解に数日をかけることもある。
少しずつやって積み重ねるしかない，一
夜漬けのきかない仕事である。ゆえに翻
訳には向き不向きがあるらしい。どうも
強迫な性格の人が向いているのかもしれ
ない。毎日こつこつと丹念に作業を続け
る変化の乏しい暗めの生活を維持するに
は強迫性が必要に思える。しかし強迫の

構成要素である完全壁が強すぎると見直
しが終わらなくなる。加えて吝嗇が強い
と時間の大きな損失と感じられてやらな
くなる。見直しの未練はあるが，ここで
納めるしかないなという諦念が働くとこ
ろと，心身の消耗を意識しながらも愚直
に続けることに抑うつ的な要素もからむ
と思う。だから，強迫と抑うつをほどよ
く揺れる人が向いているのかもしれない。
さらに，原著者に自己愛的な同一化をな
せるところにも抑うつ的要素がからむが，
これは裏を返すと躁的万能感にもなりや
すいし，そのままだと虎の威を借る狐に
なりかねない。

＊　　　　＊
　ここで突然であるが，我が家の猫通信
に移る。(つまり，『精神分析体験：ビオ
ンの宇宙』の中に出てくる，うずらとミ
イのその後 )

　二匹とも元気で変わらぬ日々を送って
いる。若いうずらは野性味をどんどん失
い，ふつうの家猫に変形していっている。
先日は，ねこドアの前で室内から外に向
かって激しく唸っていた。私が何事かと
外を見ると，かなり離れたところに見慣
れぬ猫がいた。外で激しく唸りあい，満
身創痍になりながら戦っていたのは今や
遠い過去である。かつてはうずらを相手
するときには，いつ鋭い爪が来るかわか
らないので，私にしてもまったくよそ見
ができなかった。あるときなど，気を抜
いてよそ見したら，爪が飛んできて私の
左手首にリストカット様の傷がみごとに
入ってしまった。その血がにじむ傷を見
ながら，患者からリストカットをしてい
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る老いた治療者と思われたら困るなとつ
い考えたほどだった。このごろはよそ見
可能である。しかし，ふつうが一番なの
で，これでよいと思う。
　ミイはもはや二十歳になった。この夏
から歩き方がとぼとぼになった。また，
すぐにしゃがんでしまうようにもなった。
口をもぐもぐするところやすぐに寝てい
びきをかくところなどは，人間の年寄り
と一緒である。階段は一歩ずつながら，
毎日何回か上り下りする。また食欲旺盛
である。我が家は基本的にバイキング方
式で二匹とも好きなときに好きなだけ食
べられるシステムである。しかし，夜中
はゴキブリ対策もあってえさ入れに蓋を
しておく。ミイは早朝におなかが空くの
で朝の四時か五時には食べたがる。そこ
で寝ている私を起こしにかかる。耳元で
にゃあにゃあと鳴く。しかしこちらは眠
いので無視していると，おもむろに私の
首の上を歩く。ときどき首の上でじっと
している。私もじっとしている。下手に
動いて爪が食い込むと大変だからである。
　よく考えてみると，私が最初の著書
『対象関係論を学ぶ』を書き始めたとき
から，書いている私の膝の上にミイはい
た。これまで私はすべて単独執筆してき

たと思いこんでいたが，そうではなかっ
た。実はミイが共著猫であった。もちろ
ん，上述の二冊の翻訳書も共同監訳猫と
なっている。副賞にアイシアの「黒缶」
が付いた精神分析学振興猫大賞というも
のがあれば，ミイはきっと有力候補であ
ろう。ちなみに，ミイは缶詰は特定の黒
缶しか食べない。もっと上等な缶詰が
あっても見向きもしない。何かひとつの
ものだけに固執するのは，我が家の伝統
文化に添っている正しい在り方であり，
その規範を堂々と示している。
　私はミイがこれからも著述にずっと付
き合ってくれるのを期待している。ミイ
は先ほどまで私の膝の上で寝ていたが，
今はふっかりした座布団を置いた横の専
用椅子の中に丸まって気持ちよさそうに
寝ている。
　これで終わります。

　実は本稿は去年の 8月にいただいておりま
した。小社の諸事情で，いただいてから約 1
年の時が過ぎていまい，残念ながらミイは今
年の 3月 9日に亡くなってしまいました。先
生のお気持ちを考えると胸が痛くなります。
　ご冥福を心よりお祈り致します。　

編集部　
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　1980年代の後半，フィラデルフィア
の認知療法センターにおける臨床と研究
の中心はもはやうつ病ではありませんで
した。新たな領域は，パニック障害であ
り，物質（コカイン）使用障害であり，
パーソナリティ障害でした。Dr. Beck
を囲む定期研究会では，DSM-III-Rに
ある各パーソナリティ障害について特徴
的なスキーマが論議されていました。
　1990 年 に は， 早 く も Beck, A.T.，
Freeman, A.らにより“Cognitive Therapy
of Personality Disorders”が出版されま
した。全 400ページに及ぶ大著で，16
章から構成されていました。京都府立医
科大学精神医学教室のかつての同僚に共
訳を依頼し，難産の末ようやく 1997年

の夏，私たちは『人格障害の認知療法』
と題した訳書を完成させることができま
した。ただし，原著の部分訳であり，第
Ⅰ部「歴史，理論，研究」という総論の
一部は，監訳者の判断により省略しまし
た。第Ⅱ部「臨床応用」は各論に相当し，
DSM-III-Rの人格障害が取り上げられ
ていましたが，訳書では妄想性，分裂病
質および分裂病型，反社会性，受動攻撃
性人格障害は訳出しませんでした。あえ
て割愛の基準を述べるなら，わが国の日
常臨床において重要度が比較的低いと思
われるものを除くようにしたのです。最
終的に翻訳された人格障害の内訳は，B
群の境界性，演技性，自己愛性人格障害，
C群の回避性，依存性，強迫性人格障
害となりました。
　2004 年，Beck, A.T.，Freeman, 
A.，Davis, D.D.らは再びパーソナリ
ティ障害の認知療法を世に問いまし
た。“Cognitive Therapy of Personality 
Disorders, Second Edition”です。私の
知る限り，『認知療法―精神療法の新
しい発展』や『うつ病の認知療法』とし
て邦訳されている原著とは違って，パー

いのうえ　かずおみ＝精神医学，認知行動療法
医療法人内海慈仁会内海メンタルクリニッ
ク・認知療法研究所。著訳書に『認知療法の
世界へようこそ』『認知療法への招待』『認知
療法・西から東へ』『認知療法ケースブック』
『心のつぶやきがあなたを変える』『認知行動
療法を始める人のために』など多数。このほ
ど，『パーソナリティ障害の認知療法（編著）』
『パーソナリティ障害の認知療法［全訳版］（監
訳）』を刊行。

ふたつの『パーソナリティ障害の認知療法』

井上　和臣　
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ソナリティ障害の認知療法に関する著書
だけが改訂されています。21世紀を迎
え，認知療法の適応は，統合失調症や双
極性障害といった重症の精神障害にまで
拡大しています。こうした近年の動向の
一端として，パーソナリティ障害に対す
る認知療法も現在進行形で語る必要があ
るということでしょう。著者たちの並々
ならぬ意気込みを感じます。
　この 2004年改訂版を訳出した『改訂
第 2版 パーソナリティ障害の認知療法
［全訳版］』は 2011年 9月 1日に刊行
されました。監訳作業の多くを担われた
友竹正人教授をはじめ，徳島大学と京都
府立医科大学の有志が，改訂第 2版の
完全訳に関わった成果ということになり
ます。
　認知療法は複数の技法から構成され
たパッケージとして提供されることが
ありますが，実臨床においては賛同で
きるものではありません。認知療法は
治療技法の集合体ではなく，a system of 
psychotherapyであるからです。精神療
法の名に値するためには，いくつかの基
準を満たす必要があると言われます。列
挙すると，（1）パーソナリティと精神
病理に関する理論が存在すること，（2）
理論を裏付ける研究成果が存在すること，
（3）理論との整合性をもった治療技法
の選択がなされること，（4）治療効果
が科学的に実証されること，となります。
実臨床での認知療法は，個々の患者の精
神障害に関する認知的概念化を明確にし，
この治療のための理論仮説と整合性を
もったかたちでの技法選択を考慮してい

くことが望まれます。
　うつ病の治療として始まった認知療法
では，治療関係が論じられることは少な
いという印象があるかもしれません。し
かし，collaborative empiricism という
認知療法の基本原則にある collaborative
は，患者と治療者の関係を明示するもの
です。協力的とか協同的とか訳されます
が，私は共同的という表現を好んで使っ
ています。共同的治療関係とは，患者と
治療者とが科学者チームの構成員のよう
に各自の役割を協力しながら遂行し，患
者の問題解決に当たるというものです。
パーソナリティ障害を対象とするとき，
いっそう重要性を増す認知療法の原則と
言えるでしょう。
　『改訂第 2版 パーソナリティ障害の
認知療法［全訳版］』に登場する妄想性
パーソナリティ障害の症例ゲーリーも，
境界性パーソナリティ障害の症例ナター
シャも，回避性パーソナリティ障害の症
例ジェーンも，いずれの場合も認知的概
念化と共同的治療関係を基礎とした治療
が例示されています。
　本訳書の出版に先立つこと数カ月，
2011 年 3 月 28 日に，もうひとつの
『パーソナリティ障害の認知療法――
ケースから学ぶ臨床の実際』が発行さ
れました。Beckらの著作では，草稿段
階から執筆者間での討論が繰り返され，
隅々まで Beckら編者と分担執筆者らの
一貫した理念が行き届いている印象があ
ります。それに比べると，本書では統一
性ではなく，むしろ多様性が基本方針と
なっています。各章を執筆いただいたの
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は，わが国において認知療法の臨床経験
を豊富に積み重ねておられる方々ばかり
で，ご経験の一端を思いのまま論じてい
ただくようにしました。
　本書では，原則として，世界保健機関
（WHO）の国際疾病分類（ICD-10）
に依拠したパーソナリティ障害の下位分
類を用いました。日常診療で ICD-10に
よる臨床診断が求められるからです。特
定のパーソナリティ障害（F60）には，
妄想性パーソナリティ障害（F60.0）か
ら依存性パーソナリティ障害（F60.7）
までが区別されていますが，本書に
は情緒不安定性パーソナリティ障害
（F60.3）以降を取り上げました。
　各論の冒頭では，情緒不安定性パーソ
ナリティ障害の患者に対する外来での治
療の粋が提示され，続いて入院を含む継
続的な関わりが論じられます。新しい治
療を提示するとき，成功例が並ぶのは当
然かもしれません。しかし，『臨床の実
際』という場合，多くの，大小さまざま
な失敗を経験することは不可避であると
思われます。エビデンスが強調される昨
今の趨勢を鑑みると，認知療法中止例か
ら学ぶことはむしろ大きいかもしれませ
ん。情緒不安定性パーソナリティ障害に
関する認知療法のそうした例も加えまし
た。
　演技性パーソナリティ障害（F60.4）
の認知療法では，マインドフルネスが
キーワードになっています。強迫性パー

ソナリティ障害（F60.5）のケースは摂
食障害を伴っています。最後は，不安性
（回避性）パーソナリティ障害（F60.6）
です。不登校・ひきこもり，リストカッ
ト，対人恐怖，セックス・レスといった
病歴を認める 4例が提示されます。最
後は，パニック障害を伴う依存性パーソ
ナリティ障害で締めくくってみました。
治療の場・治療の形態も一様ではありま
せんが，いずれも日常臨床で出合いうる
ケースばかりです。
　ふたつの『パーソナリティ障害の認知
療法』についてご紹介しました。先に
『人格障害の認知療法』を翻訳したとき，
パーソナリティ障害にまで適応を拡大す
ることにより，認知療法は大きな転回点
を迎え，「標準的」認知療法は大きな修
正を余儀なくされる，というふうなこと
を書きました。スキーマ（信念）が標的
となるため治療が長期化してしまうとか，
過去の情動体験にまで遡及する必要性が
生じてくるとか，治療者は治療関係を阻
害する自らの非機能的認知にも目を向け
なければならないとか，いろいろと予想
しました。10年以上が経過した今，ま
ずは「標準的」という言葉の呪縛を離れ
る必要を感じています。認知療法の原
型・標準がただ一つ存在し，適応の拡大
は原型・標準の修正を伴う，というのは
妥当な見解ではないかもしれない，とい
う思いが募っているところです。
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幻聴と独語

髙橋　俊彦　

　われわれは日頃，「自分は他人と違う
固有の存在である」と当たり前のように
思っている。つまり，他者と別の存在と
しての自己が常に成立していると感じて
いるということである。しかし統合失調
症の場合話は簡単ではない。
　統合失調症の進行が顕著で長年入院生
活をしている Aさんは，面接中ときど
き「玄関に人がいる。私を迎えに来てく
れたのです」「私は Aではなく，Bとい
う名前になったのです」「声が教えてく
れました」などと言う。幻聴，およびそ
れに基づく妄想である。話をしていると
話のテーマから逸れていって，そのうち
意味が分からなくなり，さらに独語へと

移っていく。時に声色が二通りに変わり，
ひとり二役の独語になる。自室にひとり
いるときも独語がある。幻聴の声に返答
をしたりするのかもしれない。この幻聴
という現象は，不思議な現象であると，
精神科医になりたての頃から思っていた。
誰もいないときになぜ自分の声ではなく
他人の声が聞こえるのだろうか。
　昨年，以前発表した論文の一部を集め
て『統合失調症とその周辺―離人症お
よび対人恐怖症の重症例を中心に』とい
う一冊にまとめてみた。その際以前から
気になっていた，統合失調症者の幻聴の
問題も少し考えた。十分な考察には程遠
かったが，第九章に「補足」として以下
のような内容を付け加えた。
　幼児は，最初自分の周りの人々の喋る
言葉の意味が分からず，他者の言葉は音
声としてのみ聞こえているのであるが，
一定の発育段階に達すると，ある物，あ
る動作，あるいはある状況などとそれら
が指し示す言葉とが結びつくようになる。
そうした言葉が少しずつ自分でも喋るこ

たかはし・としひこ＝精神医学，精神病理学
愛知淑徳大学医療福祉学部教授。著書に，『妄
想症例の研究』（金剛出版），『病的嫉妬の臨床
研究』（岩崎学術出版社），『分裂病の精神病理
8・11・13』（共著，東京大学出版会），『人間
の生涯と心理―異常心理学講座第３巻』（分担
執筆，みすず書房），『感情障害―基礎と臨床』
（分担執筆，朝倉書店）など多数。このたび
『統合失調症とその周辺』を刊行。



9

とができるようになるのであるが，これ
らは，大人たちの間ではすでに共有され
ている言

ラ ン グ

語体系の一部を借りて言
パロール

葉とし
て使用するということである。その積み
重ねにより幼児の言語体系は少しずつ豊
富になり充実していくのである。つまり，
人間各自の言語体系の内実は他者の言葉
を素材にして形成されている，と言える。
　先人たち（ピアジェ，ヴィゴツキー）
の研究によれば，幼児の場合，言語は
（伝達的な）外言としてまず他者とのコ
ミュニケーションとしてのみ使用される。
これに対して大人の場合，言語は外言と
して他人に聞こえることもあるが，（非
伝達的な）内言として思考の中で働き続
けてもいる。厖大な情報の蓄積の中から
外言として表出するのは，ほんの一部だ
けである。思考が逐一外言として表出さ
れていては，自在に考えを巡らすことが
できない。
　音声をもつ外言のみであった幼児の言
語が思考と結びつき音声をもたない内言
を備えるまでの過程には，3歳ごろから
始まる「自己中心的言語」という現象が
みられるという。この頃幼児はひとり言
を言うようになる。このひとり言は他人
との直接的なコミュニケーションをとっ
ているのではなく，自分ひとりで考えて
いることを声に出して喋るというもので
ある。その後 7歳頃までに声を出さな
くても考えられるようになる。つまり思
考が（非伝達的な）内言を伴って働くよ
うになるにつれ，ひとり言はなくなって
いくという。
　われわれ大人の場合，何気なくおしゃ

べりをしている場合は別として，他人の
使った新しい言葉や言い回し，あるいは
考え方を自分のものへと取り入れて自分
の言葉として使用する際には，①他人の
言
パロール

葉を聴く→ ②他人の言ったとおりに
反芻する→ ③自らの言

ラ ン グ

語体系へと組み
入れる（内言化）→ ④言語が内言とし
て思考と一体となり，思考の働きに作用
する→ ⑤他人に伝えたい内容を頭の中
でまとめる→ ⑥思考内容を自分の言

パロール

葉
として表現する（外言化），という順序
を辿る，と考えられる。この過程は他人
の言葉が内言化され，思考を通して自分
の言葉となる過程でもある。
　相手の発した声を直接聞くとき（①），
あるいは相手に自分が直接話すとき
（⑥）以外音声は普通発せられず潜在化
しているが，②と⑤の場合は，大人でも
ひとり喋りをすることがある。②の場合
は，音声のある（伝達的）外言を音声の
ない（非伝達的）内言へと組み込む過程
であり，インパクトのある他人の言葉を
後から反芻するとき，声に出してみるこ
ともある。頭の中で繰り返し言葉が浮か
んでくることもあり，それに音声が伴う
こともあり得る。⑤の場合は，（非伝達
的）内言から（伝達的）外言を選び取る
作業であり，他人の心に響くように伝え
ようとする者は，事前に声をあげてリ
ハーサルをするかもしれないし，選挙の
前に候補者は演説の枢要箇所をひとりで
声をあげて確かめることもあろう。いず
れにしろひとりでいるときに声をあげる
のは，自他間の伝達内容を確かなものに
するための場合が多い。
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　Aさんの話に戻ると，伝達し合って
いるわけでもないのに「声」が聴こえる，
ひとり喋りをする，特に面接のときでも
相手の問と無関係にひとり喋りをすると
いうことは，通常の会話からは逸脱して
いると言える。つまり Aさんのような
進行した統合失調症の患者の症状とし
ての幻聴や独語は，外言としての他人の
言
パロール

葉が，内言化され思考を通して外言と
しての自分の言

パロール

葉となる過程において何
らかの支障がある状態を示していると言
える。
　実は Aさんには，このような言語と

思考の障害だけではなく，いわゆる無
為・自閉と言われる状態，ときに奇異な
行動もみられ，日常生活の広範にわたる
支障がある。
　ここでは詳述できないが，こうした諸
症状の根底に通底しているのは，他者と
は異なる固有の存在としての「自己」の
成立そのものが危うくなっているという
事態である，と筆者は考えている。前記
拙著の第九章は，離人状態を通してその
ことを考察したつもりである。諸賢のご
批判を仰ぎたいところである。

◇書評エッセンス◇

パーソナリティ障害の認知

療法
井上和臣 編著

　アーロン・ベックの認知

療法が，単極性うつ病を対

象に構築されたことは周知

の事実である。しかし，よ

くよく考えれば，ベックは

当初から体系的な精神療法

におけるパーソナリティ理

論の重要性について論じて

いたし，うつ病患者の非機

能的な自動思考の背景にあ

るスキーマを重視していた。

　さて本書はその井上先生

が編者となって，パーソナ

リティ障害に対する認知療

法について，わが国での実

践例を報告するケース集で

ある。ケースを報告するの

は，精神科病院の医師や心

理士，大学病院の精神科の

医師，開業の精神科医やカ

ウンセラーなど多岐にわた

り，おのずと報告されるケ

ースも多様であれば，種々

のケースにおける認知療法

の在り様も多種多様である。

治療者・セラピストがさま

ざまな工夫を凝らし，苦労

しながらケースにあたるの

はどのケースにも共通する

が，スムーズに進むケース，

何度も仕切り直しして蛇行

しながら進むケース，中断

したケース（とはいえ，ず

っと後になってその治療に

大きな意味があったことが

明らかになるのだが），入

院と通院を繰り返すケース，

夫婦面接を中心とするケー

スなど，教科書ではなかな

かお目にかかれない，現場

ならではの生々しいケース

に読者は直接触れることが

でき，パーソナリティ障害

に対する認知療法の難しさ

と面白さの両方を，実感を

持って味わえるのではない

かと思う。（評者・伊藤絵

美＝洗足ストレスコーピン

グサポートオフィス■精神

療法 37 巻 6 号（2011）

より抜粋）
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　1年前になるが，松本雅彦先生が印象
深い，閃光のようなエピソードを書いて
おられる。あるゴミ屋敷同然の住まいか
ら担ぎ出されるようにして入院してきた
統合失調症患者のことである。慢性期病
棟で 6カ月ほども過ごしたある日のこ
と，「不安で，不安で仕方がない」と述
べたあと，「自分は人の“フリ”をす
ることができない……人の“フリ”を
することができなかった。だからこんな
ふうになってしまった」と言って，慚愧
の涙を流さんばかりだったという。通底
するものがあるが，逆向きにあるとも言
える体験を私もしたことがある。手練手
管で散々な嫌がらせをする声たちをおさ
めるメシアの登場を黙示録的に待望し続
ける慢性女性患者に，軽く，いつから声

がやってきたかを尋ねてみた。すると，
「声のやってくる前は，わたくしはただ
のあやつり人形でね。……今住んでいる
母さんは実は偽の母さん……何回もセッ
クスをして，ようやく自分が世の中を清
めるようになってね」という話をひとし
きりしたあと，日常会話に戻っていった。
　ひところ，統合失調症患者は，医者へ
のサービスに医者が興味を持つようなこ
とを言うのだという，医者の探索的な態
度を自制する意見にしばしば出会った。
これは確かに一理ある。たとえば妄想患
者に対する場合，妄想にあまりにこちら
の関心を向けると，患者が際限なく作話
的妄想を語り紡ぎ，しかもその内容を固
定してしまうことがあるように思う。し
かし，上のようなエピソードはどうだろ
うか。単なるサービスというのではどう
も腑に落ちない。しかもそのエピソード
とともに，われわれにはいろいろな思念
が巡ってくる。統合失調症患者の少なく
とも一部は，たゆまずヒトのふりを続け
ていなければ欠陥状態に陥ってしまうよ
うな不幸を背負っているのかもしれない。

伝達と関係性の限界点に立つために

津田　　均　

つだ・ひとし＝精神医学，精神病理学
名古屋大学総合保健体育科学センター准教授。
著訳書に『精神分裂病 3』（共著，人文書院），
『うつ病論の現在』（共著，星和書店），『身
体・気分・心』（共著，河合文化教育研究所），
『多次元精神医学』（共訳，岩崎学術出版社），
『フロイト全集 22』（共訳，岩波書店）など多
数。このほど，『統合失調症探究』を刊行。
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家族のマリオネットであることをやめよ
うと一歩を踏み出したときにはもう幻声
に立ち向かわされているのかもしれない。
あるいはわれわれの方が，努力している
と気づかないままヒトのふりをしていら
れる稀少人種なのかもしれない等々。
　このように稀にしか出会わないエピ
ソードではなくとも，統合失調症患者と
の経験は，そこから垂直に糸を垂らして
いくと，その糸は，ひとまとまりの，し
かし解決がついたとは言えず，特定もし
がたい問題の地平へと降りていくという
ところがある。おそらく身内の方などは，
もっと，われわれが思いもよらない，こ
のような端緒となる出来事，経験に出
会っていることであろう。精神病理学
は，ある意味，この垂れている糸の跡を
辿っているだけである。しかしその糸は
ここに述べたような垂れ方をしているの
で，そこには，記述的精神病理学の中か
ら自然に，形相的，ないしは構造的な精
神病理学が胚胎する可能性がある。遺伝
学的，生化学的，脳画像的，力動的な研
究も，究極このような糸に絡みつくよう
にしながらその下にある地平を明らかに
していくのが筋であろう。またそのよう
なもののみが，本物の研究として残って
いくだろう。
　最近，統合失調症について専門家が語
る割合が，少なくとも世相の表層から
減っているように思われる。他の病態が
現在，より注目を集めてきたという理由
もあるが，やはりそこには，この病を語
ること，伝達することが難しいというこ
ともあるのではないかと思う。しかし，

精神医学の専門家というのは，たとえ，
それを整合的に語ることはできないにし
ても，このときこのタイプの患者はこの
ように変化する，このタイプの患者とは
このくらいの薬物療法の時期にこのよう
な関係の持ち方をするとよいというよう
なことについて，ある程度直観的，経験
的，伝承的知を持っている人たちのこと
である。もちろん，そこで生じる関係性
は，デリケートであり，ときに互いに苦
渋に満ち，独特のすれ違いに終始するこ
とも多いのだから，必ずしも，この知が
成功をおさめるとも，実証されるとも言
えない。しかし，「了解不能性」という
ヤスパースの定式を最大限尊重した上で
そのような知を持つための体験を積むこ
とが，精神科医になるということであろ
う。兼本浩祐先生が，統合失調症が精神
科医を作ると語っているのは正しい。も
し，この文を，すでに現在形でなく，過
去形で書かなければならなくなっている
としたら，さらに，このような知が単な
る薬物療法のマニュアル，ガイドライン
にすでにすり替えられているとしたら，
不幸なことと言わなければならないだろ
う。
　特にわかりやすいということには危険
が潜んでいる。なるほど，統合失調症以
外の疾患の方がわかりやすいシェーマが
立ちやすいようには思われる。たとえば，
中心統合能の失調，心の理論の欠損と
いった窓から広汎性発達障害を見るとこ
ろまでを学ぶことは，容易とは言えずと
もそれほどの努力を要するとは言えない。
しかし，そこで立ち止まってしまうこと
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はやはり危険なのである。ましてや，統
合失調症がわかったかのように「わかり
やすく」書かれた本があるとすれば，そ
れには，相当に眉に唾をつけてかからな
ければならない。思えば，中核的なうつ
病の症状を理解するためにも，少なくと
もゲープザッテル，シュトラウスの時間
論程度の理解は必要で，それらはけっし
てやさしくはなかった。一時人口に膾炙
し，また実際かなりの成功をおさめた病
前性格発病状況論に関して言えば，特に
その病前性格論の方はややわかりやす過
ぎたように思う。現在のうつ病の千変万
化は，ある意味そのことを証明している
のではないか。ところが，実際に人口に

膾炙するようになったうつ病の理解は，
もともとネガティブな思考を持ちがちな
人がストレスに出会ったから，彼らに喪
失が重なったから，抑うつや悲観的認知
が生じたというように，もっと安易で，
一見わかったような気になる説の方へ進
んでしまった。
　このような精神医学の向きをいったん
振り払うためにも，了解可能性と不能性
の狭間，体験の意味の伝達可能性の限界
に立ち，関係性の法外なヴァリエーショ
ンを併せ持つ統合失調症の只中に戻って
みたいのである（本稿は拙著『統合失調
症探究』に寄せてしたためたものです）。

◇書評エッセンス◇

統合失調症探究
津田均 著

　今回書き下ろされた序章

「主体性のパトスの精神病

理学に向けて」と，本書最

大の難所である第 7章「哲
学と精神医学」には，精神

医学一般や哲学との対話を

通じて，「なぜ精神病理学

が必要なのか」という問い

に対する現時点での答えが

導かれている。そこには，

統合失調症の病理というも

のをあっさりと神経生理学

的な異常に吸収させてしま

うことへの反論が述べられ

ている。ただ，反論一辺倒

に終わるのではなく，そこ

から新たな疑問をいくつも

発掘してくるところが本書

の，そして著者の魅力とな

っている。

　こうした，統合失調症の

精神病理を神経生理学的な

異常に還元することへの批

判は，本書の随所に登場す

る。

　たとえば，第 4章「人
間学的，構造主義的にみた

基底症状」では，果敢にも

精神病理学の内部において

この批判が論じられている。

ここには，フーバーの基底

障害構想を中心に，ヤンツ

ァーリクの構造力動論やブ

ランケンブルクらの人間学

的現象学についての概説が

収められており，大変親切

である。（評者・田中伸一

郎＝杏林大学医学部■ここ

ろの科学 161 号（2012）

より抜粋）
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　「お腹が鳴るのが恥ずかしい」と訴え

る女子高生

　女子高生の来談者が訴える。
　「教室でお腹が鳴るのがすごく恥ずか
しくて……。みんなに聞こえるんじゃな
いかと，すごく怖いんです」
　私：〈お腹が鳴るとみんなに聞こえそ
うで怖いんですね〉
　上は架空のケースだが，かつての私な
らこのように応答していただろう。しか
しこの応答では共感が決定的に足りない
と思う。たぶん，今ならつぎのように返
す。
　私：〈（お腹が鳴ると）周りからヘンに
思われているようで，すごく怖いんです

ね〉
　私は傾聴を根本とする心理療法をおこ
なっているが，私にとってこの二つの応
答の違いはものすごく大きい。この二つ
の応答の違いには，来談者の苦しみにつ
いての私の理解の違いが明らかにあらわ
れている。
　来談者の感じていることを共感的に理
解するために，理論はどう役立つのだろ
う。本稿ではそれについての私の考えを
お伝えしたい。
　この来談者は何に苦しんでいるのか
　私の最初の応答〈お腹が鳴るとみんな
に聞こえそうで怖いんですね〉において
は，私は来談者の中心的な苦しみについ
て，お腹が鳴るので恥ずかしいことだ，
と理解している。確かに，来談者はそう
訴えている。しかし今の私なら，それが
来談者の中心的な苦しさだとは考えない。
　この高校生がもし私の来談者だったら，
彼女の苦しみについて，私はつぎのよう
な仮説を立てるだろう。ここからは理論
書のような内容になるが，ご容赦いただ
きたい。

理論は，共感するためにある

古宮　　昇　

こみや・のぼる＝臨床心理学，カウンセリング
大阪経済大学人間科学部教授。著訳書に，『傾
聴術─ひとりで磨ける“聴く”技術』（誠信書
房），『やさしいカウンセリング講義─もっと
自分らしくなれる，純粋な癒しの関係を育む
ために』（創元社），『心理療法入門─理論統合
による理論と実践』（創元社），『大学の授業を
変える─臨床・教育心理学の知見を活かした，
学びを生む授業法』（晃洋書房）など多数。こ
のほど，『こころの症状はどう生まれるのか』
を刊行。
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　この高校生は，人から悪く思われるこ
と，好いてもらえないことが怖くてたま
らない。そして彼女は同時に，周囲の人
間たちが彼女を拒否しているとか，攻撃
的な気持ちだ，と感じている。現実に，
彼女のことを嫌ったりいじめたりする人
間がクラスにいるのは事実かもしれない
が，周りすべての人が彼女に対して攻撃
的だとか拒否的である，というその感じ
方には，非現実的な色彩が強いだろう。
では，なぜ彼女は周囲の人たちのことを
攻撃的・拒否的だと感じざるを得ないの
か。
　彼女は自分自身の中にある怒りや憎し
みの気持ちについて，それがあまりに危
険だと感じてひどく怯えているため，怒
り・憎しみを感じることができない。そ
のため彼女は周囲の人には，怒りや攻撃
性とは無縁の人であるような印象を与え
ることが多いだろう。すごく控えめで
引っ込み思案だったり，たいへん礼儀正
しかったり。しかしそれは，彼女が激し
い怒り・憎しみを抑圧しているからであ
る。
　彼女にとって，激しい怒り・憎しみは
認めるにはあまりに恐ろしすぎる衝動な
ので，「何かわけの分からない恐ろしい
ものが私の心にある」と認識する。しか
し私たちにとって，「わけの分からない
恐ろしいもの」ほど恐ろしいものはない
ので，わけが分かろうとする。そこで，
「そうか，分かった。周りの人たちが私
に対して拒否的で攻撃的なんだ。だから
私はこんなに怖いんだ」と解釈する。そ
れが，彼女のもつ対人恐怖の症状になっ

ている。
　攻撃性のみなもと

　しかし，そもそもなぜ彼女は自分自身
で受け入れられないほど強烈に怒り，憎
んでいるのだろう。それは彼女の心理療
法が進むにつれ徐々に彼女自身にも私に
も分かってくることだろうが，一般的な
言い方をすれば，親に対して幼いころか
ら抱えてきた怒り・憎しみであろう。
　子どもは親から愛され，守られたい。
その欲求が非常に激しいがゆえに，愛情
と庇護が得られないときにはすごく怖い
し，寂しい。そしてそれと同時に，自分
を十分に愛し受けいれてくれない親に対
してとても腹が立つ。ところがこの高校
生は，親に対する激しい怒りはあまりに
大きな脅威なので受けいれられないため，
無意識のうちにそれを抑圧し，怒りは感
じられなくなる。
　なぜ親に対する怒りが脅威なのか

　この高校生にとって，親への激しい怒
りがあまりに恐ろしすぎる理由として考
えられるのは，親に対して腹を立てると
さらに拒否されたり攻撃されたりしたた
めであろう。親の愛情を激しく求める彼
女にとって，それは耐えられない経験
だ。もしくは，親に対して怒ると，親が
それを受け止めることができず情緒的に
不安定になったため（泣き出したり，気
が動転したり，オロオロしたり），怒り
を抑圧せざるを得なかったのかもしれな
い。または，親への怒り・憎しみがあま
りに激しいため，それが突出してしまう
とコントロール不能になり，「親を傷つ
けてしまうかも」，「殺してしまうかも」，
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と無意識的に怖れている可能性もあろう。
さらには，親に対して攻撃的な思いを抱
くことは，「親には感謝し大切にすべき
だ」という超自我にも反する。これらの
理由から，彼女にとって親に対する怒
り・憎しみは恐ろしすぎて抑圧せざるを
得ない。
　それゆえ，セラピーが進めば彼女の怒
り，憎しみが徐々に表面化してくるだろ
う。それゆえ他人への怒りが語られたと
きには，その怒りにとくに共感的に応答
することが大切だろう。
　この高校生の苦しみ

　また彼女は，親が十分に自分を愛し受
けいれてはくれなかったと感じているた
め，幼いころからずっと孤独感にさいな
まれながら生きて来ただろう。それゆえ，
周囲の全ての人たちから関心を注いでも
らうことや高く評価してもらうことを強
烈に求めるし，その欲求があまりに強い
ため，「人が関心を向けてくれなかった
らどうしよう」，「人が私を悪く思ったら
どうしよう」と思うと非常に恐ろしくな
る。
　しかし彼女にとって，心の中にある
「わけの分からない不安」に直面し，本
当は何が不安なのかを明確に意識すると，
激しい寂しさ，悲しみ，強烈な怒りをあ
りありと感じることになる。それは今の
彼女にはとても耐えられないことである。
それゆえ，彼女はその根本的な痛みに直
面することができず，お腹が鳴ることの
不安という，問題をすり替える主訴を
持ってやって来たのだろう。また，お腹
が鳴る，という生理現象についての強い

羞恥心は，性への強い罪悪感の表れであ
るかもしれない。
　さらに彼女は，親が自分のことを無条
件に愛してくれた，とは感じられないた
め，自分のことを，愛される価値のない
人間だ，と感じているだろう。だから劣
等感が強いはずだし，完璧主義的な傾向
も強いだろう。なぜなら，親の愛情を強
く求めるがゆえに，親から課された「あ
あしなければあなたを認めない」，「こう
じゃなければあなたを拒否する・攻撃す
る」といった「愛情の条件」を満たそう
と必死だろうから。だから，親から要求
された（と彼女が感じている）ことをす
べて完璧におこなうことによって「いつ
か親から愛されたい」と無意識的に願っ
ている。
　以上が，「お腹が鳴るのが恥ずかしく
て学校に行けない」と訴えるこの高校生
がどんな苦しみを抱えて生きているかに
ついての，私の仮説である。
　臨床家の応答について

　話をもとに戻そう。もし私がこの高校
生の訴えを聴くとすれば，私は彼女の気
持ちについてつぎのように思うだろう：
「この子は，親に見離された幼児のよう
に寂しくて仕方ないんだろうな。だから，
私を含めた周囲の全ての人たちからの関
心がすごく欲しいだろう。それゆえに人
から良く思ってもらえない可能性がすご
く怖いだろうから，なかなか心を開けな
いだろう。そのため，たとえ人と一緒に
いても孤独だろうな。また，彼女は自分
のことが価値ある人間だとは思えなくて
深い劣等感にも苦しんでいるだろう。そ
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れは本当につらいよなぁ」。
　そして，このような理論的理解を来談
者への応答として翻訳するとき，冒頭に
挙げたように，〈周りからヘンに思われ
ているようで，すごく怖いんですね〉と
いうものになる。それに比べて，かつて
の私がしたであろう〈お腹が鳴るとみん
なに聞こえそうで怖いんですね〉という
応答は，彼女の本当の苦しみとは，お腹
が鳴ることについての羞恥心であると捉
えている点で，彼女のことを理解できて
いない応答である。
　理論は共感的理解のためにある

　私は心理療法家としての経験から，来
談者の苦しみについての共感的理解が中
心的に大切だと感じている。そして理論

のおかげで，来談者の苦しみがより共感
的に理解できる。
　来談者の苦しみを，理論によって深く
正確に理解し，その理解を言葉に乗せて
返す応答と，単に来談者の言ったことを
オウム返しに返す応答のあいだには，雲
泥の差があるのだ。
　私にとって，理論とは来談者の苦しみ
に共感するためのものである。それは来
談者に外側から見たラベルを貼るための
ものではないし（ボーダーラインだ，自
己愛的だ，発達障がいだ，防衛的だ，な
ど），また臨床家がケース発表のときに，
自己防御のために難しい専門用語をなら
べて武装するためのものでもない。

◇書評エッセンス◇

トラウマを理解する
ガーランド 著／松木邦裕監訳

　本書は，タビストックク

リニック成人部門「トラウ

マとその余波に関する研究

ユニット」での臨床実践に

基づいた 13編の論文を 5
部に分けて構成されている。

トラウマ臨床における精神

分析的精神療法の描写を中

心としており，読者にはこ

れまでこの領域に関して本

邦で紹介されてきたものと

は幾分異なる印象を与える

であろう。なぜなら，提示

される臨床例は，そのほと

んどが外相的出来事の直後

ではなく，一定期間を経て，

対話による精神療法を求め

てきているのだからである。

外傷性精神障害は，急性期

の治療とトラウマの影響が

長期化した慢性期のそれと

は治療方針が異なることは

言うまでもない。本書では，

後者についてのトラウマの

理解を促し，精神分析的ア

プローチを中心に取り扱っ

ている。急性期のそれは第

4章と第 7章でほんの少し
述べられているだけである。

患者との関わりは，精神力

動的アセスメント，4階か
らなる予備的介入を前提と

し，この間に安全が保障さ

れて安心感を得ることから

始まる。ここではコンテイ

ンメントの重要性が強調さ

れている。（評者・大矢大

＝京都女子大学■臨床心理

学 11 巻 6 号（2011）よ

り抜粋）
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